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研究成果の概要（和文）：堆積物中モリブデン，タングステンの濃度と安定同位体比の分析法の開発を進めた．
キレート樹脂による固相抽出，陰イオン交換に基づく分析法をほぼ確立した．この方法を用いて，日本海中層堆
積物コア試料の分析とデータの解析を進めた．モリブデンとタングステンを古海洋プロクシとして確立するため
に，今後異なる堆積環境の試料の分析を進める．海水中銅安定同位体比の太平洋，インド洋，大西洋における分
布を明らかにした．海水中溶存態銅，ニッケル，亜鉛の安定同位体比精密分析法を確立した．さらに，沈降粒子
とエアロゾルの分析法を開発した．国際共同研究を通して，モリブデンと亜鉛の安定同位体比の新しい標準物質
を提案した．

研究成果の概要（英文）：We have been developing an analytical method for stable isotope ratios and 
concentrations of molybdenum and tungsten in sediments. The method that is based on chelating resin 
solid phase extraction and anion exchange has been almost established. Using this method, we have 
been analyzing a sediment core sample collected from the mid-depth bottom in the Japan Sea. In order
 to make clear the possibility of molybdenum and tungsten as proxies for paleoceanography, we are 
going to analyze more samples from different sedimentary conditions. We have elucidated the 
distribution of stable isotopes of dissolved copper in the Pacific, Indian, and Atlantic Ocean. We 
have developed a precise analytical method for stable isotope ratios of dissolved copper, nickel, 
and zinc in seawater. This method has been expanded for settling particles and aerosol particles. We
 have proposed new standard materials for stable isotope ratios of molybdenum and copper through 
international collaborative studies.

研究分野： 水圏化学，分析化学
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１．研究開始当初の背景 
近年，マルチコレクター型 ICP 質量分析装

置(MC-ICP-MS)の発展により，ほとんどの重
金属の安定同位体比精密測定が可能となっ
た(Tanimizu et al., 2013)．堆積物などの重金属
安定同位体比は，古海洋のプロクシとして非
常に注目されている(Anbar and Rouxel, 2007)．
しかし，その分析においては，多くの場合，
目的成分と共存成分との分離が問題となる．
同重体イオンの干渉やマトリクス効果を除
くために，目的元素を Na, K, Mg, Ca などの共
存元素から高い分離係数で分離しなければ
ならない．試料の採取と濃縮分離の操作を通
して，雰囲気，試薬，器具などから目的元素
が混入汚染すること（コンタミネーション）
を防ぐクリーン技術が必要である．さらに，
化学分離において同位体比分別が起こらな
いようにするために，回収率は定量的でなけ
ればならない．これらすべての要求を満たす
前処理は，容易でない．申請者は，キレート
樹脂固相抽出-ICP-MS 法による多元素定量に
おいて，世界最高水準の技術を有している
(Sohrin and Bruland, 2011)．最近，この技術を
応用して，キレート樹脂 TSK-8HQ を用いる
濃縮分離に基づく海水中モリブデン同位体
比の分析法を開発した(Nakagawa et al., 2008)．
さらに，キレート樹脂 Nobias Chelate-PA1 に
よる固相抽出と陰イオン交換を組み合わせ
て，海水中銅同位体比の分析法(Takano et al., 
2013)を開発した．Nobias Chelate-PA1 は，エ
チレンジアミン三酢酸基とイミノ二酢酸基
を有する新しいキレート樹脂である．これら
の方法は，従来法に比べてはるかに簡便かつ
高精度である．また，申請者は，堆積物中モ
リブデン/タングステン濃度比（Mo/W 比）の
分析法を開発し，これが酸化還元環境のプロ
クシとして有用であることを見いだした．こ
れらの経験を踏まえて，本研究では，重金属
安定同位体に基づく新しい古海洋プロクシ
の開発を行う． 
 
２．研究の目的 
本研究では，（１）堆積物中重金属の安定同

位体比の簡便かつ精密な分析法を開発し，
（２）開発した方法を海洋堆積物試料に適用
し，古海洋プロクシとしての可能性を評価す
る．最初に目標とするのは，酸化還元環境の
プロクシとしてのモリブデン同位体，海底熱
水活動のプロクシとしてのタングステン同
位体，および海洋生物地球化学サイクルのプ
ロクシとしての銅同位体である．（３）研究
が順調に進展すれば，さらに鉄，ニッケル，
亜鉛などの同位体を検討する． 
 
３．研究の方法 
（１）研究体制：大学院生のべ 4 名［現在，
高野は本研究室の助教，辻阪は D1］と協力
して研究を進めた．MC-ICP-MS の測定は，
京都大平田教授（現在は東京大学教授），
JAMSTEC 谷水博士（現在は関西学院大学教

授），地球研中野博士らの協力を得た．また，
堆積物の研究については，高知大村山教授の
協力を得た．さらに，研究の一部は，スイス
ETH の Vance 教授ならびに台湾中央研究院
Ho 博士のグループとの共同研究として実施
した． 
（２）モリブデンとタングステン：我々は，
モリブデンの分離にこれまで 8-ヒドロキシ
キノリン（8HQ）を官能基とする TSK-8HQ
を用いていた．このキレート樹脂では，未反
応の 8HQ および樹脂から遊離した 8HQ が溶
離液に混入し，測定に干渉するという問題が
あった．本研究では，化学的・物理的により
頑丈な Nobias Chelate-PA1 樹脂を採用した
(Sohrin et al., 2008)．さらにイオン交換による
分離を組み合わせ，1 g 未満の堆積物試料を
用いて，一度の前処理でモリブデン同位体比，
タングステン同位体比，および Mo/W 濃度比
を測定できる方法の開発を進めた． 
（３）銅，ニッケル，亜鉛：先に開発した海
水中銅同位体比の分析法(Takano et al., 2013)
を発展させ，三元素の安定同位体比を測定で
きる方法の開発を進めた．まず，海水を対象
試料とする分析法を開発し，その後，対象試
料を懸濁粒子，沈降粒子，植物プランクトン，
エアロゾル，堆積物などに広げてゆく方針を
とった． 
（４）堆積物試料への応用：日本海中層（岩
内沖，水深 900 m）から採取された堆積物コ
ア試料（コア長 7 m，堆積年代 4.6 万年前〜）
を用いて，堆積物中モリブデン，タングステ
ンの変動を調べた．我々はすでに本コアの約
20 元素の濃度プロファイルを調べている．
Mo/W 濃度比は，約 1 万年前（ヤンガードリ
アス期），1.5〜2 万年前（最終氷期最寒冷期）
などに高くなった．これは，底層海水に硫化
水素が存在する強還元的環境が生じたこと
を示唆している．このコア試料について，多
数の層で分析を行い，モリブデンとタングス
テンの同位体比の時間変化を明らかにする
ことをめざした．データを総合して，堆積物
中モリブデンとタングステンの古海洋プロ
クシとしての可能性を評価する．この研究は，
海洋地質学の専門家である村山教授と協力
して実施した． 
 
４．研究成果 
（１）モリブデンとタングステン：堆積物中
モリブデン，タングステンの濃度と安定同位
体比の分析法の開発を進めた．マイクロウェ
ーブ分解，エチレンジアミン三酢酸基を有す
るキレート樹脂による固相抽出，陰イオン交
換，蒸発乾固・再溶解に基づく分析法をほぼ
確立した．さらに精度と確度を高め，方法の
妥当性を証明するために，追加の最適化と検
討が必要である．2017 年中に分析法を確立し，
論文にまとめる予定である． 
この方法を用いて，日本海中層堆積物コア

試料の分析とデータの解析を進めた．Mo 濃
度と Mo/W 濃度比の高いピークが 10000, 



15000, 30000, および 46000 年前に見られた．
W 濃度は，Al 濃度と同じような比較的変動の
小さいプロファイルを示したが，上記の層で
は減少が認められた．これらの年代には，堆
積物表層が還元的となり，マンガン酸化物の
溶解によるタングステンの遊離，および硫化
物イオン存在下でのチオモリブデン酸の沈
殿除去が起こったと考えられる．一方，
98/95Mo はコア全体で 0.8‰以下で，Mo/W 比
と明らかな相関を示さなかった．文献によれ
ば，強還元的環境の堆積物中では98/95Mo は
1‰以上になることが多い．この堆積物では，
濃度だけが大きく変動した理由，および
98/95Mo の変動の原因は今後検討する．また，
186/184W はコア全体でほぼ 0‰であり，火成
岩の値と同じであった．これはこの堆積物中
のタングステンが，ほぼ陸源物質に支配され
ていたこと，陸源と自生起源のタングステン
の割合はほぼ一定であったことを示唆する．
Mo/W 濃度比およびモリブデンとタングステ
ンの安定同位体比を古海洋プロクシとして
確立するために，今後異なる堆積環境の試料
の分析を進めていく． 
国際共同研究を通して，モリブデン安定同

位体比の新しい標準物質を提案した（Nägler 
et al., 2014）． 
（２）銅，ニッケル，亜鉛：海水中銅安定同
位体比の太平洋，インド洋，大西洋における
分布を明らかにした．表層海水の銅同位体比
は，河川水，雨水および深層海水の混合によ
って決まる．植物プランクトンによる銅の取
り込みは，海水中銅の濃度を約 10 分の 1 ま
で低下させるが，同位体比にはほとんど影響
をおよぼさない．深層海水の銅同位体比は，
海水の年齢のともに重くなる．これは，海水
中でのスキャベンジが軽い銅同位体を優先
的に除去するためである．銅の濃度と同位体
比に基づいて，海洋の銅収支の新しいボック
スモデルを構築した．これらの成果を Nature 
Communications に発表した． 
海水中溶存態銅，ニッケル，亜鉛の安定同

位体比精密分析法を確立し，論文に発表した
（Takano et al., 2017）．この方法を用いて，太
平洋から採取された海水試料を分析し，濃度
と同位体比の分布を調べた．また，この方法
に基づいて，沈降粒子とエアロゾルの分析法
を開発した．時間が足りなかったので，堆積
物の分析は今後の課題として残った． 
国際共同研究を通して，亜鉛安定同位体比

の新しい標準物質を提案した（Archer et al., 
2017）． 
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