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研究成果の概要（和文）：島弧・陸弧火山岩のBa安定同位体が、沈み込んだ堆積物の特定、およびBa分離形態の
特定に、有効なトレーサーかどうか検証を目的として、１．表面電離型質量分析計を用いた、ダブルスパイク・
トータルエバポレーション法による高精度Ba安定同位体分析法、および効率的かつ正確な検出器相対感度係数決
定法を開発した。２．強塩酸浸出処理を利用した、変質や汚染の効果的な除去法を開発した。３．中央アメリカ
陸弧火山岩および沿岸海底堆積物のBa安定同位体比の比較により、Ba安定同位体が火山岩と堆積物間におけるト
レーサーとして使用できる可能性を明らにした。

研究成果の概要（英文）：The suitability of stable Ba isotopes as tracers for investigating the 
origin of subducted sediment, as well as the process of Ba separation from subducted sediment were 
herein studied. A highly precise Ba stable isotope analysis procedure was developed using the 
double-spike total evaporation method and thermal ionization mass spectrometry. A new method for 
determining the relative Faraday cup efficiency was also developed. Examination of the sample 
preparation method revealed that chemical leaching using concentrated hydrochloric acid could 
effectively eliminate alteration and contamination from whole rock samples. Preliminary results of 
the stable Ba isotope ratios of volcanic rock and marine sediment samples from Central America 
indicate that stable Ba isotope ratios can potentially be used as tracers between volcanic rock and 
sediments in subduction zones.

研究分野： 地球化学
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１．研究開始当初の背景 
海洋堆積物（主に炭酸塩岩）の安定同位体

の特徴は、海洋環境を反映するものと期待さ
れ、特に Ba 安定同位体は、全地球表層にお
ける Ba サイクルを解明するツールとして提
唱され始めた（von Allmen et al., 2010 な
ど)。また、島弧・陸弧火山では、沈み込ん
だ堆積物がその成因に大きな影響を与えて
おり、微量元素組成や Sr, Nd, Pb, Hf 放射
起源同位体の特徴などから、火山岩生成に関
与した堆積物量や堆積物からの物質移動形
態（メルトまたはフルイド）が明らかにされ
た（Hanyu et al., 2006, Tamura et al., 2014
など）。 
島弧・陸弧火山のマグマは、沈み込む海洋

プレート上方の、Ba 含有量の低いウェッジマ
ントルで形成されるため、島弧・陸弧火山を
形成したマグマに含まれる Ba の大部分は、
堆積物から由来したものと考えられ、島弧・
陸弧火山の Ba 安定同位体の特徴は、沈み込
んだ堆積物の Ba 安定同位体の特徴を反映し
ていると期待された。つまり、Ba 安定同位体
は、地球表層から内部までを包括したトレー
サーとして有用である可能性が期待された。 
上記検証を行うため、マルチコレクター型

ICP 質量分析計（MC-ICP-MS）による火成岩の
高精度 Ba 安定同位体分析法が開発され、代
表的な島弧火山の岩石である、岩石標準試料
JB-2（伊豆大島玄武岩）および JA-2（瀬戸内
高 Mg かんらん石安山岩）の Ba 安定同位体分
析がされた。その結果は、JB-2 が JA-2 に比
較して、δ137/134Ba 値で 0.07‰程高い値を持
つことを示した（Miyazaki et al., 2014）。
しかし、JB-2 と JA-2 の示すδ137/134Ba 値の差
が、沈み込んだ堆積物のδ137/134Ba 値の差を
反映しているかどうかは明らかではない。な
ぜなら、島弧マグマ形成過程で、Ba 安定同位
体が同位体分別を起こしている可能性も否
定できないためである。 
von Allmen et al. (2010)は、実験溶液か

ら沈殿した炭酸バリウムや硫酸バリウムは、
実験溶液よりもδ137/134Ba 値で 0.3‰程低い
安定同位体組成を持つことを明らかにして
いた。この事実から、逆に、沈殿した炭酸バ
リウムや硫酸バリウムから溶液が抜けて分
離する場合、抜けた溶液のδ137/134Ba 値は、
炭酸バリウムや硫酸バリウムよりも高くな
ることが期待された。JB-2 の伊豆大島玄武岩
の起源は、堆積物由来フルイドの影響を受け
ており（Kimura et al.,2010）、一方、JA-2
の瀬戸内高 Mg かんらん石安山岩の起源は、
堆積物由来メルトの影響を受けている
（Tatsumi and Hanyu., 2003）。仮に、堆積
物由来のフルイドが、実験から期待されるよ
うに、高いδ137/134Ba 値へ同位体分別したの
であれば、JB-2とJA-2のδ137/134Ba値の差は、
Ba が堆積物から分離するときの形態の違い
（フルイドまたはメルト）を反映している可
能性も考えられた。したがって、JB-2 と JA-2
で見いだされたδ137/134Ba 値の違いは、①．

沈み込んだ堆積物の Ba 安定同位体比の違い
を反映しているのか、②．Ba が堆積物から分
離するときの形態の違い（メルトまたはフル
イド）を反映しているのか、あるいは③．①
と②の両方の影響を受けているのか、定かで
はなく、詳細な検証が必要であった。そこで、
様々な地域から得た堆積物の Ba 安定同位体
比、および、様々な地域から得た島弧・陸弧
火山岩の Ba 安定同位体比を分析して比較す
ることで、上記可能性について定量的に解明
することが可能ではないかと考えた。 
 

２．研究の目的 
 本研究では、島弧・陸弧火山岩の Ba 安定
同位体が、沈み込んだ堆積物の特定、および、
堆積物からの Ba 分離形態（フルイド・メル
ト）の特定を行うために有効なトレーサーか
どうか検証を行った。まず海洋堆積物の Ba
安定同位体比を明らかにした。その上で、①
「堆積物の Ba 安定同位体比が、そのまま島
弧・陸弧火山岩の Ba 安定同位体比に反映さ
れるのか」、②「堆積物からの Ba が分離する
過程で、同位体分別の影響があるのか」、火
山岩類と沈み込む堆積物の Ba 安定同位体比
を比較することにより明らかにした。この結
果を用い、Ba安定同位体が沈み込む堆積物の
有効なトレーサーかどうか検証を行った。 
 
３．研究の方法 
Miyazaki et al. (2014)は、マルチコレク

ター型 ICP 質量分析計（MC-ICP-MS）を用い
た Ba 安定同位体分析法を開発し、分析精度
をδ137/134Ba 値において±0.03‰まで向上さ
せた。しかしながら、JB-2と JA-2のδ137/134Ba
値の差は 0.07‰と僅かであるため、有意な差
がぎりぎり検出されている状況である。そこ
で本研究では、（１）さらなる分析精度向上
が期待できる表面電離型質量分析計（TIMS）
を用いた高精度 Ba 安定同位体比分析法の開
発を行った。加えて、（２）沈み込み帯での
地殻混成や、変質、前処理時の汚染による Ba
安定同位体比への影響を検討し、変質や汚染
の効果的な除去法の開発を行った。上記分析
法の開発と並行して、（３）中央アメリカ陸
弧火山岩（フロント側 7火山、背弧側 2火山）
および沈み込むCocosプレート上の海底堆積
物（DSDP495）の Ba 安定同位体比を用いて検
討を行った。 
 
４．研究成果 
 
（１） TIMS を用いた高精度 Ba 安定同位体

比分析法の開発 
TIMSによるBa安定同位体比分析において、

フィラメント上での試料の蒸発・イオン化で
は、通常、試料の Ba 安定同位体比は、理論
的同位体分別則に従い変化することが前提
である。しかし、研究過程において、この法
則に従わない同位体分別が存在し、精度向上
の阻害になることが明らかとなった。従来の



イオン強度を一定にして各同位体イオンの
検出を行う方法では、理論的法則に従わない
同位体分別の補正は不可能である。そこで、
本研究では、新たに、ダブルスパイク・トー
タルエバポレーション(DS-TEV)法を用いた
Ba 安定同位体比分析法を開発した。 

TEV 法とは、フィラメント上の試料が蒸発
を始め、完全に蒸発が終了するまでの間、各
同位体のイオン強度を積算し、その積算値か
ら同位体比を求める方法である。理論的には
この方法により、蒸発に伴う同位体分別を補
正することが可能である。しかしながら、実
際の測定において、TEV 法のみでは、同位体
分別の影響を完全に補正することはできな
い。そこで本研究では、さらに DS 法を取り
入れることで、補正精度の向上に成功した
（図１）。DS-TEV 法の採用により、従来法に
比較し、約 2 倍の Ba 安定同位体比分析精度
を達成した。本方法については、Miyazaki et 
al. (2018) (JAMTEC Report of Research and 
Development) にて発表した。 
 

 
図１ TEV 法および DS-TEV 法で補正した標準

試料NIST SRM 3104aのBa安定同位体比。
TEV 法に比較して、DS-TEV 法の同位体比
は、ばらつきが少なく真の値に近い。a. 
135Ba/130Ba-134Ba/130Ba プ ロ ッ ト 、 b. 
135Ba/130Ba-137Ba/130Ba プロット。（図は主
な発表論文①より引用） 

 

 また、検出器の劣化や各検出器間の性能差
異に起因する、分析精度悪化を補償するため
に、効率的な検出器相対感度係数（RFCE）の
決定方法を開発し、各検出器の RFCE を決定
した（図２）。本方法について、Miyazaki et 
al. (2016) (Geochemical Journal)にて発表
した。 
 

 
図２ 検出器交換修理前後の RFCE。横軸は各

検出器位置を表す。（図は主な発表論文
③より引用） 

 
（２）試料前処理における、変質や汚染の効

果的除去法の開発 
火山岩形成時の地殻混成や、変質、前処理

時の汚染による Ba 安定同位体比への影響を
検討するために、化学的挙動が Ba に似てお
り、同位体データが豊富な Pb を用いて検証
を行った。その結果、強塩酸浸出処理により、
全岩試料から、変質や汚染を効果的に除去で
きることが明らかとなった。一方、地殻混成
や、マグマ混合の影響の評価には、単斜輝石
など耐変質初期晶出鉱物との比較が必要で
あり、今後の課題が明らかとなった。この検
証内容は、Miyazaki et al. (2018)(Chemical 
Geology)の内容の一部として発表した。 
 
（３）中央アメリカ陸弧火山岩および沿岸海

底堆積物の Ba 安定同位体比の検討 
中央アメリカ陸弧火山岩（フロント側 7火

山、背弧側 2火山）および沈み込む Cocos プ
レート上の海底堆積物（DSDP495）について
Ba 安定同位体比の予備的分析結果を用いて
検討を行った。陸弧火山岩と海底堆積物のδ
137/134Ba 平均値には明瞭な差は無いが、フロ
ント側火山が示すδ137/134Ba 変動値が、背弧
側火山および海底堆積物のδ137/134Ba 変動値
よりも約 2 倍大きいことが明らかとなった。
この結果は、陸弧火山岩の Ba 起源は海底堆
積物に由来するが、フロント側においてスラ
ブ脱水過程における分別作用を受けている
ことを示唆している可能性がある。更なる詳
細な分析が進行中であるが、Ba 安定同位体比
が火山岩と堆積物間におけるトレーサーと
して使用できる可能性が明らかとなった。 
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