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研究成果の概要（和文）：　岩石・鉱物や流体中のホウ素同位体比の高精度分析のため、ホウ素を簡便・効率的
に分離する技術開発を行った。密閉容器を用いたマイクロ昇華法、特殊樹脂を用いたミニカラム法を開発した。
さらにレーザーとICP質量分析計からなる分析システムで、固体試料のホウ素同位体比を分離なしで直接分析す
る技術開発も行った。標準物質を用いて分析精度を評価し、方法の正確性を確認した。応用研究では、1）サン
ゴ骨格のホウ素同位体比の変動から海洋酸性化を示す証拠を得た。2）海底熱水鉱床域の堆積物中の間隙水のホ
ウ素同位体比から、熱水の循環様式を明らかにした。3）トルマリンのレーザー分析により生成時の流体の起源
を解析できた。

研究成果の概要（英文）：Effective boron separation methods (micro-sublimation and mini-column 
methods) from geological materials are developed. In addition, laser ablation-multiple-collector ICP
 mass spectrometer (LA-MC-ICP-MS) method is developed for in situ analyses of boron isotope. 
Repeated analyses of geological standard reference materials yielded high precision and accurate 
results. Annual-scale boron isotopic analyses for coral skeleton from Guam Island provide an 
evidence for ocean acidification in tropic Pacific seawater. Boron isotopic profile analyses for 
interstitial water in sediments at active hydrothermal area in Okinawa Trough demonstrate that boron
 isotope is an effective tracer for investigation of sub-bottom circulation pattern of hydrothermal 
fluids. Boron isotopic analyses by LA-MC-ICP-MS on tourmalines from Yamaguchi Prefecture indicate 
that fluids related to the formation of tourmaline were strongly linked to host granitic magma.

研究分野： 岩石学、地球化学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）ホウ素同位体比の有用性と分析上の課
題 
 ホウ素（B）は、地殻物質のマントルへの
リサイクルや、マントル由来のマグマと地殻
物質との反応を探るための「地球化学的トレ
ーサー」として有効であることが知られてい
る。ホウ素には 10B と 11B の２つの同位体が
存在する。ホウ素の同位体分別は低温・低圧
の条件下で著しく，地表付近のリザーバーで
はおよそ 90‰におよぶ同位体比の変化が認
められている。地殻や海水などはホウ素に富
んでいるが、マントルにはほとんど含まれな
い（図 1 の DMM）。マントルの部分融解で
は、ホウ素はマグマ中に濃集しやすいインコ
ンパティブル元素としてふるまう。沈み込み
帯では、堆積物や変質した海洋地殻から構成
されるプレートが沈み込んでおり、沈み込み
に伴ってこれらの物質から放出された流体
にホウ素は溶け込みやすい性質がある。この
流体を主とする「スラブ成分」がマントルウ
ェッジに付加されるため、沈み込み帯（島弧）
マグマのホウ素同位体比にそれが反映され
る（図 1）。すなわち、沈み込み帯の火山岩
のホウ素同位体比から、マグマ生成に関与し
た沈み込み成分（堆積物や変質した海洋地殻
など）を定量的に評価できる可能性がある。 

 しかし火山岩のホウ素同位体比の分析は、
元素分離の前処理段階で汚染を受けやすく、
分離実験中にも同位体分別が生じやすいな
どの問題があり、困難を極める分析である。
そこで前処理のステップが少なく、汚染の影
響を最小にし、短時間で分離できる効率的な
方法の確立が課題となっている。 
（2）レーザーを用いた直接分析の有効性 
 マントル内の組成不均質性を解明するた
めには、できるだけ未分化な岩石を対象にす
る必要がある。しかし，沈み込み帯に限らず、

地球上の火山岩は結晶分化作用、マグマ混合、
地殻物質の混染などの地殻内でのプロセス
によって、マグマがマントル内で発生したと
きの化学組成を保持していないことが多い。
すなわち火山岩の全岩での同位体比や微量
元素濃度は、地殻浅所での様々なプロセスの
影響が加わったものであり、マグマ生成時の
マントルの情報を反映していない可能性が
ある。 
 そこで、マントルの情報を得るため、未分
化な玄武岩のカンラン石や単斜輝石などの
斑晶、およびそれらの斑晶に含まれているメ
ルト・インクルージョンに着目し、レーザー
アブレーション(LA)装置と多重検出器型 ICP
質量分析計(MC-ICP-MS)を組み合わせたシス
テム（LA-MC-ICP-MS）を用いて、固体試料
表面の微小領域の元素分析を行う研究が注
目されている。マグマ分化初期の情報をもつ
可能性が高い部分を直接分析できるメリッ
トがあり、ホウ素分離の前処理作業も必要な
いため、この分析法の開発が注目されている。 
 
２．研究の目的 
 上述の背景を踏まえて、本研究では以下の
項目を目的とした。 
（1）ホウ素同位体比の高精度分析のための
ホウ素分離技術の開発 
（2）LA-MC-ICP-MS 法を用いた、固体試料
のホウ素同位体比を分離なしで直接(in situ)
分析する方法の開発。この方法を沈み込み帯
の火山岩に適用し、マグマ生成に関わる「ス
ラブ成分」の寄与を定量的に見積もること。 
（3）開発した方法を、火山岩以外でホウ素
同位体が有効な研究テーマに応用してみる
こと。 
 
３．研究の方法 
（1）ホウ素が酸性の雰囲気で揮発しやすい
性質を利用した、密閉式の小型テフロン・バ
イアルを用いた「マイクロ昇華法」（Wang et 
al., 2010）、およびホウ素に対して特殊性を
有するイオン交換樹脂を詰めた「ミニカラム
法」を検討した。 
 使用装置：高精度で温度制御できる腐食防
止型ホットプレート、効果的に昇華させるた
めのヒートブロック、5mL Savillex 製蓋つき
円錐形テフロン・バイアル、ミニカラム、イ
オン交換樹脂アンバーライト IRA-473、送液
速度が調整可能な inert ポンプ、MC-ICP-MS
（サーモ製 Neptune plus） 
（2）使用したレーザーはフェムト秒レーザ
ー装置（ESI 製）。これを MC-ICP-MS と細い
チューブでつなぎ、アブレーションされた試
料のエアロゾルをヘリウム・ガスと一緒に
MC-ICP-MS の資料導入部（トーチ）へ導い
た。 

図 1 いくつかの島弧玄武岩と Mt. Shasta のメルトイ

ンクルージョン（●），および代表的な地球物質の B
濃度と B 同位体比。スラブ成分（堆積物，変質海洋

地殻 AOC）の沈み込みに伴う濃度と B 同位体比の変

化も示されている。Rose et al. (2001)より。 



データ処理はレーザー専用に開発された
Iolite プログラムをオフラインで使用した。 
（3）上記の分析法を応用したサンプルは、
古環境解析のためのサンゴ骨格、背弧海盆マ
グマ活動に関連した海底熱水鉱床の熱水と
堆積物中の間隙水、花崗岩マグマに伴って形
成されたトルマリンである。 
 
４．研究成果 
（1）ホウ素同位体比の高精度分析のための
ホウ素分離技術の開発 
① マイクロ昇華法（図 2） 
サンゴおよび海水の標準物質を用いて、マイ
クロ昇華法を検討し、再現性と正確度が高い
最適な分離条件の決定を行った。100度で 
12時間程度の加熱を行えば、100%に近い回収
率が得られ、測定した同位体比も推奨値に近
い値となることを確認した。本方法は炭酸塩 
サンプルと海水サンプルに適用するのに非
常に有効である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② ミニカラム法（図 3） 
 上記のマイクロ昇華法を火成岩からのホ
ウ素の分離に適応し、いろいろな条件を検討
したが、満足できる結果が得られなかった。 
 そこで、火成岩については従来のイオン交
換法を改良することを検討した。本研究では、
酸分解後にフッ酸の蒸発乾固をせずに、分解
液から直接ホウ素を分離する方法を新たに開
発した。この方法によって火成岩標準岩石か
ら分離したホウ素の回収率は85%以上で、そ
の同位体比も推奨値と一致する結果が得られ
た。 

 
 

 
 
 

 
 

（2）LA-MC-ICP-MS 法を用いた、固体試料
のホウ素同位体比を分離なしで直接(in situ)

分析する方法の開発 
 標準ガラス試料および標準岩石の粉末加圧
ペレットを用いて、ホウ素を試料から分離せ
ずに、レーザーアブレーションにより直接分
析する技術開発を行った。分析に粉末加圧ペ
レットを用いた方法は、これまでに報告され
ておらず、固体試料を分析する上で、非常に
簡便で画期的な方法が開発できた。標準ガラ
ス物質を用いて分析条件の最適化を図り、数
種の標準岩石試料（ガラスやペレット）の繰
り返し分析を行い、精度や確度の評価を行っ
た。結果として，ホウ素濃度が10ppm以上の
火山岩などのケイ酸塩岩石については、十分
な精度のデータを得ることに成功した（図4）。 
 一方、炭酸塩試料（JCp-1, JCt-1）は、系統的
に-2‰程度低めに出ており今後の検討・改良
が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 沈み込み帯の岩石に関して、玄武岩や単
斜輝石ではホウ素濃度は<10ppm であること
が多いため、現在の LA-MC-ICP-MS を用いた
方法では精度的に「スラブ成分」を議論でき
るデータが得られていない。現在は定性的な
データとなっており、今後の改良が必要であ
る。  
（3）開発したホウ素同位体分析法を適用し
た研究 
① サンゴ骨格への応用（図 5） 
 「マイクロ昇華法」をサンゴ骨格サンプル
に応用した。グアム沖で採取されたサンゴ骨
格について 1940 年から 1999 年までの 1 年毎
のホウ素同位体を測定し、60 年間でグアム島
周辺の海水の pH が 0.05 下がったことを北太
平洋赤道域では初めて明らかにした。海洋酸
性化についての重要なデータを提供できた。 

 

図 3 本研究で作製したミニカラムシステム。 

図 4 LA-MC-ICP-MS 法による本研究の分析値と推奨

値との比較。炭酸塩（JCp-1, JCt-1）を除き、ケイ酸

塩岩石は推奨値と良い一致を示した。 
図 2 本研究で作製したマイクロ昇華システム。 

図 5 グアム沖サンゴ骨格のホウ素同位体比の変動。 



② 海底熱水鉱床の間隙水（図 6） 
 「マイクロ昇華法」を適用して、沖縄トラ
フの拡大軸で見つかっている海底熱水鉱床に
関わる、マグマ起源のホウ素の挙動を調べる
ため、「ちきゅう」を用いた掘削調査航海で
得られた試料に対して、堆積物中の間隙水の
ホウ素同位体比を測定した。間隙水のホウ素
同位体比は、鉱床域の周縁部（C9021B）では
海底面下の深度が増すに従い、海水よりも11B
デルタ値が徐々に大きくなる。一方、熱水域
近傍では熱水の流入により11Bデルタ値が急
激に低くなることを明らかにした。ホウ素同
位体比が熱水循環を探るための有効なトレー
サーとなることが判明した。熱水の成分には
マグマ由来のホウ素が含まれている。そのホ
ウ素の定量的な見積もりを行うため、火山岩
や海底堆積物のホウ素同位体比を測定中であ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ トルマリンのホウ素直接分析 
 マグマ活動に関連して、高精度のデータ取
得が比較的容易に期待できるトルマリン（電
気石）をターゲットとして、ホウ素同位体比
の LA-MC-ICP-MS 分析法の開発を行った。ト
ルマリンにはホウ素が％オーダーで含まれ
ており、数 ppm レベルでしかホウ素を含まな
い輝石よりも高いイオン強度を得ることが
でき、精度の高いデータが得られると期待さ
れる。マトリックス効果の影響を補正するた
め、マトリックス・マッチング法を採用した。
ホウ素同位体比が決定されているトルマリ
ン標準試料をスタンダードとして、未知試料
のトルマリンを測定する場合、データの繰り
返し再現性や正確度を評価するために別の
トルマリンが必要である。適切なトルマリン
が市販されていないため、研究室内標準試料
として使用するためのトルマリンを準備し、
複数の分析法を使って値付けと均質性の評
価を行った。湿式分析と LA 分析によるホウ
素同位体比は一致しており、0.2 パーミルの
範囲で均質であることも確かめられ、モニタ
ー試料として使用できることを確認した。こ
の分析法を天然のトルマリンへ応用し、山口

県彦島地域と室津地域の電気石のホウ素同
位体比を測定した。同地域の花崗岩と類似し
た同位体比を示しトルマリン形成に関わっ
た流体が花崗岩マグマ起源であることを示
唆している。 
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