
アルカリ条件下における黄鉄鉱の初期酸化溶解反応機

○淵田茂司 1，Xue Jifeng2，石田紗菜 2，所千晴 1

（1 早大理工学術院，2早大院創造理工） 

黄鉄鉱(FeS2)は地殻内に最も多く存在する硫化鉱物であり，金属鉱床やその他還元的

な環境に広く分布する。黄鉄鉱は酸素およびその他酸化剤と接触することで酸化と溶解

が同時に生じる。この反応は地球表層における鉄および硫黄循環システムで重要な役割

を担い，鉱床形成や水質形成などの地質学あるいは地球化学プロセスと密接にリンクす

る。黄鉄鉱の酸化溶解速度は，他の金属硫化物とは異なり酸化剤となる第一鉄イオンの

酸化速度が上昇する高pH領域で大きくなる。黄鉄鉱の酸化速度式はWilliamson・Rimstidt 

(1994)の式(R=10-8.19×mDO
0.5/mH+

0.11)が広く使用される。このほかにも黄鉄鉱の酸化に関す

る多くの研究が存在するが，その大部分は鉄が沈殿しない酸性領域あるいは陸上鉱床の

酸性坑廃水生成と関連のある酸性～中性領域(~8)で実施したものが多く，高アルカリ条

件における黄鉄鉱の酸化溶解速度に関する知見は意外と少ない。しかし，海水やアルカ

リ環境，浮選などの工業分野における黄鉄鉱の挙動を正確に把握するうえで，アルカリ

条件下における黄鉄鉱の速度論的考察は非常に重要な意味を持つ。本研究では pH～12

の条件で黄鉄鉱の短期酸化溶解試験を実施し，Williamson・Rimstidt の式の妥当性およ

び，律速となる反応プロセスについて考察した。 

実験では塩酸およびアセトンで前洗浄した黄鉄鉱(106–15 μm, 0.16 m2/g)約 3g を pH=6，

9，10.5，12 に調整した純水(300 mdm3)と最大 360 分反応させ，溶液中の全硫黄濃度を

基準に比表面積当たりの黄鉄鉱の酸化溶解速度を決定した。その結果，黄鉄鉱の酸化速

度は pH の上昇に伴い大きくなり，pH6 の場合に比べて pH12 では 100 倍程度大きくな

った。いずれの pH 条件でも反応開始後 100～120 分で初期速度より 1.5–2.5 倍程度大き

くなり，2 段階反応となることが確認された。反応中の黄鉄鉱表面の Fe/S 比を X 線光

電子分光で測定したところ，反応初期反応段階では Fe/S が時間とともに減少している

ことから，結晶格子内の鉄欠損反応(FeS2→Fe1-xS2 + xFe2+)が律速段階と考えられる。ま

た後期反応段階ではその値が上昇することから，通常の黄鉄鉱の酸化溶解反応(界面付

近での O2 や Fe3+との反応による S-S 結合の開裂)が進むと考えられる。mH+に対する次

数は-0.64 となり，Williamson・Rimstidt の式よりも小さい値となった。これは，アルカ

リ条件下では格子欠陥反応が影響するためで，それを考慮しない酸性～中性 pH 領域で

構築した反応速度モデル以上に早い速度で黄鉄鉱の酸化溶解が進むと考えられる。 

Kinetic investigation on initial oxidative dissolution of pyrite at alkaline conditions. 

*S. Fuchida1, J. Xue1, S. Ishida1, and C. Tokoro1

(1Waseda Univ.) 
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草地土壌の有機物による放射性セシウム固定阻害

塚田祥文 1、○山口紀子 2、山田大吾 2 

（1福島大学環境放射能研究所、2農研機構） 

＜背景および目的＞ 土壌に沈着した放射性セシウムは、大部分が粘土鉱物に固定され

る。しかし、特に草地土壌においては、土壌に十分な放射性セシウム固定部位があるに

もかかわらず、一部の放射性セシウムが比較的動きやすい形態で存在している傾向があ

る。草地土壌で放射性セシウムの粘土鉱物への固定反応が進行しにくい要因として、根

や作物残渣などの有機物に取り込まれた状態で放射性セシウムが存在すること、粘土鉱

物を被覆する有機物により、放射性セシウムの固定が妨げられることなどが考えられる。

本研究では、有機物に含まれる放射性セシウムに着目し、草地土壌中の有機物に含まれ

るセシウムを逐次抽出法と比重分画法で分別し、137Cs/133Cs比放射能から、2011年に沈

着した 137Csが蓄積している画分を明らかにすることを目的とした。 

＜試料および方法＞草地 3地点（褐色低地土）から表層土壌（0-5 cm）とその直下土壌

（5-10 cm）を採取した。シバ草地の表層にはルートマットが形成されていたため、ル

ートマット層である 0-3 cm および、その直下の 3-8 cm を採取した。逐次抽出法により

交換態・有機物吸蔵態・強固結合態 137Csおよび 133Cs濃度を測定し、137Cs/133Cs比放射

能を算出した。さらに、ポリタングステン酸ナトリウム溶液を用いて土壌を軽画分（<1.6 

g/mL、植物残渣など易分解性有機物を含む）、中画分（1.6-1.8 g/mL、比較的分解のすす

んだ有機物を含む）、重画分（>1.8 g/mL、有機物をほとんど含まない）に分画し、各画

分の 137Cs/133Cs比放射能を算出した。 

＜結果と考察＞ 逐次抽出による交換態画分と有機物吸蔵態画分の 137Cs/133Cs比放射能

は、表層土壌では同程度であった。強固結合態の 137Cs/133Cs比放射能は他の画分に比べ

低かった。比重分画した土壌では、中画分の 137Cs/133Cs比放射能が他の画分に比べ、顕

著に高かった。また、ルートマット層では 2011年に沈着した 137Csは、逐次抽出の交換

態画分と有機物吸蔵態画分、および有機物と鉱物を含む土壌団粒中に蓄積していること

が示された。有機物供給量の多い草地では、牧草由来の有機物に 137Cs が残留している

ことにより、鉱物への固定が妨げられていると考えられる。 

Inhibitory effect of organic materials on radiocaesium fixation in pasture soil. 

*H. Tsukada1, N. Yamaguchi2, D. Yamada2, (1Inst. Environ. Radioactivity, Fukushima Univ.,
2NARO)
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Cs-137 の可給性評価のための土壌抽出試薬の検討

○越川 昌美 1、渡邊 未来 1、玉置 雅紀 1、伊藤 祥子 1、高松 武

次郎 1、村田 智吉 1、齋藤 隆 2、林 誠二 1 

（1 国立環境研究所、2 福島県農業総合センター） 

福島第一原発事故により東北・関東地方に広く降下した放射性セシウムの環境影響を

評価する際には、土壌中の放射性セシウムの移動性の評価が重要である。降下した放射

性セシウムには、水溶性のものと水溶性が低いものが存在したことが知られているが、

本研究では前者に注目する。水溶性の放射性セシウムが土壌に付着した後の形態は、そ

の移動しやすさに基づいて３つに分類される。１つめは、粘土鉱物の planar sites や有機

物に存在する選択性の低いサイト、RES (regular exchange sites) に結合したものである。

２つめは、雲母様鉱物に存在する選択性の高いサイト、FES (frayed edge sites) に結合し

たものである。FES は、過剰のセシウム、アンモニウム、カリウムイオンが存在すると、

collapse する (ケイ酸塩鉱物の層間が閉じる) 。３つめは、FES が collapse して放射性セ

シウムが閉じ込められた形態で、Fix (固定) されたものである。RES は選択性が低いた

め、原発事故由来の微量の放射性セシウムの負荷では、この形態はまれである。Fix さ

れた形態は動かないので、土壌中の放射性セシウムの移動性を評価するときに重要なの

は、FES に結合した放射性セシウムになる。 

土壌中の放射性セシウムの移動性を評価する際に使われる方法には、RIP (radiocesium 

interception potential) という、FES の数とほぼ比例する数値を測定する方法や、アンモ

ニウム塩で土壌を抽出する方法がある。本研究では、安定セシウムで土壌を抽出する方

法について検討した。一般に、過剰の安定同位体を使ってイオン交換することは、吸着

している微量の放射性同位体を脱離させるのに、有効な方法といえる。しかし、セシウ

ムの場合は、過剰の安定セシウムにより FES が collapse して粘土鉱物の構造が変化する

ことを問題視する考え方もある。それでも、安定セシウムを使って放射性セシウムを抽

出した文献はいくつか存在する。そこで、本研究では、安定セシウム塩を用いた抽出法

が、土壌の放射性セシウムの移動性評価に役立つ可能性を検討した。

本発表では、Koshikawa et al. (2019) Anal. Sci. 35, 153.に沿って、1) 実験室で 137Cs を吸

着させた標準鉱物の抽出実験、2) 原発事故由来 137Cs を含む農地土壌の抽出実験、3) コ

キアのポット栽培実験の結果を紹介し、0.1 M CsCl 抽出が 137Cs の可給性評価に役立つ

可能性を示す。

Comparison of 0.1 M Stable CsCl and 1 M NH4NO3 as an Extraction Reagent to Evaluate 

Cs-137 Mobility in Soils 

*M. K. Koshikawa1, M. Watanabe1, M. Tamaoki1, S. Ito1, T. Takamatsu1, T. Murata1, T. Saito2,

and S. Hayashi1 (1Natl. Inst. Environm. Studies, 2Fukushima Agr. Technol. Ctr.) 
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北海道幌延地域における堆積岩中のセレンの存在形態 

○出井俊太郎 1、宮川和也 1、笹本広 1、舘幸男 1、天野由記 1、

Paul C. M. Francisco1、杉浦佑樹 1、高橋嘉夫 2 
（1 日本原子力研究開発機構、2 東京大学） 

【背景】高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全評価では、放射性核種の移行挙動の

理解が重要であり、中でも長半減期核種であるセレン（79Se; 半減期: 300 kyr）は、酸化

的環境でも還元的環境でも陰イオンとして溶存し、人工バリアや天然バリアである岩盤

に収着されにくいと考えられる。一方で、セレンは鉄水酸化物や硫化鉱物に収着するこ

とが室内試験より報告されているが、室内試験で得られた知見を地層処分で想定される

長期の時間スケールに適用するためには、深部地下環境においてセレンがどのように保

持されているか理解する必要がある。本研究では、北海道幌延地域の深部地下堆積岩を

対象にセレンの化学形態分析を実施し、セレンの長期的な収着挙動について考察した。 
【手法】日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター周辺には、下位より新第三

紀の海成層である稚内層（珪質泥岩）および声問層（珪藻質泥岩）が分布する。本研究

では、声問層中に掘削された深度 140 m 調査坑道・深度 250 m 調査坑道および稚内層中

に掘削された深度 350 m 調査坑道からボーリングコア試料を採取した。窒素雰囲気下で

粉末化した試料に対して、Kulp and Pratt の手法［1］を用いてセレンの逐次抽出試験を

実施した。また、セレン濃集鉱物の同定および化学形態を明らかにするため、µXRF–
XAFS 分析を高エネルギー加速器研究機構 Photon Factory の BL4A にて実施した。 
【結果と議論】堆積岩中のセレンの逐次抽出試験では、すべての試料において、 

FeSe2(–I 価)などの還元的な形態の分画が最も大きいことが明らかになった。XAFS 分析

からも同様な結果が得られ、セレンは–I 価または 0 価の還元的な形態で堆積岩中に存在

することが明らかになった。µXRF 分析より、セレンは鉄および硫黄と共存しており、

パイライトに濃集していることが示唆された。硫黄と似た化学的性質を持つセレンは、

パイライト中の硫黄と置換し、固体中に取り込まれることが報告されており[2]、同様の

形態で初期続成作用時からセレンが長期間保持されている可能性が考えられる。今後、

堆積岩中のパイライトへのセレン収着メカニズムを明らかにすることで、深部地下環境

におけるセレンの長期安定性について評価を行う予定である。

※本報告の一部は、経済産業省委託事業「平成 31 年度ニアフィールドシステム評価確証技術開発」

の成果である。 

【引用文献】［1］T. Kulp and L. Pratt (2004), Geochim. Cosmochim. Acta, 68, 3687–3701  

［2］E. Curti et al. (2013), J. Radioanal. Nucl. Chem, 295, 1655–1665 

Selenium speciation in sedimentary formations from Horonobe, Hokkaido. 
*S. Dei1, K. Miyakawa1, H. Sasamoto1, Y. Tachi1, Y. Amano1, P. C. M. Francisco1, Y. Sugiura1

and Y. Takahashi2 (1JAEA, 2 Univ. of Tokyo.) 
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図１ 浅井川・枇杷田川河川水中 Na の海塩に対する濃縮比

青森県西部山地渓流水の水質と岩石風化の関係 

○竹田和志、櫻庭夏海、野尻幸宏

（弘前大理工）

 山地渓流水は、地下水や降水を水源とし、流下過程で岩石風化反応や河道の影響で溶

存成分が変化する。本研究では、青森県津軽地域の山地渓流水で主要溶存無機成分を測

定し、流域の岩石風化を評価した。八甲田西麓山間地の平川支流の小河川、浅井川と枇

杷田川に調査地点を設定し、溶存陽・陰イオン・ケイ酸（Si）・アルカリ度を定量した。

2019 年 1 月から本格的調査を実施し、月 1～2 回の試料採取を実施してきた。 

 年間を通じて主要溶存無機成分には下流に向かう濃度増加傾向が見られ、流下に伴う

成分供給が示された。平川本流や白神山地北麓の小河川と比較して、浅井川、枇杷田川

とも溶存 Si 濃度は非常に高く、Si 濃度とアルカリ度に強い正の相関があった。濃度の

季節変化から求めた Si／アルカリ度比は、概ね 1.0～2.0 の範囲にあった。また、Si と

Na に強い正の相関があり、Si/Na 比は 2.0～4.0 の範囲にあった。Ca と Mg の等量濃度の

和のアルカリ度に対する比は、炭酸塩鉱物の風化で 1.0 になるが、年間を通じて 1.0 よ

り明らかに低かった。一方、堆積岩からなる白神山地の北麓小河川では、その比が通年

で 1.0 に近いこと、Si 濃度がはるかに低いことから、水質が主に炭酸塩鉱物の風化に支

配されていると分かった。火山噴出物が多くみられる八甲田西麓の小河川水は、非常に

高い Si／アルカリ度比と Si/Na 比に特徴づけられ、流域に広く分布する凝灰岩などの風

化を反映している。凝灰岩の主成分である長石などのアルミノケイ酸塩鉱物の風化は

2(Na, K)AlSi3O8+3H2O+2CO2 → Al2Si2O5(OH)4+2(K+ or Na+)+2HCO3
-+4SiO2 

で示され、斜長石の風化では Si

／アルカリ度比、Si/Na 比とも 2.0

になる。炭酸塩鉱物の風化が加わ

ると前者は低下し、Na 以外の陽イ

オンを含むケイ酸塩鉱物あるい

は SiO2 の風化が加わると後者が

増加する。これらの比が観測で変

化した原因と考えられる。

さらに Na と塩化物イオンの濃

度比から水中の Na の海塩に対する濃縮比を求めた（図１）。降水中の Na 濃縮比は海塩

比に非常に近く、3-4 月の融雪期に Na 濃縮比が低下し海塩比に近づいた。陽イオンよ

り陰イオンで海塩比に近づく現象はより顕著だった。夏には Na 濃縮比が増大した。河

川水に占める地下水の寄与比が高まること、水温上昇でケイ酸塩鉱物の風化が促進され

ることによるものと考えられた。

Relationship of mountainous river water constituents with rock weathering in western Aomori 

*K. Takeda, N. Sakuraba, and Y. Nojiri (Hirosaki University)
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福島第一原子力発電所事故による陸域の放射性セシウ

ムの移行による環境回復とその要因 

○恩田裕一 1、谷口啓輔 1、吉村和也 2，加藤弘亮 1、高橋純子 1、

脇山義史 3

（1、筑波大学アイソトープ環境動態研究センター2 原子力研究開

発機構構，3 福島大学環境放射能研究所） 

福島第一原子力発電所 (FDNPP) 事故は、チェルノブイリ原発事故以来最大量の放射性

セシウムを陸上環境に放出した。本講演では、 FDNPP 事故の結果としての陸上環境に

おける放射性核種、特に放射性セシウムの沈着と分布・移動についてこれまでの研究成

果をレビューした。Cs-137 の沈着後，上流域で水田，耕作や居住活動などの人為的活動

は、河川ネットワークにおける浮遊土砂 (SS) 輸送の Cs-137 濃度の急速な低下をもたら

し、これらの低下は河川水中の溶存 Cs-137 濃度を直接コントロールすることがわかっ

た。これはチェルノブイリ後の定説（Fixation が濃度を支配する）とは異なる結果であ

る。さらに，福島の事故の環境影響をチェルノブイリと比較し、チェルノブイリ周辺地

域と比較して福島地域の比較的迅速な環境修復の要因と今後の課題について議論する。 

The impact and fate of fallout radionuclides by Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 
Accident in terrestrial systems and post-accident environmental recovery  
* Y. Onda1, K. Taniguchi1, K. Yoshimura2, H. Kato1, J. Takahashi1, Y.Wakiyama3 (1University of
Tsukuba, 2Japan Atomic Energy Agency, 3Insititute of Environmental Radioactivity, Fukushima 
University) 
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河川水の溶存ケイ酸と無機イオン濃度への稲作の影響 

○櫻庭夏海、竹田和志、吉仲由季子、野尻幸宏

（弘前大理工学研究科） 

河川水が山地から平地に流下する間に、河川水の溶存成分濃度は流域の影響で変化す

る。本研究では、青森県平川市内の中小河川の溶存ケイ酸と無機イオン濃度とその季節

変化を調査した。これまでの調査により、河川水のケイ酸濃度には流域の稲作が特に大

きな影響を与えることが分かり、中小河川の濃度観測とともに、試験水田で稲作期の水

質変化を計測した。稲作の影響評価のために、灌漑用水のケイ酸濃度に差がある市内の

2地域（尾崎地区約 0.6mM、大坊地区約 0.3mM)に試験水田を設定した。試験水田では

流入水、水田内用水、流出水の観測を行った。試料水を現場ろ過し、イオンクロマトグ

ラフ法で主要溶存陽・陰イオンを、比色法で溶存ケイ酸を定量した。また、現場で用水

の水温、pH、電気伝導度、酸化還元電位の計測を行った。 

耕作期間内に、水田内用水のケイ酸、

硫酸、塩化物に大きな濃度変化が見ら

れた。硫酸と塩化物は、作付け初期(田

植え後約 3 週間)に水田土壌からの溶出

を示した。土壌の嫌気化に伴って硫酸

／塩化物比は、水田の中干しに向けて

低下した。中干し後、灌漑水を再供給

すると硫酸／塩化物比は回復した。 

ケイ酸は、作付け初期に大きく濃度

低下し、水田内用水の濃度は両地区と

も田植え 1 週間後にほぼ最低値である 0.12mM 以下になった。その後、濃度は上昇す

るが水田内用水の濃度は流入水より低く推移した。例として尾崎地区で測定された流入

水と水田内用水の濃度変化を示す(図 1)。ここでは、田植え直後から 3 週間程度はケイ

酸濃度が 0.26mM以下となったが、その後は流入水の約 1/2程度の濃度が続き、収穫期

には流入水と水田内用水の濃度に差が見られなくなった。このことは、イネが生長初期

に特に灌漑水のケイ酸を積極的に吸収し、水田内用水のケイ酸が枯渇することを示して

いる。イネはその後の生長期にも灌漑水中のケイ酸の利用を続けるが、使い切ることは

なくなる。また、高低差のある試験水田を用いた大坊地区では、上の水田の流出水で灌

漑される下の水田で、耕作期間を通じてケイ酸濃度はより低く、生長したイネも灌漑水

中のケイ酸を利用していることが示された。平川市内で水田灌漑水に利用されている中

小河川においては、水田耕筰期に上流域のケイ酸濃度に対し下流域のケイ酸濃度が大幅

に低下する現象が見られ、稲作農業が河川水質に影響を与えていることが分かった。 

Impact of rice cultivation to concentrations of silica and major inorganic ions in river water. 

Sakuraba, K. Takeda, Y, Yoshinaka, and Y. Nojiri (Hirosaki University) 

図 1 2020年に観測した平川市尾崎地区の水田における溶存ケイ酸の変化 

上：水田への流入水中の濃度 mM 下：水田内用水 3 測点の平均濃度 mM、 
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Insight on Hydrogen peroxide concentration in selected rivers 

across Japan, potential toxicity and underlying factors. 

○ Michael Oluwatoyin Sunday1,2, Taiwo Tolulope Ayeni1, Kazuhiko Takeda1,

Hiroshi Sakugawa1, Yoshitaka Imaizumi3, Takemitsu Arakaki4. 

 (1Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University.
2Department of Chemistry, Federal University of Technology Akure. 3National 

Institute for Environmental studies, Japan. 4Department of Chemistry, Biology 

and Marine Science, University of Ryukyus, Japan）

Introduction: Hydrogen peroxide (H2O2) is a reactive oxygen species (ROS) that is formed naturally in river waters 

via the photochemical action of sunlight on dissolved organic matter (DOM) component of the waterbody. Although it 

is formed naturally, other anthropogenic factors can contribute, directly or indirectly, to its formation beyond the natural 

levels. Elevated concentrations have been reported to have potential aquatic toxicity concerns. With a predicted no-

effect concentration of 380 nM, the Ministry of the Environment, Japan in 2012 included H2O2 as one of the “priority 

assessment chemical substances”. Hence, this study investigated the concentrations of H2O2 in selected rivers across 

Japan, the potential H2O2-mediated toxicity threat, as well as the factors responsible for its formation. 

Experiment: About 111 samples were obtained from twelve rivers (Kameda, Umeda, Kokubu, Urui, Shonai, Yada, 

Yamato, Yodo, Ashida, Kurose, Ohta, and Mikasa) across nine prefectures between August 2017 and November 2019. 

H2O2 concentration was determined by HPLC analysis based on the application of Fenton reaction using benzene as a 

probe.1 Three-dimensional excitation-emission matrix with parallel factor (PARAFAC) analysis was used to provide 

information on DOM quantity and quality. To monitor the photoformation rate of H2O2, irradiation of water samples 

as well as solutions of standard reference substances were performed under a solar simulator. 

Results and Discussion: The H2O2 concentration ranged from 

21 – 2929 nM across the rivers.2 The average value for each 

river is shown in the figure. Kokubu river had the highest 

concentration which was consistently higher than the PNEC 

value regardless of the sampling season. This suggests 

potential H2O2-mediated toxicity in the river. The product of 

DOC and sunlight intensity was the most important factor 

responsible for H2O2 formation. PARAFAC analysis showed 

that while humic-like substances was the main DOM 

component in all the rivers, Kokubu river also showed the 

presence of fluorescence whitening agents, originating from 

detergents, which have a high H2O2 photoformation rate. This indicates anthropogenic contributions to the high H2O2 

concentration in Kokubu river. 

References: 1. Olasehinde et al., 2008. Anal. Chim, Acta. 627, 270 – 276.    

2. Sunday et al., 2020. Science of the Total Environment. 733, 139349.

Figure: Average H2O2 concentration in river water
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鉛同位体比を用いた大阪湾堆積物中の鉛の起源解明 

○伊藤健太 1、淺原良浩 1、山本鋼志 2、

（1名古屋大大学院環境学研究科、2名古屋大学博物館） 

閉鎖性海域は、外洋との海水交換が悪いため河川などから流入する汚濁物質などが蓄積しや

すく、重金属汚染が問題となっている（Li et al., 2018）。閉鎖性海域である大阪湾には、流域に

工業地帯と大きな人口を有する淀川などからの流入があり、汚濁物質が滞留している可能性が

ある（長岡ほか, 2003）。鉛（Pb）は、人類によって古くから利用されてきた金属で、現在も様々

な用途で使用され続けている。鉛は、岩石、土壌などの岩石風化生成物にも一定量含まれてい

る。特に花崗岩などの鉛含有量は比較的高いため、花崗岩分布域周辺の河川堆積物や土壌など

の鉛濃度は高いことが多い（Kabala et al., 2001）。大阪湾の表層堆積物の重金属元素の分析（Billah 

et al., 2019）では、高濃度の鉛が分布する海域が見られたが、人為起源由来と天然由来（地質由

来）の定量的評価は行われていない。天然由来と人為起源由来の鉛は、一般にそれぞれ特徴的

な同位体比をもつ（Prohaska et al., 2000）。本研究ではこの同位体比の差異を利用して大阪湾堆

積物中の鉛の起源を調べ、鉛汚染の定量的評価を行うことを目的とした。 

大阪湾で採取した表層堆積物を用い、微量元素定量分析と鉛同位体比測定を行った。これら

の試料は、片岡ほか（第 57回日本地球化学会年会, 2010）が報告した試料である。本研究では、

まずバルク分析を行い、その後、塩酸による溶出成分と残渣成分の分析を行った。塩酸抽出で

は、粘土、炭酸塩、有機画分のイオン交換可能なサイトから元素を溶出させることが出来る

（Kitano et al., 1980）。この画分は、海水に溶出しやすい重金属元素を含んでおり、生態系への

影響が大きい成分と考えられる。バルクおよび酸溶出の残渣成分（珪酸塩砕屑物成分）につい

てはフッ酸分解を行った後、分析を行った。鉛を含む重金属元素の定量分析および鉛の同位体

比測定は ICP質量分析計（Ageilent 7700x）で行った。 

堆積物（バルク）中の Pb 濃度は、特に湾奥部（淀川河口付近）で高かった。塩酸抽出によ

って、堆積物試料の重量は 11－14 %減少したのに対して、鉛は、全鉛の 73－89％が酸溶出成分

に含まれていた。鉛の同位体比は、淀川周辺の更新統から完新統の堆積物（層）の鉛同位体比

（加田平ほか，2011）に近い値を示すものが多かった。これらの試料の中で、鉛同位体比

（207Pb/206Pb、208Pb/206Pb）が高い試料は鉛濃度が高く、湾奥部の鉛濃度が高い地域で同位体比が

高い傾向があった。人為起源鉛の同位体比は、大阪湾周辺の天然由来の鉛同位体比と異なり高

い同位体比（207Pb/206Pb、208Pb/206Pb）を示すことが多い（e.g. Wijaya et al., 2012）ことから、大

阪湾の湾奥部の堆積物は人為起源の鉛の影響をより強く受けている可能性がある。 

本発表では、全鉛、塩酸溶抽出の両成分の鉛同位体分析の結果も併せて、堆積物中の人為起

源鉛の定量的評価を行う予定である。 

Origins of lead in the Osaka Bay sediments using lead isotope ratios 

*K. Ito1, Y. Asahara1, K. Yamamoto, (1Graduate School of Environmental Studies, Nagoya Univ.,

2Nagoya Univ. Museum) 
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水俣市化学工場周辺土壌中の総水銀及び有機水銀分布 

○下鶴優美、児玉谷仁、神﨑亮、冨安卓滋

（鹿児島大院理工） 

【序論】 水俣湾ではかつて、新日本窒素(株)(現 JNC(株))から高濃度のメチル水銀を含む排

水が海に排出され、それにより汚染された魚介類の摂食によって公害病が発生した。そのため

海水や魚介類の水銀調査は多く行われてきた一方で、陸上における水銀の拡散に関する水銀調

査はあまり行われていない。しかし、水銀は揮発性が高いことから、当時の水銀が大気を通じ

て拡散し周辺土壌の水銀濃度も上昇させていた可能性がある。そこで当時からの水銀の沈着が

極力未攪乱で保存されていると考えられる工場周辺の林間や神社を試料採取地点として選定し、

風向きや工場からの距離や方角に応じた総水銀及び有機水銀の三次元変動を調査した。 

【実験】 JNC(株)から西、東、南東方向に向かい、約 1 km ごとに、柱状採土器を用いて表層

から約 30 cm まで、もしくはスコップを用いて表層から 2 cm 毎に 6 cm まで土壌試料を採取し

た。採取した柱状試料は層を乱さぬよう持ち帰り、まず縦方向に裁断して断面を観察後、表層

から深部に向けて 2～3 cm 厚に切り分けた。それらは凍結乾燥後、2000 μm 径の篩で礫を除去

し、5 g ずつを 5 段階径の篩にかけて粒径別に分けた。粒径別及び全体土壌試料の総水銀濃度

(T-Hg)は加熱気化冷原子吸光法で測定した。有機水銀濃度(Org-Hg)は塩酸で溶出させ、トルエン

で抽出し、システインを用いて水相に逆抽出した後に酸化分解を行い、還元気化冷原子吸光法

で測定した。土壌化学成分は測定用試料を微細化後、波長分散型蛍光Ｘ線分析装置で測定した。 

【結果と考察】 今回調査した全ての試料における T-Hg の最高値は 1.2 mg kg-1であり、これは

土壌含有量規準 15 mg kg-1の約 1/15 であった。また、柱状試料の T-Hg は表層付近ほど高く、深

部ではほぼ一定の低い値(0.017～0.123 mg kg-1、平均 0.071 mg kg-1)を示す傾向があった。しかし、

土壌化学成分では T-Hg が高い層とバックグラウンド(BG)層において主要成分比の顕著な差異

はみられなかった。このことより水銀の由来が大気からの沈降であることが示唆され、深部の

一定濃度は汚染を受けていない BG の T-Hg と考えられる。それらの値をもとに各地点の水銀沈

着量を求めると、いずれの方向の試料においても工場に近いほど水銀沈着量の多い傾向があっ

た。また、T-Hg は、粒径の小さい粒子ほど高い傾向にあったことから、供給された水銀が粒子

表面に吸着していることが示唆された。風向きと T-Hg の関係については、工場から西方向と東

方向に各々約 20 km の土壌試料の表層 6 cm までにおいて顕著な T-Hg の差が見られなかったこ

とより、水銀が全方位的に拡散していたという可能性が示された。また、T-Hg に対する Org-Hg

の割合は、多くの地点で 0.5 %程度で推移し、表層付近で上昇する傾向が見られた。このことよ

り、大気拡散した水銀が環境中でメチル化したと考えられる。 

The distributions of total and organic mercury concentrations in soils around Chemical factory in 

Minamata City 

*Y. Shimozuru, H. Kodamatani, R. Kanzaki and T. Tomiyasu, (Graduate School of Science and

Engineering, Kagoshima Univ.) 
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瀬戸内海周辺域における多環芳香族炭化水素の分布と

物質収支 

○辻浩明 1、秋吉雄大 2、浅川大地 3、浅岡聡 4、中下慎也 5、

岩本洋子 1,2、佐久川弘 1,2、竹田一彦 1,2 

（1広島大院生物圏科学、2広島大総科、3大阪市環科研、4神戸大

内海域環境、5広島大院先進理工） 

【はじめに】瀬戸内海は外洋域と関門海峡、豊後水道、紀伊水道の狭い水路のみで接続

する半閉鎖性水域であるため、有害汚染物質を含む多くの物質を蓄積しやすい。多環芳

香族炭化水素（PAHs）は環境中に幅広く存在する化学物質で、発がん性や催奇性、変

異原性を有するものが多い。また、PAHs は疎水性や高残留性を有するため、海底堆積

物へと移行・蓄積しやすい。そこで本研究では、瀬戸内海周辺域の PAHs の分布、フラ

ックス、物質収支の理解を目的とし、瀬戸内海周辺域の海底堆積物・河川水・大気中の

PAHs の分析を行った。 

【方法】2018～2019 年の 3 回の豊潮丸航海により瀬戸内海の 23 地点（周防灘 3 地点、

別府湾 1地点、豊後水道 2地点、広島湾 6地点、伊予灘 3地点、燧灘 1地点、大阪湾 4

地点、紀伊水道 3 地点）にて海底表層堆積物を、2019 年 11 月に淀川と黒瀬川にて河川

水を採取し、17 種の PAHs 濃度を GC/MS を用いて測定した。2011～2014 年及び 2017

～2018 年に大阪市の 5 地点にて大気試料を採取し 12 種の PAHs 濃度を蛍光検出器付

HPLC にて測定した。また、実測値や文献値を基に瀬戸内海への PAHs 河川流入フラッ

クス、大気沈着フラックス、海底への堆積フラックスを見積もり、物質収支を計算した。 

【結果と考察】瀬戸内海の堆積物中 17種 PAHs 濃度は 14.6～1160 (ave. 198) ng g－1dry 

weight (dw)であった。河川水中粒子態 17種 PAHs 濃度は淀川で 21.0 ± 3.0 ng L－1、黒瀬

川で 176 ± 9.1 ng L－1であった。大阪市内の大気中 12種 PAHs 濃度は 0.38～7.4 (ave. 2.3) 

ng m－3であった。堆積物中 PAHs 濃度と全有機体炭素（TOC）濃度、堆積物中央粒径、

粘土含有割合、シルト含有割合との間に有意な相関はなかった。堆積物中 PAHs 分布よ

り、瀬戸内海の河口域（広島湾や大阪湾）では高分子量 PAHs の組成割合が高く、沖合

域（豊後水道や紀伊水道）では低分子量 PAHs の組成割合が高かった。高分子量 PAHs

は疎水性が高く海水から河口付近の堆積物へ移行しやすく、低分子量 PAHs は疎水性が

低く河口から離れた海域に輸送・堆積する傾向にあると考えられる。PAHs の物質収支

計算より、瀬戸内海への大気沈着フラックスと河川流入フラックスとの合計が海底への

堆積フラックスとオーダーが一致した。 

Distribution and mass balance of polycyclic aromatic hydrocarbons in Seto Inland Sea and 

surrounding area.  *H. Tsuji1, Y. Akiyoshi1, D. Asakawa2, S. Asaoka3, S. Nakashita1, Y. 

Iwamoto1, H. Sakugawa1, and K. Takeda1 (1Hiroshima University, 2Osaka City Research Center 

of Environmental Science, 3Kobe University) 
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Optical properties of dissolved organic matter in Japanese 
rivers and their contributions to photo-generation of reactive 
oxygen species 
〇Taiwo Tolulope Ayenia, Yoko Iwamotoa,b, Kazuhiko Takedaa,b, 
Hiroshi Sakugawaa,b and Khan M. G. Mostofac 
(aGraduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, Japan, 
bGraduate School of Integrated Science for Life, Hiroshima University, Japan, 
cInstitute of Surface-Earth System Science, Tianjin University, China) 

Introduction-Dissolved organic matter (DOM) is a heterogeneous mixture of organic 
compounds in natural water. Solar irradiation of natural water surface can lead to 
photodegradation of chromophoric/fluorescent dissolved organic matter which subsequently 
results into the photogeneration of reactive oxygen species (ROS) which are vital for several 
chemical processes in aquatic systems. Optical properties of DOM, such as absorption and 
fluorescence characteristics were investigated alongside the photogeneration of three ROS 
namely hydroxyl radical (•OH), nitric oxide radical (NO•) and singlet oxygen (1O2) across five 
rivers in Japan. 

Experimental-River water samples (n = 24) were collected from Ohta, Kurose, Yodo, Yamato 
and Kokubu rivers in Japan between June and November 2019. Samples were collected by 
plastic bucket, filtered using a pre-combusted 0.45 µm Advantech GC-50 glass fiber filter, 
refrigerated and analyzed within the shortest time. Analysis involving dissolved organic carbon, 
absorption and fluorescence properties were carried out using Shimadzu TOC-VCSH analyzer, 
Hitachi UV-Visible and fluorescence spectrophotometers, respectively. Parallel factor 
(PARAFAC) modelling was employed in identifying and quantifying the DOM components of 
the rivers. The photogeneration rates of the ROS were determined by means of established 
HPLC methods. 

Results and Discussion-The average dissolved organic carbon concentrations across the rivers 
was lowest (79.5 µM C) in the Ohta river, and highest (237 µM C) in the Yamato river and they 
have good correlations with some optical parameters. Absorption ratios such as E2:E3 defined as 
ratio of absorption at 250 nm and 365 nm, A280/A350 (absorption ratio at 280 nm to 350 nm) and 
S275–295 (spectral slope within the range of 275 nm and 295 nm) showed that the Yodo and the 
Kokubu rivers had the lowest and highest DOM molecular weights, respectively. PARAFAC 
analysis showed that the major components of DOM across the rivers are the humic-like (most 
of which are terrestrial in origin) and tryphtophan-like substances. The Kokubu river, however, 
contains detergent-like and extrapolymeric substances. The ROS-generating abilities of these 
fluorescent components differed from one another and across the rivers and were generally 
higher in the Kokubu river and lower in the Yodo and Yamato rivers. 
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Figures: 3D-EEM images of the rivers DOM components (a) humic-like (b) tryphtophan-like (c) detergent-
like (d) extrapolymeric substance. 



オクロ天然原子炉に関する最近の話題から 

○日高 洋 1

（1名大院環境） 

中央アフリカ・ガボン共和国東部のフランスヴィル堆積層群に産する６つのウラン鉱

床のうちの１つであるオクロ鉱床は，今から約 20 億年前に自発的に核分裂臨界に達し

た痕跡のある，いわゆる「天然原子炉」の化石であることがフランス原子力庁（CEA）

によって確認されたのは 1972年である。その後，約 30年にわたり，詳細な現地調査を

含めた 3回のコンソーシアム研究が実施され，核分裂発生メカニズムや放射性核種の長

期移行挙動の解明などについて主に研究されてきたが，経済的負担が伴う維持・管理の

困難さゆえに，1999年に閉山した。この間，採取された試料の一部は CEAサークレー

研究所と同カダラッシュ研究所に保管されているが，現在，これらの試料が研究に使用

されている形跡はない。しかし，天然原子炉発見から 50周年となる 2022年を迎えるに

あたって，一部ではオクロ研究を再開しようとする計画がある。本講演では，2010 年

以降の 10年間におけるオクロ天然原子炉関連の研究内容について紹介する。 

オクロ鉱床内部で生成された核分裂起源の放射性核種は，20 億年を経た現在ではす

べて放射壊変してしまい，安定核種となっているが，それらの核分裂起源核種が従来か

ら存在している非核分裂起源核種と混じりあうことにより、数多くの元素の安定同位体

組成に顕著な変動が認められている。したがって，オクロ鉱床内外の元素の安定同位体

組成の変動を調べることによって，天然原子炉内で起こった核反応の特徴づけや，核分

裂生成物の原子炉内外での長期的な挙動解析を行うことが可能となる。近年，Groopman

ら（2018）は二次イオン質量分析計のイオン源に加速器質量分析計を結合させた独自の

装置を用いてオクロ試料の Ba同位体分析を行い， Baの 7つの安定同位体のうち，135Ba

と 137Ba のみが濃集している局所領域を発見した。核分裂起源 135Cs と 137Cs が Ba と化

学分別した後に濃集し，後に各々135Baと 137Baへと壊変したと考えられる 20m 径程度

の Cs のホットスポットの存在を示した。その他，オクロ試料の同位体データを用いて

素粒子の結合定数の時間変化を論じる研究（Davis et al., 2014）や，天然原子炉が胚胎し

ているフランスヴィル堆積層群における真核生物化石の発見（Albani et al., 2010）など

の話題が提供されている。 

Recent studies of the Oklo natural reactors 

*H. Hidaka1 (1Nagoya Univ.)

PR0096
G2



海底堆積物中の 236U/238U分析法の検討と東京湾海底

堆積物への応用 

○飾森順子、大野剛、深海雄介

（学習院大学） 

【序論】ウラン(U)は核燃料の主成分であり、その使用は規制されているため、U の環

境動態把握は重要である。環境中の U同位体には、234U、235U、236U、238U が存在しており、

U が核燃料として用いられる際、235U は核分裂反応と共に中性子捕獲反応を起こし、
236U(t1/2=2.3×107年)が生成される。そのため、236Uは濃縮ウランを起源として、人為的

要因により環境中に放出されてきた。一方、我々のこれまでの研究では、東京の大気降

下物試料(気象庁気象研究所)における 236U/238U・235U/238U経年変化分析から、劣化ウラン

起源の特徴が観察された(飾森ほか,日本地球化学会 2019)。そこで今回は、その海洋へ

の影響を調べるため、東京湾海底堆積物に着目し研究を行った。 

【実験方法】環境試料には、1960～1990 年における東京湾海底堆積物試料(Sakata et 

al.,2008)を用いた。分析前処理として、HF と HNO3で分解後に HNO3抽出を行う HF 分解

法と、高温溶融によりさらに強力な分解が可能なアルカリ融解法を行った。両者共、試

料分解後に一部を分取し濃度測定用とし、残りは UTEVA樹脂により主成分元素の除去を

行い、ICP-MS/MSを用いて 235U/238Uと 236U/238Uの測定を行った(Tanimizu et al.,2013)。 

【結果・考察】まず HF 分解法に関して、JMs-1(東京湾海底堆積物標準試料)を用いて再

現性の確認を行ったところ、U 濃度は 2.6-2.8 ppm 程度、235U/238U は天然比と誤差範囲

内で一致し、236U/238U は(3.2±0.4)×10-8となることが分かった。この分解法を用いて、

1960～1990年における東京湾海底堆積物試料分析を行い、特に 236U/238U経年変化結果に

ついて図 1に示す。図 1 より、大気核実験時代の 1960

年頃では 236Uは検出されず、東京の大気降下物におい

て、工業利用の劣化ウランの影響があったとされる、

1970 年代でピークを示した。よって東京湾海底堆積

物においては、大気核実験の影響は反映されず、河

川より流入してきた工業由来の U の影響を大きく受

けていることが示唆される。 

次にアルカリ融解法に関しても、HF分解法の時と同じく、JMs-1を用いて再現性の確

認を行ったところ、U濃度と 235U/238Uについては HF分解法と一致する結果になったのに

対し、236U/238Uについては、HF分解法の際と比較して 2倍以上高い値を示した。よって

海底堆積物には、人為的要因により生成された、HF 分解法では分解できない U の難溶

解性物質が含まれている可能性があると考えられる。本発表では、アルカリ融解法を用

いた際の、東京湾海底堆積物中の 236U/238U結果についても示す予定である。 

Development of isotope analysis for 236U/238U in marine sediments and its application to Tokyo 

Bay 

*J. Shikimori, T. Ohno, Y. Fukami, (Gakushuin Univ.)
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金アマルガム法を用いた微量水銀同位体分析法の開発 

○星野友里、大野剛、深海雄介

（学習院大学） 

【序論】水銀(Hg)は生物に濃縮されやすく、微量であっても人体に影響を与える有害重金属で

ある。このため、人への主な暴露経路とされる水圏における水銀循環の理解は重要である。水

銀の安定同位体比変動は質量に依存する同位体分別(MDF: δ202Hg)および、質量に依存しない同

位体分別 (MIF: Δ199Hg、Δ201Hg)に分類され、これらの指標を用いて水銀が経験してきた化学

的 (光還元反応など)ならびに物理的(蒸発や拡散など)な現象の推定が可能であると考えられる。

(Bergquist and Blum, 2007) また、水圏での水銀濃縮過程を包括的に理解するためには食物連

鎖の最初期段階に位置する低水銀濃度試料の同位体比測定法を確立することが必要となる。し

かしながら、魚介類の水銀摂取源である海藻やプランクトンについては水銀濃度が極めて低い

ため、現状では同位体比の分析が困難である。そこで、本研究では水銀濃度が極めて低い固体

試料を対象とした水銀濃縮法および同位体分析法の開発を行った。 

【実験方法】加熱気化水銀測定装置(MA-3 Solo)で試料を加熱して試料中の水銀化合物を気化・

原子化させ、水銀捕集管に金アマルガムとして選択的に捕集濃縮した。試料は頭髪標準試料

(NIES CRM No.13 )を用い、10ngの水銀を捕集した。水銀捕集後、捕集管をMC-ICP-MSの

試料導入経路に繋ぎ、自作した加熱装置を用いて捕集管の温度を制御することで再び水銀を気

化させて同位体比の測定を試みた。本研究では、水銀捕集管加熱時の水銀の脱着により得られ

た短いピーク状の信号の積分値の比を同位体比とした。 

【結果・考察】10 ngの水銀を捕集させた際の回収率は 96±6%であった。同位体分析の高精度

化にはスペクトル干渉、測定時の同位体分別、ファラデーカップの応答性について検討する必

要がある。スペクトル干渉については、水銀捕集管の温度を 500℃まで急激に上昇させた際に

得られた質量数 203と 205の信号の存在比が水銀の 202と 204の天然存在比と近い値をとるこ

とから、水銀の水素化物による干渉が示唆された。水銀脱着時の同位体分別については、ピー

クを信号の出始めから終わりまで積分するため、同位体比測定値への影響は小さいと考えられ

る。また、本測定の時間範囲ではファラデーカップの応答性による同位体比の変動効果はみら

れなかった。使用する頭髪標準試料の量を従来の測定法より 1/27に減少させた本研究の測定結

果は δ202Hg、Δ201Hg についてそれぞれ 1.7±2.0‰、1.4±0.5‰となり、誤差の範囲内で文献

値(Yamakawa, 2016)と一致した。以上より、金アマルガム法を用いた水銀同位体分析では極め

て水銀濃度の低い天然サンプルを乾式で濃縮することで、より微量な水銀同位体分析が期待で

きる。 

Development of isotope analysis for trace mercury using gold-amalgamation. 

*Y. Hoshino, T. Ohno, Y. Fukami (Gakushuin Univ.)
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VMS 鉱床における酸性坑廃水発生メカニズムの地球化

学的研究 

○門倉正和 1，淵田茂司 2，高谷雄太郎 2，石橋純一郎 3，

（1 早大院創造理工，2 早大学理工学術院，3 九大理） 

開発中もしくは開発後の火山性塊状硫化物 (VMS) 鉱床では硫化鉱物の酸化溶解に

起因する酸性坑廃水の発生がしばしば問題となる。酸性坑廃水の生成は要因となる鉱物

の酸化溶解速度が大きく影響し，その溶解速度は鉱物の化学組成に加えて結晶学的な特

徴によって決定される。たとえば，一般的な鉄二硫化物である黄鉄鉱(isometric)の溶解

速度定数は log k=-8.2 であるが 1)，その多形である白鉄鉱(orthorhombic)の溶解速度(log 

k=-5.9)2)はそれに比べてかなり大きい。ただし，複数の鉱物種が近接する場合にはそれ

ら相互作用によってその溶解速度が大きく変化する。また，実際の鉱石中には

Melnikoviteのような比較的溶解度の高い非晶質の鉱物も存在することから，酸性抗廃水

の生成機構は非常に複雑である。このような鉱山内部で生じる硫化鉱物－水反応に関す

る知見は地下水流動制御や廃鉱石除去等の発生源対策工事を計画する上で重要な情報

となりうるが，実環境における酸性抗廃水生成に関する地球化学的研究は非常に少ない。

本研究では発生源対策の計画が進められている国内のX鉱山 (坑廃水中のFe濃度：~180 

mg/dm3，As濃度：~0.8 mg/dm3) を対象に，鉄の供給源となる鉱物種および鉱物中のヒ

素の存在形態について調査した。また，実際に地下から採取された鉱石コアを使った溶

出試験を実施し，鉱山 Xにおける鉄・ヒ素の溶出プロセスについて考察した。 

2019年に X鉱山で採取されたコア (~120 m) の観察結果および XRF分析結果から，

30–90 m深度付近では硫化物および自然硫黄が多く含まれており鉱化作用が認められた。

この深度から採取した鉱石コア 10試料を粉砕し，0.5 gの試料を 30 mdm3の純水と 6時

間振とうさせ可溶性の元素を測定した。その結果，65–85 m 深度の鉱石から Fe：180 

mg/dm3, As：10 mg/dm3の溶出が確認された。溶液中の As/Fe比は 0.009–0.055 %の間で

変化していることから，As のポテンシャルとなる鉱物は深度によって異なる可能性が

考えられる。各試料の研磨片を作成し，反射顕微鏡および電子線マイクロアナライザで

分析することで Fe鉱物の種類と Asの存在形態を調べた。その結果，深度によらず黄鉄

鉱が最も高頻度で見つかったが，ヒ素が溶出した深度 70-85 m付近の鉱石には白鉄鉱が

多く存在していることが認められた。また、白鉄鉱中の As濃度が 2 atm%に達している

ことも確認できた。この結果から，溶解しやすい白鉄鉱が鉱山 X の Fe および As の溶

出源となっている可能性があり，発生源対策工事において深度 70-85 m付近での鉱石－

地下水反応を抑制することで X鉱山の酸性坑廃水の水質が改善できると予想される。 

Geochemical study of AMD generation mechanism from a VMS deposit in Japan 

*M. Kadokura1, S. Fuchida1, Y. Takaya1, J. Ishibashi2, K. Shimada2, C. Tokoro1

(1Waseda Uni., 2Kyushu Uni.) 
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電子顕微鏡を用いた不溶性放射性セシウム粒子中の炭

素の同定 

○日髙昭秀 1, 2

（1日本原子力研究開発機構、2カリファ大学） 

 [はじめに] 福島第一原子力発電所(1F)事故時に環境中に放出された、粒径が比較的小

さく比放射能が高い粒子(Type A)の生成過程を推定することは、事故進展を解明する上

で有用な知見を提供すると考えられる。これまで確認された Type Aの共通点として、

1) 直径 1～5 mの球形および非球形、2) 134Cs、137Cs比が 1.05-1.1、3) 元素組成比の 40 %

以上が SiO2、等が挙げられる。著者は、Type Aの起源として 3号機の非常用ガス処理

系の HEPAフィルタ(グラスファイバ:GF) が水素爆発時に溶融・微粒化して生成した可

能性を指摘した[1]。この機構では、活性炭フィルタや GF表面に塗布されたバインダ中

の炭素が Type A粒子中またはその近辺に存在する可能性が高い。炭素は約 350℃以上で

自然発火することを考慮すると、現在、提唱されている Type Aの起源候補の中で、炭

素を含む可能性があるのは、SiO2 (GF)の融点(約 850℃)を超える期間が短い本仮説のみ

である。炭素の同定は、生成過程を解明する上で重要な情報となりえるが、従来の観測

では、粒子の固定用にカーボンテープを用いてきたため、炭素の同定が難しかった。そ

こで、本研究では電子顕微鏡とカーボン以外の試料台を用いて観測を行うこととした。 

 [実験方法] 1F周辺 10km圏内の表層で採取した土壌試料からオートラジオグラフィを

用いて分取した Type A (134Cs、137Cs比: 1.08-1.09) を、銅またはアルミ箔テープに固定し、

電子線マイクロアナライザ(EPMA)のエネルギー分散型 X 線分光器(EDS)を用いてポイ

ント分析を行った。また、比較対象として、Type Aに近接して見つかった非球形粒子、

GF の試料片と、GF から EPMA の電子ビームで真空環境中において加熱することによ

り簡易的に作成した粒子(模擬粒子: 直径 1～5 m)についても同様の観測を実施した。 

 [結果と考察] 測定した試料の SiO2 と炭素量

の質量割合を表 1に示す。Type Aの炭素量は、

模擬粒子や GFの、バインダ起源と考えられる

炭素量と類似していた。Type A に近接する非

球形粒子には、活性炭フィルタ起源と考えられ

る、より多くの炭素が含まれていた。これらの

結果は、著者らの主張する仮説と矛盾しない。

今後、本観測から得られた炭素の情報と他の構

成元素との関係を注視しつつ、生成過程の更なる解明に取り組んでいく。 

[1] A. Hidaka, J Nucl Sci Technol, DOI:10.1080/00223131.2019.1583611 (2019) 

Identification of carbon in the insoluble cesium rich microparticle using electron microscopy 

* A. Hidaka1,2 (1Japan Atomic Energy Agency, 2Khalifa Univ.,)

表 1 構成元素の比較

試料 測定数 SiO2 (wt%) C (wt%)

Type A 5 52.7±8.3 5.0±8.5 

グラスファイバ 

(GF) 
3 61.9±3.8 12.8±6.0 

模擬粒子 2 70.9 6.9 

Type Aに近接

する非球形粒子 
1 23.8 71.9 
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Historical record of heavy metals with their speciation data 

in sediments of Tokyo Palace Moat since 1830s 

○Jing Sun 1, Shigeyoshi Otosaka 1, Haibo Qin 1, Takaaki Itai 1,

Masato Tanaka 1, Keisuke Fukushi 2, and Yoshio Takahashi 1, 

(1Univ. of Tokyo, 2Kanazawa Univ.) 

Heavy metals are very important due to their association with ecological 

environment issues, especially human health. Core sediments can serve as an unique 

sink to record historical and current environment contaminations. To assess heavy metal 

pollution, their concentrations in core sediments collected from Tokyo Palace Moat 

were measured coupled with sedimentation age determination using 210Pb activity 

concentrations and chemical speciation to confirm secondary migration of the elements 

within the sediment column. As a result, a record of metal contamination in Tokyo 

mainly via atmosphere is developed in core sediments during the period of 1832-2019. 

The average sedimentation rate was estimated to be 0.38 cm/yr. All the elements 

showed low concentrations during Edo period, but concentrations of V, Cr, Mn, Cu, Zn, 

As, Cd, Sn, Sb, and Pb in core sediments abruptly increased after 1870 as contaminants 

possibly due to the industrial revolution in Japan in Meiji Period. These elements are 

basically volatile elements, which supports the fact that most of the elements were 

supplied via air. Most of the elements showed peaks during 1900-1920 and 1940-1950, 

but became low around 1925 possibly due to the influence by the Great Kanto 

earthquake in 1923. Quantitative analysis of Zn K-edge XANES indicated that Zn was 

mainly present as ZnS after 1930s, but as ZnCO3 before 1930s, possibly because sulfur 

concentration was not sufficient to form ZnS before 1930s. The formation of these 

insoluble minerals such as ZnS and ZnCO3 assures that the secondary migration of Zn 

within the core has been minimal. Anthropogenic Mn accumulation in sediments 

peaked around 1975 in accordance with the period of high economic growth in Japan, 

but further discussion in needed to identify the source. For the period of 1980-2019, the 

data of core sediments reflected the result of stricter environment regulations, which 

lowered the emission of most of the elements. However, heavy metal concentrations in 

the surface sediments were still greater than the levels at the bottom of the core. It 

suggests that some anthropogenic depositions via air are still present in Tokyo at present, 

which are greater than those in Edo Period recorded in the core (1830-1867).  
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河川・汽水・沿岸域における溶存態有機物の特性変化 

○宮川和大 1、長尾誠也 2、芳村毅 3、加藤寛己 4、伊佐田智規 5

（1金大院自然研、2金大環日セ、3北大院水産、4北大院環境、5北

大北方セ） 

 溶存態有機物(DOM)の主要成分の腐植物質は、鉄と錯体を形成して河川から沿岸海

洋への移動に重要な役割を果たしている。しかし、高分子化合物である腐植物質は河口

域での塩分上昇に伴い一部が凝集沈殿し、腐植物質の濃度や特性が変化することが知ら

れている。本研究では北海道東部にある別寒辺牛湿原

を流れる河川とその河川が流入する厚岸湖、隣接する

厚岸湾（Fig.1）において採水を行い、腐植物質が持つ蛍

光特性を利用し、天然水試料の直接測定により腐植物

質の濃度や蛍光特性、分子量分布の変化について検討

した。採水は 2017年 10 月、2018年 10月、2019 年 9月

の 3 回行い、多項目水質計(東亜 DKK 株式会社)もしく

は CTDを用いて現地で水質を測定した。試水は加熱処

理した whatmanGF/F ガラス繊維濾紙で濾過したのち、

褐色瓶に入れて-30℃で冷凍保存した。日立 F-7100蛍光

分光光度計により三次元蛍光スペクトル測定で検出さ

れる腐植物質の蛍光成分の波長位置、励起波長:Ex(nm)と

蛍光波長:Em(nm)を特定し、各ピークについて硫酸キニーネ

(10µg/L、0.05M)を基準とした相対蛍光強度(RFI)を求めた。 

2017年 10月の調査では腐植物質の RFIが河口で減少した後、

塩分変動に伴って変動し(Fig.2)、AL9N-AL9(塩分:20.1-31.4, RFI: 

25.1-5.68QSU )、AL9S-AL1(塩分:31.9-32.3, RFI:3.34-4.51QSU)、

AB1-AB2(塩分:31.0-31.6, RFI:5.20-4.44QSU)、AB5-AB12(塩分: 

32.0-32.1, RFI:2.99-3.57QSU) 、 AB16-A1( 塩分 :32.9-33.1, 

RFI:1.16-0.86QSU)となった。さらに、蛍光ピーク位置が河

川(Ex/Em=310-315nm/425-430nm)、AL9N-AL9(Ex/Em= 

300-305nm/420-425nm)、AL9S-AL1(Ex/Em=300-310nm/405-425nm)、 AB1-AB2(Ex/Em= 

305nm/415-420nm)、AB5-AB12(Ex/Em=295-305nm/410-420nm)、AB16-A1(Ex/Em=285- 

310nm/400-405nm)と塩分の上昇に伴って短波長側にシフトしていることが確認された。

なお、発表では高速液体サイズ排除クロマトグラフィーの結果を含めて考察する。 

Variation of aquatic humic substances characteristics in river, brackish lake and coastal marine 

environment 

*K. Miyagawa1, S. Nagao2, T. Yoshimura3, H. Kato3, T. Isada4(1Grad.School of Kanazawa

Univ.,2Kanazawa Univ., 3Grad.School of Hokkaido Univ., 4Hokkaido Univ.) 

Fig.1 2017 年 10月の調査地点

Fig.2 腐植物質の RFIの空間変化
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リターから溶出した放射性セシウムの流出水への寄与 

○榊原厚一 1、岩上翔 2、辻村真貴 3、小沼亮平 3、佐藤雄太郎 3、

恩田裕一 3 

（1信州大学、2森林総合研究所、3筑波大学） 

2011年 3月の福島第一原子力発電所の事故以降、陸域からの水流出に関わる研究にお

いて、豪雨時に流出水中の溶存態放射性セシウム（137Cs）濃度が一時的に上昇すること

が指摘されている（例えば Tsuji et al., 2016）。これまでの研究では、陸域リターと水域

リターの 137Cs濃度の違いや、リターからの 137Csの溶出試験の結果から、豪雨時に 137Cs

濃度が上昇する原因は、林床に堆積したリターからの溶出であることが指摘されている

（Sakai et al., 2016; Kurihara et al., 2020）。しかしながら、降雨時の流量の増大や飽和地表

流の発生等、リターから渓流水へ 137Cs が移行する引き金となる事象の指摘はあるもの

の、実際の降雨イベントにおいて、流出水中の 137Cs 濃度の上昇過程を、関連する水文

プロセスとリターからの溶出過程の両者を同時に考慮することで説明した研究は、ほと

んどないことが現状である。そのため、降雨時の流出の出発点である、福島第一発電所

事故の影響を受けた山地源流域を研究対象とし、降雨流出過程とリターからの 137Cs 溶

出の両面から、降雨時における 137Cs 濃度上昇のメカニズムを明らかにすることを目的

とした。研究対象流域のリター試料を用いた 137Cs の溶出試験、降雨流出イベント時に

おける飽和地表流発生の時空間的解析、Iwagami et al. (2019) と Sakakibara et al. (2019) 

のデータを用いた降雨時流出水の 137Cs 濃度のモデル計算を実施したことで以下のこと

が明らかとなった。溶出試験結果から、リターからの 137Cs の溶出速度は試験初期（最

初の 1 時間）で高く、その後は低くなることが分かった。撹拌（100 rpm）の場合と無

撹拌（0 rpm）の場合とでは、全体の結果に大きな差は見られなかったが、撹拌初期で

は 100 rpmの撹拌のほうが溶出量は多かった。また、試験開始後 30分後から 24時間後

までの 137Csの溶出速度は、累乗近似をすることでモデル化できた。リターからの 137Cs

を考慮しない場合、先行研究で観測された降雨イベント時の渓流水中 137Cs は、再現で

きず、計算値は大きく過小評価した。観測値と計算値の差を説明するために、リターか

らの 137Csの溶出を考慮に入れると、4〜165 g/m2（中央値 16 g/m2）のリターからの溶出

があれば観測値を再現できることが分かった。この結果は、リターからの 137Cs の溶出

を駆動する可能性がある降雨時の飽和帯拡大スピードの解析値と整合的であった。この

ことから、降雨時に一時的に形成される飽和域におけるリターからの 137Cs の溶出が、

降雨時の流出水中の溶存態 137Cs 濃度を上昇させる要因の一つであることが示唆された。 

Contribution of leached 137Cs from litter on the discharge water 

*K. Sakakibara1, S. Iwagami2, M. Tsujimura3, R. Konuma3, Y. Sato3, and Y. Onda3

(1Shinshu University, 2Forestry and Forest Products Research Institute, 3University of Tsukuba) 
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フェントン反応に注目した溶存鉄の状態観察： 

室内実験と野外観測から 

○堀 真子、酒井昌吾、久保克輝、福井貴良

（大阪教育大学） 

水環境における鉄の存在は、汚染物質の除去という観点から注目されている。特に、汚

染物質の酸化は、光と鉄の触媒作用によってその効果を強めることが知られている。一

方で、地質試料においては、鉄の光酸化過程はあまり重視されていない。その根拠とし

て、紫外線の透過する距離が海水のごく表層に限られること、堆積物試料の観察から、

鉄を代謝に利用する微生物の証拠が多く得られることなどが挙げられる。鉄を利用する

微生物の多くは堆積物中に存在するため、その影響は堆積物のごく近傍に制約される。

これに対し、光反応は、堆積物の上を流れるバルクの水で進行するため、水に含まれる

溶存鉄の状態観察をすることで、光反応の有無を判別し、熱水堆積物における光酸化の

寄与を評価することを着想した。 

 本研究では、室内実験において、フミン酸を添加した純水に紫外線（365 nm）を照射

し、光分解によって発生する過酸化水素を DPD 法による比色分析で半定量した。次に、

同じフラスコをアルゴンガスで置換した後、二価鉄を添加し、同様に紫外線照射をして、

全鉄濃度と鉄（III）の割合をフェナントロリン法で決定した。また、アルゴンガスで置

換せず、飽和酸素で鉄を酸化する場合についても観察を行い、比較した。野外観測は、

秋田県に自噴する熱水泉と島根県の三瓶温泉の二ケ所で実施した。野外では、過酸化水

素濃度と全鉄濃度、鉄（III）の割合をその場測定し、時系列変化を得た。 

 フミン酸に紫外線を照射した結果、過酸化水素の発生に伴う吸光度の顕著な上昇が認

められた。酸素に飽和した水で鉄が酸化する場合、鉄（III）の割合は 10%未満でほとん

ど時間変化しないのに対し、アルゴン雰囲気でフミン酸に紫外線を照射した条件では、

3時間後に鉄（III）の割合が 30%まで増加した。このことは、紫外線照射で発生した過

酸化水素が二価鉄の酸化に関与した可能性を示唆する。野外観測では、鉄（III）の割合

はいずれの熱水泉でも 0~10%程度となり、日射量が比較的高かった午前中にわずかに上

昇する傾向を示した。特に、三瓶温泉は、源泉の鉄濃度が 10 ppm と高く、下流域でも

比較的高い値が維持されることから、観測場所として適していると考えられる。 

Ionization states of iron during Fenton reaction from the laboratory and field experiments. 

*M. Hori, S. Sakai, K. Kubo, T. Fukui (Osaka Kyoiku Univ.)
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微量元素濃度と鉄安定同位体 isoscapeを用いた沿岸性・

外洋性海棲哺乳類の生態解析 

○長谷川菜々子 1、板井啓明 1、高橋嘉夫 1、栗栖美菜子 1、名取幸

花 1、国末達也 2、田辺信介 2 

（1東大院理、2愛媛大 CMES） 

【はじめに】生体と環境中の安定同位体比の比較から、生物の行動履歴を解析するアプローチは isoscape法

と呼ばれる。研究の歴史が長い炭素・窒素の安定同位体比に加え、近年は重元素の同位体比を用いた研究も

進展している。本研究では、愛媛大 es-Bank に保管された沿岸性・外洋性鯨類試料を用いて、微量元素分

布パターンと鉄安定同位体比から、これら指標の環境-生物間の対応関係を精査し、トレーサーとしての

有効性を評価することを目的とした。 

【手法】愛媛大学 es-Bank に保管されているスジイルカ（Stenella coeruleoalba, SD, 1977-2004, n=34）、カ

ズハゴンドウ（Peponocephala electra, MW, 1982-2011, n=23）、ネズミイルカ（Phocoena phocoena, HP, 1985-

2010, n=30）の筋肉・肝臓・脳を分析に供試した。試料は凍結乾燥・均質化された粉末を、マイクロ波試

料分解装置で酸分解し、微量元素分析に用いた。 試料に含まれる微量元素濃度は、ICP 質量分析計 (Agilent 

7700, Agilent Technology, Japan) を用いて分析した。鉄安定同位体比は、陰イオン交換樹脂 (AG-MP1, Bio-

Rad) を用い、塩酸濃度を適宜変化させてマトリックスイオンを分離した後、外部標準として銅を一定量

添加し、マルチコレクタ型 ICP 質量分析計 (MC-ICP-MS, Neptune plus, Thermo Fisher Scientific, Germany) 

により分析した。安定同位体比標準試料には IRMM-014 (Institute for Reference Materials and Measurements)

を用い、分析は middle resolution slit を用いて分解能 (m/Δm) >6800 に維持し、ArO+の影響が無視できるよ

う適切なチューニングを行い実施した。同位体比分析の確度・精度を評価するため、地質調査書標準試料 

(JB-2) を分析し、認証値+ 0.056 ± 0.033‰に対し、+0.039 ± 0.071 ‰が得られた (n=2)。 

【結果と考察】 筋肉中微量元素の結果を全て用いて、主成分解析を実施したところ、PC1が 25.4%, PC2が

20.1%の平面上で、HPは明確に異なるグループに分類された。HPは Cu, Zn, Mn濃度が高く、Fe, Mg, Cd濃

度が低い特性を有していたが、生態的にはネズミイルカは沿岸性であり、他の二種と異なる傾向を示すこと

は予想と調和的であった。一方、組織中の鉄濃度は、HPに比べて SDとMWで有意に高く、外洋性鯨類の

高い酸素要求量を反映している可能性が示唆された。 

δ56Feは SDで−2.35〜−1.75‰、MWで−2.33〜−2.06‰の範囲で変動した。これまでに、北西太平洋 (カ

ムチャツカ南方沖) の海水中 δ56Feの値は、混合層で−0.71‰、中深層で−1.36‰であり (Kurisu, PhD thesis, 

2020)、今回測定された鯨類中の値よりも高値であった。鯨類が取り込む鉄は主に接餌起源であり、溶存態

からプランクトン吸収態に変化する際の安定同位体分別を考慮する必要がある。この際のオフセット値 [Δ

56Fe (植物プランクトン−溶存態) ] は−0.25〜−0.13‰と報告されており(Radic et al., 2011)、本研究におけ

る海水-鯨類筋肉間の同位体比の差よりも小さな値である。高等生物の δ56Fe については、ヒトや陸棲哺乳

類で先行研究があり、ヒト筋肉では−3.4〜−2.1‰程度の低い値が報告されている。これは、腸管吸収におけ

る速度論的同位体分別を反映したものと考えられ、本研究の値についても、海水-プランクトン間の分別よ

りも、鯨類体内での代謝が強く寄与していると推察される。SD の三個体のうち、δ56Fe が顕著な高値 (−

1.75‰) を示したのは年齢 5歳半の個体であった。鯨類の回遊や接餌嗜好は年齢に依存するため、生態学的

特性を反映した可能性がある。今後多くの検体を計測するとともに、肝臓と筋肉の同位体比の比較をするこ

とで、鉄安定同位体 isoscapeの有効性について定量的な議論が可能になると期待される。 

Ecological analysis of coastal/migratory marine mammals using trace elements concentrations and iron stable isotope 

*N. Hasegawa1, T. Itai1, Y. Takahashi1, M. Kurisu1, S. Natori1, T. Kunisue2, S. Tanabe2 (1The University of Tokyo.,

2Ehime University.,CEMS) 
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放射光マイクロビーム蛍光 X線分析によるナノプランク

トンの個体別微量金属元素分析法の開発と応用   

○田村一紗 1、板井啓明 1、砂村倫成 1、高橋嘉夫 1

（1東大院理） 

【背景】ナノプランクトンは水圏の一次生産者として大きな割合を占め、環境から生態系への生物活性

微量金属の移行に影響を及ぼす。生物の元素組成は種によって異なり、環境中の生物種組成は時空間的

に変動する。ゆえに、水-生物間の微量元素分配を定量的に理解するには、種ごとの微量金属元素保持量

の知見が必要となる。天然試料の生物種別微量金属の定量は、個体の分離作業が煩雑であることに加え、

極微量分析（＜10⁻¹⁵ mol/個体）となるため困難である。放射光 X 線マイクロビーム蛍光分析 (µ-XRF) で

は、非破壊で amol オーダーの微量金属検出が原理的に可能である。本研究では、国内の主要放射光施設

のビームラインを用いた µ-XRF 分析を試行し、（1）ファンダメンタルパラメータ法 (FP 法) による絶対

定量 (非検量線) の評価、（2）水中-ナノプランクトン間の微量金属比の比較解析を実施した。 

【試料準備と手法】μ-XRF 分析は、フォトンファクトリーの BL-4A (ビーム径：5×5 µm) と SPring8 の

BL37XU (ビーム径：1×1 µm) で実施した。FP 法による絶対定量の評価は、3 種類の微量元素測定用生物

認証物質を用いて実施した。様々な条件におけるXRFを測定した後、スペクトル解析プログラム”PyMCA” 

(Sole et al., 2007) を用いてバックグラウンド処理、ピーク分離、装置の幾何学配置と光子減衰パラメータ

の最適化を実施し、試料中濃度を算出した。分析対象の天然試料は、2020 年 6 月に霞ヶ浦、手賀沼、牛

久沼の表層水を採取した。Si3N4膜上にナノプランクトンを濃縮した試水を少量滴下し、風乾させ、卓上

走査型電子顕微鏡 (TM4000, Hitachi) と超深度カラー3D 形状測定顕微鏡 (VK-9510, Keyence) で観察した。

観察画像をもとに、ターゲットとする細胞の元素イメージングを µ-XRF により取得した。代表的なスポ

ットでは、積算時間 50 ⁻ 120 s で定量用の XRF スペクトルを取得した。各湖沼の溶存、懸濁態の金属濃度

は、採水時に (1) 0.45 µm polycarbonate ろ紙でろ過した処理群、(2) ろ過をしない処理群、を各々酸を添

加 (pH < 2) して採取し、ICP-MS（Agilent 7700, Agilent Technology) で測定した。 

【結果・考察】錠剤に整形した認証物質から得られたスペクトルを解析した結果、軽元素や試料中の不

均一性の高い元素は、推定値と認証値に差が認められた。一方、遷移金属を中心に原子番号の大きい元

素では両者の関係は線形であり、プランクトン中微量金属の絶対定量が可能と判断した。天然試料につ

いて、全湖沼で高密度（>103/ml）に観察された珪藻類は、Cyclotella 属、Fragilaria 属、Aulacoseira 属

で、大きさは 10～50 µm であった。顕微鏡観察により、珪藻と周辺の有機無機複合体の位置関係を確認

し、元素イメージングとの照合により、分析対象細胞を特定した。珪藻の XRF スペクトルでは、Ca, Mn, 

Fe, Zn がバックグラウンドに対して有意に高いシグナルを示し、定量限界は各元素について 1-10 ppm 程

度と見積もられた。溶存金属濃度を湖沼間で比較すると、Mn、Fe、Znは変動が大きかった。各湖沼の珪

藻中元素濃度を比較すると、Ca は牛久沼で他 2 湖と比較し低値であった。これは、牛久沼の pH が低い

ため、炭酸カルシウム結晶の取り込み量が低いことを反映したと考えられる。珪藻中の Mn と Fe は、そ

れぞれ 60, 400 ppm 程度で、湖沼間での差は小さかったが、それらの溶存濃度は、各湖沼の酸化還元状態

と pH を反映し、手賀沼 (pH 7.9), 牛久沼 (pH 7.3), 霞ヶ浦 (pH 8.8) の順に高値であった。すなわち、Fe、

Mn は生物の恒常性が強くはたらき、環境中の溶存態レベルに支配されないことが示唆された。本研究よ

り、ナノプランクトンの個体別微量元素分析が可能になり、この手法を用いることで、天然環境におけ

る各種元素の生物濃縮係数の決定など、水-プランクトン間の元素分配の理解の発展に有用と考えられる。 

Development of synchrotron radiation X-ray microbeam fluorescence analysis method of trace elements 

quantification in individual nanoplankton cells. 

*K. Tamura1, T. Itai1, M. Sunamura1, Y. Takahashi1 (1EPS, The Univ. Tokyo)
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ツバルのサンゴ年輪黒色バンドに記録された人為汚染

による季節性強還元	 (Anoxic)	 環境形成史	 

○中村修子 1, 2, 3、茅根創 1、高橋嘉夫 1、砂村倫成 1、細井豪 1, 4、

山野博哉 5

（1 東大 地球惑星科学、2慶應大理工、3笹川平和財団海洋政策研、
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	 南太平洋ツバル環礁は, 地球温暖化や海面上昇の危機に瀕する島嶼国である. 一方人口増加

による未処理生活排水・廃棄物の増加も, 島の生態系と国土の維持を損ねている.サンゴ礁への

人為影響のタイミングとプロセス解明のため, 2009年 3月に人口 5000人のツバルの首都フォン

ガファレ島のラグーンで, ハマサンゴ骨格年輪試料を掘削した. 採取されたサンゴ年輪 (fg01; 

全長 78cm) は不連続で, 成長停止の間隙部に続き明瞭な黒色バンドが認められた. 年輪内の重

金属類, 有機物および微生物 DNA の抽出・解析の結果から推測される, フォンガファレ島ラグ

ーンにおける季節性強還元環境形成史を報告する.  
Δ14C年代測定で決定した年輪年代は, 1940年代に始まり 1972±0.7年から 1991年に一度死ん

だ痕跡が見られ, その後再び成長して 2009 年まで黒色物が頻繁に混入するようになった. 黒色

バンド (Concentrated black bands; CBB) の季節タイミングは, 炭酸塩骨格の月単位 δ18Oを基と

した季節 age modelにより 11-3月(西風の卓越する雨季)と判明した.  

CBB 部位の炭酸塩骨格は黒ずんで内部から染色され, 白色から青灰色- 黒色- 茶褐色と色の

グラデーションが観察された. ICP-MSによる重金属元素分析から, CBB中に鉄や亜鉛などを検

出した(特に鉄は CBB部位平均 127.1 mg/Lの高濃度). この結果から鉄の酸化還元状態と CBBの

色グラデーションとの関係性を疑い, これを検証するために色別微小領域（白色, 黒色, 茶褐色

の 3スポット）にて Fe-XANESスペクトルによる分析を行った. その結果, 黒色部では白色部と

パイライト (Fe(II)), 茶褐色部は白色部とフェリヒドライト(Fe(III)) との合成で説明されるスペ

クトルが得られ, 硫化鉄の存在は強還元 (Anoxic) 環境を示唆した.  

一方 UV照射で CBBには有機物混入が暗示された. CBBの δ13Corg値はコア下部や共生藻より

5‰重い. さらに検鏡からCBBに特異的に微生物様の混入が認められ, 試験的に深度別のCBB 4

試料で SSU rRNA遺伝子解析を実施し, コンタミネーション様 DNA配列を除去して群集解析を

行ったところ, 深層部 CBBから硫酸還元菌を含む嫌気性細菌の遺伝子断片が検出された.  

西風の雨季(11-3月) に混入する黒色バンドは, ツバルの人口増加する 1991年以降, 未処理の

排水や廃棄物からラグーンが富栄養化し, 付着藻類の季節繁茂(9-10 月)やヘドロがサンゴ表面

上でバクテリアの硫酸還元を招き, 石灰化の細胞母液中で硫化鉄を沈着させること, これが乾

季（4-10月）に東風で一度リセットされることにより, 縞状に形成されたと考えられる. 
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