
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

８２６２６

基盤研究(C)（一般）

2016～2014

水試料の放射性炭素濃度の相互比較と前処理手法の検討：RICE-Wプロジェクト

Radiocarbon Intercomparison on Chemical Experiments, Water series (RICE-W)

７０３５７３６７研究者番号：

高橋　浩（Takahashi, Hiroshi）

国立研究開発法人産業技術総合研究所・活断層・火山研究部門・主任研究員

研究期間：

２６３４００１７

平成 年 月 日現在２９   ６   ５

円     3,900,000

研究成果の概要（和文）：水試料の放射性炭素濃度測定の分析機関相互の比較検証（RICE-W）を実施した結果を
報告する．事前の検証のうち，相互比較の品質保証に重要な保管容器についての結果と微生物活動の影響による
14C濃度変化についての報告とプロジェクトにおける対応を示した．実施した相互比較では，一部，現代炭素の
混入が示される結果があったが，おおよそ良い一致を示している．また，相互比較を実施する上での品質は担保
されていると考えている．

研究成果の概要（英文）：We initiated the Radiocarbon Intercomparison on Chemical Experiments, Water 
series (RICE-W) program to examine sample preparations for water 14C analysis. First, we used 
RICE-W01-W08 samples to examine the air-shielding of water storage bottles and the effectiveness of 
toxic substance for biological activity. The secular 14C change showed that PAN or glass bottles are
 appropriate for storage, PP bottles are inappropriate, and a toxic substance is necessary. 
Sterilized samples are unsuitable for RICE-W program because they require special procedures for 
transport and disposal. We prepared new water standards, RICE-W09-W14, using chemical reagents with 
no toxic substances. The chemical compositions of the standards were arranged with wide-ranging 14C 
similar to those of natural water. While almost all of the laboratories had nearly identical 14C 
concentrations, the 14C results prepared by the precipitation method sometimes represented slightly 
high values.

研究分野： 同位体地球化学
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１．研究開始当初の背景 
	 放射性炭素（14C）は，年代測定のみではな
く、炭素の動態解析に有用な指標であり、大
気や陸水・海水等の環境試料の分析が行われ
ている。14C 分析値のコンセンサスを得るた
めの国際的な相互比較のプログラムは、これ
まで固体試料を対象とした年代測定に主眼
がおかれて実施されており、環境試料につい
ての比較が不十分である。分析の前処理とし
て、やや複雑な化学処理を行う水試料は、試
料の化学組成や炭素濃度に大きなバリエー
ションがあるために、世界的に統一された手
法が決められていないにも関わらず、国際的
な相互比較が実施されていない。そこで、水
試料の 14Cの分析値に違いがないことを確認
するために、複数の研究機関、分析機関によ
る相互比較が必要である。 
 
２．研究の目的 
	 水試料の溶存無機炭素（DIC）の 14C 分析
について、複数の研究機関、分析機関による
相互比較を実施して、その分析値に違いがあ
るのか、あるとしたら、その原因は何かを探
ることが本研究の目的である。そのために、
以下について明らかとしていく。 
(1) 相互比較に求められる要件に関する基礎
検証を実施する。具体的には、試料保管容器
の材質、天然試料を用いた場合の殺菌の必要
性である。 
(2) 要件を満たした相互比較試料を作成する。 
(3) 水試料の 14C 分析の相互比較を実施する
とともに、前処理手法の特徴を抽出する。 
 
３．研究の方法 
(1)—① 試料保管容器の材質を検証するため
に、生物活動による 14C濃度の変化が想定さ
れない NaHCO3 溶液（RICE-W07〜W08）
により検討する。保管容器として、ガラス瓶
（共通摺合栓・120mL）・ポリプロピレン
（PP）容器（250mL）・アクリルニトリル樹
脂（PAN）容器（250mL）の３つを検討する。 
(1)—② 天然の水試料の 14C濃度が、生物活動
によってどの程度変化するのかを把握し、天
然試料を相互比較試料とできるかについて、
RICE-W01〜W06（表層海水×１・温泉水×
３・地下水×２）により検証する。 
(1)—③ 毒物（HgCl2溶液）を添加しない場合
に、14C 濃度が大きく変化するならば、それ
を防止するための処理として、試料ろ過の検
討を実施する。 
(2) 天然試料の化学組成を再現しつつ、幅広
い 14C濃度を実現するために、使用する試薬
等や作成手順を検討した上で、試薬を調製し
て相互比較試料を作成する。 
(3) それぞれの機関における結果を解析し、
水試料の前処理手法に特有な問題があるの
かを明らかとする。 
	 
４．研究成果	 
(1)—① 3種類の材質の容器で 14C濃度の長期

変化を比較すると、PP 樹脂製の容器で変化
が大きかった（図１）。ガラスと PAN樹脂製
の容器では、期間のごく初期に 14C濃度の増
加が見られるが、その後はどちらも大きな変
化はみられない。この 14C濃度の違いは容器
材質のガス透過率の違いによると思われる。 
	 ガラスと PAN 樹脂の容器のガスバリア性
能が相互比較の実施に影響しないぐらい高
い。両者を比較すると、PAN製容器の方が破
損の恐れが少なく，グリスを用いなくても良
いといった取扱の利便性があることから、
RICE-W プログラムでは、PAN 樹脂製容器
による試料配付を行うこととした。 

図１保存容器の材質による NaHCO3溶液
（RICE-W07：DIC=24mg/L）の 14C濃度
（pMC：現代炭素の割合％）の変化の違い 

 
(1)—② RICE-W01〜W06 に対して、毒物の
添加の有無と 14C濃度の長期変化を比較した。
その結果、3つの試料で未添加でも大きな 14C
濃度の変化が見られず、残りの 3つの試料で
は、未添加の試料で、5日後には 5 pMC以上、
100日後には 10 pMC以上の変化が見られた。
これほど大きな変化が起きると、相互比較を
実施する上で問題となる。 
	 この変化の原因として、14C 濃度と炭素安
定同位体比（δ13C）の関係から、生物活動に
よって、現代炭素からなる有機物が分解され
た DIC が水試料に付加されたことが示され
た。この生物活動の影響による 14C濃度の変
化の程度は、試料によってかなり異なってい
るが、天然試料をベースとした試料を相互比
較に用いるのであれば、生物活動の影響につ
いて何らかの対策を講じる必要がある。その
ために、毒物添加を行った場合には、民間会
社へ輸送委託や、廃液処理といった問題が発
生することから、RICE-Wプログラムでは採
用することが難しい。 
 
(1)—③ 前項で示すように、毒物を添加しない
天然試料では、水中の微生物の代謝活動によ
って、時間経過とともに 14C濃度が変化して
しまう。毒物の添加以外には、孔径 0.2µmの
フィルターでろ過を実施することで、その影



響を除去できると考えられる。しかし、細か
な孔径のフィルターでは、目が詰まってしま
い大量の試料を準備できないことから、孔径
を粗くした場合について検討した。 
	 酢酸セルロース（CA）、ナイロン（NY）、
ポリフッ化ビニリデン（PVDF）、ガラス繊維
（GF）、ポリエーテルサルフォン（PES）、
四フッ化エチレン（PTFE）の各材質のフィ
ルターを用いて、ろ過による微生物量と δ13C
の変化を分析した。フィルター材質によって、
δ13Cの変化と孔径との関係が異なり、NYの
0.8µm よりも、GFの 1µm の方が δ13Cの変
化が小さくなった。同じ 0.45µmの孔径のフ
ィルターを比較すると、CA・PVDF・PES
の３種類のフィルターでは、微生物量が減少
せず、逆に増加してしまう結果となり、δ13C
の変化も大きかった。NY・PTFE について
は、微生物量が激減し、δ13Cの変化が小さか
った。しかし、1µmの GF以外では、ろ過の
抵抗が大きく、天然試料を大量にろ過するの
は難しい。抵抗の小さい1µmのGFでは、δ13C
の変化は小さくなるものの、変化しないよう
にはならず、ろ過による生物活動の抑制を相
互比較試料に適用するのは難しい。 
 
(2) (1)—①で示したように、NaHCO3溶液が長
期にわたって 14C濃度を保っていたことから、
試薬からの試料調製により、生物活動の影響
がない相互比較試料を作成した。まず、天然
試料を模した化学組成を再現し、14C 濃度範
囲が広くなるための使用試薬や炭素ソース
を検討した。化学組成は微量成分まで再現す
ることは止め、主成分のみの再現に留めた。
試薬やCO2ボンベから 14Cを含まない炭素を
供給し、貝殻粉末を反応させて得た CO2から、
現代炭素を供給した。CO2 は NaOH や
Ca(OH)2溶液に吸収させ、混合することとし
た。作成した相互比較試料（RICE-W09〜
W14）の化学組成は、天然試料をおおよそ再
現できたことを確認した。 
	 RICE-W13・W14には、試薬から添加して
いない硝酸イオンが検出された。おそらく、
試料作成時の汚染が原因であると考えられ
るが、この汚染によって微生物活動が誘発さ
れ、相互比較試料の 14C濃度が変化してしま
うと、相互比較の品質保証に問題が生じるた
め、一つの機関において、４ヶ月程度の間隔
で 14C分析を実施した。W13とW14を含む
６つの相互比較試料はどれも、時間が経過と
ともに 14C濃度が変化しないと判断される結
果であり、今回準備をした相互比較試料に足
して、生物活動による 14C濃度変化が生じな
いことが示された。 
 
(3) 水試料の 14C 分析を実施できる機関（国
内：８，海外：１）に配布して、水試料の放
射性炭素分析に関する相互比較を実施した。
そのうち 2機関では、前処理と加速器による
測定を別の機関で実施した。また、２機関か
らは分析値の報告がなかった。 

	 実施した相互比較はおおよそ良い一致を
示し（図２）、水試料の 14C分析値の機関によ
る違いは許容できる範囲に収まっていると 

図２	 RICE-W09〜W14を用いた水試料の
14C分析の相互比較結果。A〜Fは異なる機関
を示す。14C濃度（pMC）は 1950年におけ
る濃度に換算してある。誤差は加速器質量分
析計の 14Cの計測数に応じた統計誤差である。

mg/Lは DIC濃度を示す。 



考えられる。しかし、一部には誤差範囲を超
えて 14C濃度が異なる結果があった。同時に
処理を行って得たCO2の δ13Cを分析すると、
14C 濃度が異なる値を示した試料でも、おお
よそ一致した値をしめしている（図２・図３）。
このことから、試料ボトルの不均一性ではな
く、試料処理過程に原因があって、ばらつき
が生じていると思われる。14C 濃度の分析値
がばらつく傾向にあるのは、14C 濃度が高い
試料や DIC濃度が低い試料であった。14C濃
度が高い試料では、加速器のコンディション
のゆらぎの影響を受けやすいことが原因と
なっているかも知れない。また、DIC濃度が
低い試料では、分析に必要な炭素量を確保す
るために、より多くの量の試料を処理する必
要があるため、使用する薬品やガス等が多く
なることや，時間がかかるようになることが
考えられ、それらがばらつきの原因となって
いる可能性がある。 
	 各機関で処理を行って得た CO2の δ13C を
分析すると、数‰以上異なる値を示すものが
あった（図３）。図２に示した 14C濃度は、δ13C
を規格化して計算されており、処理中に同位
体分別が起きていても補正されるため（pMC
の定義がそうであるため）、試料処理によっ
て生じた δ13Cのばらつきが、14C分析に影響
するのかがわからない。そこで、δ13Cの規格
化を行わずに 14C濃度を計算してみると、絶
対値は変化するものの、値のばらつき具合は
大きく変化しなかった。しがたって、図３に
示した程度の δ13C のばらつきがあっても、
14C 濃度分析にはほとんど影響しないレベル
であると言える。 
	 処理手法によって、14C 濃度が系統的に異
なる結果を示すことは無かったが、沈殿法に
よる処理の一部には、大きく異なる結果を示
したものがあった（図２）。W13の Eについ
て、試料量からの推定炭素量より、処理後の
回収量の方が増加していた。通常であれば、
14C 濃度分析を実施せずに、再処理を行うべ
きであるが、相互比較のために敢えて分析を
実施したところ、試料量の変化から見積もら
れる炭素混入率と 14C分析から推定される現
代炭素の混入率は、ほぼ一致する結果となり、
実験操作中に外来の炭素成分の混入があっ
たことが示された。δ13Cの変化から推定する
と、大気 CO2の混入が推定される結果となっ
た。この試料は、海水を模した化学組成にな
っているが、海水試料に対して沈殿法を適用
すると、炭素回収率が低くなることがわかっ
ており、その影響を受けたと考えられる。人
工海水を用いて沈殿を生成させ、回収した沈
殿の化学組成の分析を実施すると、硫酸塩が
大量に析出していることがわかった。一定以
上の硫酸イオンが存在すると、炭酸塩の沈殿
回収が阻害されることが示された。他の試料
との比較により、カルシウムとマグネシウム
濃度の合計が高くなるほど、炭素回収率が下
がることがわかった。同じ W13 を沈殿法に
よる処理で分析した結果には、他の手法と同 

図３	 RICE-W09〜W14を用いた水試料の
δ13C分析の相互比較結果。A〜Fは異なる機
関を示す。mg/Lは DIC濃度を示す。 



じ結果を得ているものもあることから、沈殿
法による炭素回収は、実験環境や実験操作の
熟練度等の要因で、再現性に疑問が生じる可
能性が高い傾向があると思われる。 
	 その他、手法の特徴を整理すると以下のよ
うなことが言える。DIC濃度が低く、試料量
が多い場合には、バブリング法での処理が簡
便と思われる。ヘッドスペース法では、炭素
回収に時間がかかるし、沈殿法では外来炭素
の混入の危険度が大きくなる。一方、DIC濃
度が高い場合には、使用する試料量を調節し
やすい沈殿法やヘッドスペース法が適して
いる。バブリング法では、炭素を含まない水
で希釈したり、発生した CO2の一部のみを分
取したりする必要があり、不確実さの原因と
なっている。 
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