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半減期17年のセシウム137による土壌汚染の除染へむけ
東京大学アイソトープ総合センター長

児玉

龍彦

セシウム137は、天然にはほとんどなく、環境中にあるのは、ほと
んどが1940年代以降の核実験か原発事故などの産物である。そこでワ
インの鑑定などにも用いられる。有名なのはジェファーソンボトル事
件で、18世紀のシャトーラフィットのボトルというのに、セシウム
137が検出されて偽物と考えられたという事件である。
セシウム137は強いガンマ線を放出し、1987年にブラジルのゴイコ
ニア市で、廃止された医療機関にあったセシウム137が盗まれ、光る
物質として250人の住民が接触し４人が放射線障害で死亡するという
被曝事故としては重要な事件もおこっている。
日本では、農業環境技術研究所の駒村美佐子先生により、1958年から1993年の35年間における
日本の多数の田畑での、セシウム137の土壌中の量が検討されている。1964年からは大気中の核
実験の減少に伴い飛散量が減少しており、それと関連してどのように土壌中のセシウム由来の放
射線が減少していくかについて、詳細に推計されている。その結果によると、田んぼでも畑でも、
土自体は40年で流出や流入で半分が入れ替わる。セシウム137の半減期は30年であり、両方あわ
せて、日本の田畑では半減期は17年となっている。
今回の福島原発事故のあと議員会館に呼ばれ、農林水産委員長に尋ねられた折、半減期は17年
と申し上げたが、その翌日、首相が「放射能は20年程度、消えないかもしれない。
」と言ったか
言わないかが問題となってしまった。
だが農地のセシウム濃度は、水田から玄米へ移行するセシウムのデータをもとに、上限１kg
あたり5000ベクレルと設定されている。文科省の土壌モニタリングを見ると、すでに１万ベクレ
ル /kg の地域は、福島市杉妻町など原発から60km 離れたところでも観測され、非常に広範囲に
なっている。しかもセシウム137の沈着は５月に入ってからも増加傾向があり、飯舘村などでは、
３月からの推定被ばく線量が20ミリシーベルトを超えるところもある。そうするとこれは首相の
決意と政策的な選択の問題ではなく、10年、20年以上の長期にわたる除染作業が必須になる重大
事態である。
東大のアイソトープ総合センターからも福島汚染地域の一時帰宅の支援に、専門家派遣を開始
している。全国のアイソトープ研究者の英知を傾けて汚染土壌の除染にむけ努力する時がきたと
思われる。
参考資料：日本原子力研究所のシンポジウム記録に多くの資料がある。
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/30/031/30031654.pdf
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PET 装置による分子イメージングと放射免疫療法の開発
東京大学大学院医学系研究科 放射線医学講座

百瀬

敏光

１．はじめに
分子イメージングとは、疾患の原因となる遺伝子、蛋白質、高分子化合物およびそれらを活性
制御する様々な分子に着目し、その分子に結合する標識化合物
（分子
プローブ）を用いて生体内での分子挙動を可視化し、疾患の早期診断、
薬剤の選択、治療効果判定、創薬などに役立てる技術である。治療を
目的として開発された新規抗がん剤、神経受容体作用薬、蛋白凝集制
御薬などの治療薬自体の生体内動態計測＊１とともに、症状の改善と
ともに変性自体を評価するサロゲートマーカー＊２としての客観的な
治療効果指標、治療法の最適化を図るためのツールとして期待されて
いる（図１）
。我々は、これまで、がんやアルツハイマー病などの神
経変性疾患におけるバイオマーカーに注目し、アイソトープを用いた
研究を行ってきた。がんや神経変性疾患においては、細胞増殖と関連する核酸合成、アミノ酸代
謝、糖代謝、細胞膜表面上に発現する様々な抗原、アミロイド凝集体をはじめとする細胞内外異
常凝集蛋白、神経伝達物質、神経受容体などが測定対象となる。分子イメージング技術には、陽
電子放出核種を用いる PET（positron emission tomography、ポジトロン断層法）
、単一光子放
出 核 種 を 用 い る SPECT（single
photon emission computed
tomography、単一光子放射断層
撮影）など放射性同位元素で標識
した化合物を使用する方法、MRI
（magnetic resonance imaging、
核磁気共鳴画像法）
、蛍光を用い
る方法などがある。各々一長一短
があるが、医療としての個別化し
たヒトでのイメージングを想定し
た場合、PET は用いる放射性同

＊１

図1

PET 分子イメージングによる研究の展開

生体内動態計測

物質や薬物投与後の経時的な臓器移行や排泄の様態を観察測定すること。
＊２

サロゲートマーカー

医学、薬学研究において診断・治療行為、薬効等の最終評価との関連を科学的に証明できるマーカーのことを
サロゲート（代用）マーカーという。
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位元素の半減期が短いことから、薬剤標識合成と検定を短時間でおこなわなくてはならないとい
う困難さはあるものの、低侵襲性で、生理的状況を変えることなく経時的、定量的に全身を画像
化できるという点で最も適した手法といえよう。

２．PET による、がん分子イメージングの展開
1970年代後半から80年代初頭には、PET を用いた血流、酸素、糖代謝測定法がすでに確立さ
れていた。PET は当初、脳を標的臓器として研究、開発がすすめられたが、悪性腫瘍で糖代謝
が亢進することが見出され、全身用多断層高分解能 PET 装置の開発により、短時間での全身撮
像が可能になると全身のがん診断に威力を発揮するようになる。2000年代にはいると、PET －
CT の出現により、フルオロデオキシグルコース＊３（FDG）
-PET はがん診療の一翼を担う技術と
して定着した。FDG はグルコースの類似物質で、がん組織には血管内からグルコーストランス
ポータ（GLUT）を介して細胞内に取り込まれ、ヘキソキナーゼ（HK）により燐酸化を受け、
その後、代謝を受けないで蓄積するため、18F で標識した FDG を用いると糖代謝を反映した画
像が得られる。FDG の集積は、主として GLUT、HK の活性を反映したもので、こうした点で
は広義の分子イメージングのひとつと考えることができるが、悪性腫瘍だけでなく炎症組織にお
いてもこれらの活性が高まることが知られており、がん特異性があまり高くない側面もある。脳
組織や糖負荷時の心筋、筋肉、脂肪組織など生理的にも糖代謝が亢進する組織もあることから、
がん特異性および感度のより高いトレーサの開発および臨床応用が期待されている。その中で、
細胞増殖能をより鋭敏に反映する PET 薬剤として考えられる核酸誘導体である3’
- デオキシ -3’
［F-18］フルオロチミジン（FLT）は、核酸輸送担体により細胞に取り込まれ、チミジンキナー
ザにより燐酸化され、燐酸体として捕捉される。FLT の集積は腫瘍の細胞増殖能を反映し、腫
瘍に特異性の高い診断薬として期待されている。また、乳がんなどで発現するエストロゲン受容
体を評価するための18F フルオロエストラジオール、下垂体腫瘍におけるドーパミン受容体を描
出するための［11C］
-N- メチルスピペロ（NMSP）
、神経内分泌腫瘍におけるソマトスタチン受容
体など腫瘍細胞膜上の細胞特異性の高い蛋白構造部位を認識し、画像化する手法は、競合阻害や
アゴニスト＊４による治療の選択に役立つ。
分子標的治療薬として Her2受容体をターゲットとしたハーセプチン、ヒト B リンパ球表面の
分化抗原 CD20リン蛋白をターゲットとするモノクローナル抗体リツキサンなどが開発されたが、
これらの標的分子構造が腫瘍細胞膜上に発現しているかを評価するためのトレーサも臨床利用さ
れはじめている。こうしたヒトでの臨床利用を視野に入れ、疾患モデル動物での化合物・薬剤の
体内動態解析をおこない病態解明や創薬の効率化を図る目的で、
小動物用 PET 装置（microPET）

＊３

FDG（フルオロデオキシグルコース）

デオキシグルコースは、もともと 14C-DG（デオキシグルコース）としてオートラジオグラフィー用糖代謝測定
用トレーサとして用いられていたが、PET 用トレーサとして 18F 標識された。
＊４

アゴニスト

受容体に結合し、生体内と同様の細胞内情報伝達系を作動させる薬物。一方、受容体には結合するが、生体内
物質と異なり生体反応を起こさず、また、その結合によって本来結合すべき生体内物質と受容体の結合を阻害し、
生体応答反応を起こさない薬物をアンタゴニストという。
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の開発が行われている。現在は、PET という機能情
報 に X 線 CT と い う 解 剖 情 報 を 付 加 し た マ イ ク ロ
PET-CT 装置も研究用に利用されている。
図２は、18FDG 投与後、マイクロ PET-CT 装置を
用いて撮像した PET-CT 融合画像である。さらに、
高磁場内でもポジトロン計測（実際には511KeV の消
滅放射線）をおこなえるよう設計された PET-MRI 装
図2

microPET 装置による融合画像

置も試作され、臨床機は、一足先に医療現場に登場し
ている。

３．認知症におけるアミロイドイメージング
高齢化社会を迎える中で、がんとともに重要視されている病気に認知症がある。中でもアルツ
ハイマー病は患者数も増加の一途をたどっており、介護問題など社会的急務である。アルツハイ
マー病は脳内に老人斑と神
経原線維変化がおこること
が特徴で、その病態形成に
老人斑の構成要素であるア
ミロイドベータ
（A β ）蓄
積が最も早期に起こる変化
として重要である。Aβの
蓄積は、認知症発症の10年
から20年前にはじまってい
るとされ、脳内の A β蓄
積の画像化は、アルツハイ
マー病発症前段階の状態を
知る方法として注目されて

図3

本施設で製造される代表的な PET 製剤

いる。東大病院において、現在、A βを分
子標的とした２種類の PET 用分子プロー
ブを合成し、研究を進めている（図３）。
11

C-PiB ＊５ PET により健常者と軽度認知

機能障害（MCI）の患者、アルツハイマー
病（AD）患者における脳内アミロイド蓄
積量を画像化したものを図４に示す。健常
図4

＊５

者 で は 大 脳 皮 質 の A β 蓄 積 は な い が、

PET による脳アミロイドイメージング

11

C-PiB

N-methyl［11C］2（4′
-methylaminophenyl）
-6-hydroxybenzothiazole
チオフラビン誘導体、βシート構造をもつアミロイド線維に特異的に結合する
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MCI というアルツハイマー病の前段階と考えられる「もの忘れ」だけがある状態において、す
でにアルツハイマー病と同程度の A β蓄積がおこっていることが確認できる。現在、アルツハ
イマー病の症状を改善する薬はあるが、病気の進行を抑えこむ根本治療薬はまだない。A β制
御薬などさまざまな治療薬の開発が進められているが、これらの臨床治験においてアミロイドイ
メージングはサロゲートマーカーとして利用されつつある。アルツハイマー病発症に関連する要
因も徐々にわかってきている。その中には、生活習慣に起因するものも少なくない。糖尿病や高
脂血症、高血圧などのメタボリック症候群もアルツハイマー病のリスクを上昇させると考えられ
はじめている。病気の治療はできるだけ早期に開始した方がよい。アミロイドイメージングによ
り発症前のアミロイド蓄積の評価が可能となった。今後、その発症・進行を食い止めるための生
活改善や治療介入に関する研究が飛躍的に進むものと思われる。

４．標識高分子化合物による分子標的イメージングのストラテジー
腫瘍細胞膜上に発現している受容体蛋白、がん特異抗原をインビボで画像化するためには、標
的となる蛋白構造に高親和性の物質や抗体を放射性核種で標識し、ガンマカメラ、SPECT また
は PET 装置で対外計測し、画像化する。99mTc,

111

In,

123

I など一本のガンマ線を放出して崩壊し

ていく核種で標識する場合は、ガンマカメラや SPECT 装置を用い、18F, 11C, 68Ga, 64Cu など陽電
子（ポジトロン）を放出して崩壊していく核種で標識する場合は PET 装置を用いている。アミ
ノ酸や、アミン類などの小分子化合物の放射性同位元素による標識はさほど困難ではないが、ペ
プチドや蛋白などの高分子化合物の安定した標識はかならずしも容易ではない。現在、こうした
高分子化合物の標識には活性認識部位、結合部位を有する構造にキレート剤である DTPA や
DOTA などのキレート構造を結合させ、キレートで放射性同位元素を標識する手法が一般的に
利用されている。一般に DTPA よりは DOTA の方が標識安定性は高い。標識に用いる放射性
同位元素は、標識化合物の生体での挙動を考慮して選択する必要がある。例えば抗体を標識した
場合は、抗体の癌細胞表面抗原との結合が最大となるまで数日を要することが考えられ、そのた
めには、従来の11C（半減期20分）
、18F（110分）
、13N（10分）
、15O（２分）などの短半減期ポジ
トロン核種では追跡が困難となる。そのため、64Cu（12.7時間）
、76Br（16時間）
、124I（４日）な
どの中半減期ポジトロン核種を用いる必要がある。
抗体イメージングは、がん特異性の高い診断法であるが、肝臓や脾臓、骨髄などでの捕捉も診
断およびその後の放射性免疫治療（Radio-immuno Therapy：RIT）を考慮した場合に問題となる。
これらの問題を克服するため、改変抗体を用いたり、プレターゲッティング法＊６なども研究レ
ベルで試みられている。

＊６

プレターゲッティング法

アビジン・ビオチン

システムを利用し、標的組織への集積性を向上させつつ、正常組織からの速やかな洗い

出しを実現する。まず、非標識のストレプトアビジン（SA）化した scFv 改変抗体を投与し、血液中の scFvSA が十分に洗い出された後、放射性核種（RN）で標識された DOTA-biotin を投与して、標的組織へ効率よく
RN を集積させる手法である。
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５．Robo1を標的とした分子イメージング
Robo1（roundabout, axon guidance receptor, homolog 1）は、中枢神経系における軸索ガイ
ダンスに関わる蛋白として同定されたが、肝細胞がんの細胞膜表面においても特異的に発現が亢
進しており、新しい抗体治療薬開発のための標的分子として有望視されている。肝細胞がんのほ
か、小細胞肺がんや新生血管においても発現が亢進していることが見いだされ、放射線感受性の
高い腫瘍に対する放射免疫療法や血管新生を制御するがん治療薬などの診断マーカーとしても注
目されつつある。我々は、Robo1を高発現している肝細胞がん細胞のヌードマウス異種移植モデ
ル＊７に対して抗 Robo1 IgG ＊８モノクローナル抗体＊９（mAb）をポジトロン核種64Cu（半減期12.7
時間）で標識した分子プローブを用いて、マイクロ PET 装置によるインビボイメージングを施
行し、腫瘍への特異的集積を確認することができた。
（図５）において、左は MRI 画像、中は18FDG-PET、右は、腫瘍細胞膜上に発現した腫瘍特異
抗原 Robo1に対する抗体を作成し DOTA 化し、64Cu で標識したポジトロン標識化合物を用いて
撮像したイムノ PET（免疫 PET）である。18FDG が腫瘍自体の集積が低く、腫瘍以外の多くの
臓器が描出されているのに対し、標識抗体を用いた免疫 PET では、腫瘍部に特異的な高度の集
積が確認される。

図5

＊７

64

Cu 標識抗 Robo1 抗体を用いたマイクロ PET イメージング

ヌードマウス異種移植モデル

ヌードマウスは突然変異により免疫系が阻害されているネズミ。ヌードマウスは異なる型の組織や 移植に対し
て 拒絶反応を示さないため、研究に有用である。本文ではヒトのがん細胞を移植し、新しい画像化や治療法
の研究に利用している。
＊８

IgG

scFv など抗体改変部位のみの構造に改変した極小型抗体などが作成されている。これに対し、免疫グロブリン
は Y 字型の 4 本鎖（軽鎖・重鎖の 2 種のポリペプチド鎖）の基本構造を持つ。
＊９

モノクロナール抗体

モノクローナル抗体とは、単一の抗体産生細胞に由来するクローンから得られた免疫グロブリン分子である。
抗原は、通常、複数の抗原決定基（エピトープ）をもつことが多いが、モノクローナル抗体では、ひとつのエ
ピトープに対する単一の分子種となり、抗原特異性が高い。
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６．イムノ PET から放射性免疫治療（RIT）へ
抗体イメージングのさらなる活用法のひとつに、イメージングで使用されたキレート内の金属
核種をベータ線放出核種である90Y で置換することによる、放射性免疫治療という新しいがん治
療薬創出がある。マイクロ PET イメージングでは、IgG の腫瘍への高い集積性の一方で、高い
血中滞留性が確認され、これが正常組織においても高い放射能を遷延させる原因となり、腫瘍イ
メージングの妨げになることが予想される。イムノ PET から RIT（Radio-immuno therapy）へ
の拡張性を想定した場合、標識抗体の高い血中濃度は、
放射線感受性の高い造血器などへの致死的線量と直結し
てしまう可能性がある。モノクロナール抗体改変による
生体内分布 ＊10 の改良や近年注目されているプレター
ゲッティング法の導入によって、RIT にとってより好
ましい体内動態を実現することが最重要課題である。現
在、 我 々 は、 抗 Robo1 IgG（15kDa）, Fab（55kDa）,
短鎖 Fv（scFv,28kDa）, PEG ポリマー化 scFv（scFvPEG,55kDa）および scFv ストレプトアビジン（scFv-SA,
四量体として170kDa）を作成し（図６）１）、これらを用
いてマイクロ PET 装置による体内動態の定量的解析に

図6

より、RIT 用候補化合物の絞込みと投与法検討をおこ

改変抗体の構造

なっている。
64

Cu-DOTA-IgG および64Cu-DOTA-Fab を投与した肝細胞がん移植マウスの画像を1日目から4

日後まで示す（図７）
。IgG の血中滞留性は高く、3日後にも腫瘍以外に心内腔血液プールの描出
が観察される。IgG の主要な排泄経路が胆道系であるためである。これに対して、Fab の排泄経
路としては胆道系よりもむしろ腎尿路系
の排泄が優位であるため腫瘍への集積は、
IgG では数日かけて緩徐に上昇するのに
対し、Fab では、投与後速やかに集積す
る。撮像期間中、IgG,

Fab とも腫瘍へ

の集積は、低下傾向なく安定している。
現在、90Y 標識化合物を用いた抗腫瘍
効果の評価を、東京大学アイソトープ総
合センターに於いておこなっており、い
くつかのがん組織に対して顕著な腫瘍増
図 7 肝細胞がん移植マウスにおける Fab と IgG の分布の比較

＊ 10

殖抑制効果を確認している。

生体内分布

生体内分布。物質や薬物投与一定時間後に生体内のどの臓器にどの程度存在しているか、また、特定の臓器内
のどの構造にどの程度存在しているか、その存在割合。通常、代謝、排泄、血流などにより、その割合は、時
間とともに変化する。生体内分布の観測法には、生体内動態計測の項を参照。
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７．おわりに
ポジトロン放出核種で標識された分子プローブと PET カメラを用いた疾患の病態生理を反映
した生体内分子機構の画像化は、早期診断や分子標的治療、放射線治療をも視野に入れた、治療
戦略上、きわめて重要な武器となる。特に、アミロイドイメージングに代表される高分子化合物
の凝集体の画像化やソマトスタチンアナログやゼバリンに代表される受容体、抗体イメージング
とその画像に基づいた放射性免疫治療（RIT）は、今後、認知症診療の早期治療介入やがん治療
における個別化（テーラーメイド）の一翼を担う技術としてさらなる研究の推進が必要な分野で
ある。
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海洋プレートの進化と海底火山を理解するための Ar–Ar 年代測定
東北大学

東北アジア研究センター

平野

直人

１．はじめに
「日本は火山国である」と言われるように、日本を含めた太平洋を
取り囲む国々には多くの火山が存在する。国別で見ると、世界中の陸
上の火山の数ではアメリカ、ロシア、インドネシア、日本、チリといっ
た環太平洋の国々が上位5位を占める。ここで、ロシアとアメリカが
含まれていることが意外だと思うかもしれないが、図１のように両国
ではそれぞれカムチャツカ半島～千島列島、アメリカ西海岸～アラス
カ南部～アリューシャン列島といった太平洋側のものがそのほとんど
であること＊１を考えると納得出来る。
しかし、海洋域に存在する「海底火山」を含めるとその解釈は一変
する。火山は太平洋に限らず、大西洋やインド洋などのほぼ全海洋に分布し、既に述べた各国の
陸上火山も含め、地球上に存在する全火山活動の総噴出量（または総数）のうち、実は80% 以
上のものが海底火山活動によるものである１）２）。図１の大西洋の真ん中を縦断するように比較的
水深の浅い場所
（青色が薄い場所）
が分布し、その特徴は太平洋の南東部やインド洋の南部にも見

図１

＊１

世界の火山の分布。火山がある場所が赤で示されている。図はスミソニアン自然史博物館＊１。

世界の火山（主に陸上の火山が中心）のデータベースにアクセス出来るウェブサイト : Global Volcanism
Program, Smithsonian Institution National Museum of Natural History, http://www.volcano.si.edu/
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られる。これは海底火山が立ち並んでいる場所であり、中央海嶺＊２と呼ばれている。そこで活
動するマグマが冷え固まることによって地球表面を覆う岩盤（プレート）が作り出され、プレー
トが動きだすきっかけとなっている。
海底火山やそこから噴出した溶岩は、プレートの動きや巨大地震発生、地球の内部構造、大気
への自然二酸化炭素放出量、地球生命の起源など、地殻変動や環境変動といったあらゆる地球の
動き・歴史を見る上で、欠かすことの出来ない研究対象である。その研究を進めていく上で重要
な手法のひとつが溶岩の噴出年代を決める Ar–Ar 年代測定である。近年の深海調査技術の発展
により、地球上の70% 以上の面積を占める海洋底から様々な新しい事実が判明し、国際的に大
きな成果をあげている。特に海底火山の噴出岩石の年代測定は Ar–Ar 法の得意分野である。
Ar–Ar 年代測定法は1960年代に開発されて以降利用されているが、最近国際的に注目された
成果も多い。三陸沖の太平洋に新種の火山（プチスポット火山）が発見され、Ar–Ar 年代測定
によって噴出場が特定された著者の研究成果３）以外にも、それまで4200万年前だと信じられて
きた太平洋プレートの移動方向の変換時期が、ハワイ－天皇海山列屈曲部（図１）周辺の海山の
の岩石の Ar–Ar 年代測定により5000万年前に改められ＊３、日本列島の形成史の理論に関しても
大きな影響を与えたこと４）などが例として挙げられる。いずれの研究も、Science 誌に掲載され、
これまでの地球科学の常識を覆す発見として、当時世界各国のメディアに取り上げられた。この
ことを考えても、Ar–Ar 年代測定を行うことができるアイソトープ総合センターは、自然科学
分野の研究の発展を担う国際的に重要な研究施設であると言える。本論では、アイソトープ総合
センターで行われた Ar–Ar 年代測定が大きな役割を果たし、新種の火山「プチスポット」海底
火山の発見に至った研究成果について述べる。

２．Ar–Ar 年代測定
Ar–Ar 年代測定は、岩石の生成時期を正確に決める有効な手段でありながら、中性子照射を
施した岩石試料を扱う手間のかかる手法のため、残念ながら国内でも本分析を扱う研究施設は数
えるほどしかない。そのうちの１つがアイソトープ総合センターである。
この年代測定法では、岩石に含まれる40K が半減期およそ12.5億年で40Ar に壊変することを利
用し、その両者を数えることにより年代を決定する K–Ar 年代測定法と同じ原理を用いる。しか

＊２

太平洋や大西洋、インド洋などの深海底を縦断するように分布する火山列。この中央海嶺で海洋プレー
トが作られている。

＊３

ハワイ島の下の地球内部には溶けやすい物質または周囲より高温の物質がマントル深部から上昇し、火
山を作っている（ホットスポット）
。一方、地球表層の海洋プレートは常に一定方向へ移動しているため、
ハワイ島から年代をさかのぼった古い火山島や海山が直列に並んでいる。この火山列は「ハワイ－天皇
海山列」と呼ばれ、途中で海山列が折れ曲がっていることから、過去に太平洋プレートの移動方向が変
化したことが考えられている。図１で、ハワイから延びる水深の浅い海山列が北西側のカムチャツカ半
島に向けて「く」の字に延びている。この屈曲部の年代は、これまではハワイ海山列～天皇海山列（図
１）の曲がり角にあるひとつの海山の年代値によって議論されてきたが、その周辺の７火山・８カ所の
Ar–Ar 年代測定を行い、火山成長過程の時間も考慮した結果、5000 万年前であることが最近判明した。
この新知見によって、太平洋プレートの日本側への沈み込み開始時期も早められ、論文ではプレート沈
み込みの開始によって発達する伊豆～小笠原火山諸島の火山活動開始時期についても言及している。
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し Ar–Ar 年代測定では更に原子炉において試料に中性子照射を施し、40K と常に一定の割合で
試料に含まれる39K を39Ar に人工的に壊変させる操作を行い、親核種40K の指標である39Ar と娘
核種の40Ar を同時に分析して年代を測る手法である。これによって、試料中の K と Ar の不均
質を無視できることや、段階加熱法＊４を適用できることなど、親核種と娘核種を別個に分析す
る K–Ar 法や他の多くの年代測定法には無い特筆すべき利点が発生する。例えば天然の岩石は、
高温のマグマから晶出した鉱物がその後の風化や変質により低温環境下で別の鉱物に置き換わる
際に、それまで蓄積した放射改変起源40Ar の一部ないしは全てを失う、いわゆる「Ar 損失」を
被ることがあるが、段階的に低温から高温に分けて Ar を抽出することにより、低温で放出され
やすい Ar 損失を被ったガスを取り除くことが出来れば、その岩石のマグマ噴出時の年代が測定
できる。
更に Ar–Ar 年代測定法では、特に深海底で噴出した溶岩のような試料に対してその威力を発
揮する。海洋域のうち大部分を占める深海平原（水深4000 m 以下）は、冷たく、暗く、高い静
水圧がかかる世界である。このような環境下で噴出した溶岩の年代測定は難しい。K–Ar 年代測
定では、溶岩冷却時の40Ar ／ 36Ar 同位体比が大気や海水の値（およそ296）と平衡になったと仮
定し、その時間以降40K から壊変して生成される40Ar の数を数えて年代を測る。一方、マントル
では、地表の岩石とは別に、地球46億年の歴史の中で40K の崩壊によって蓄積した40Ar の36Ar に
対する割合が大気や海水に比べて異常に高い。深海底で噴火するようなマントルが溶け出した溶
岩の場合、深海底の高い静水圧によってマグマ中のガスが抜けきれず、また、溶岩が冷たい海水
と接するため Ar の同位体組成が海水の組成と平衡に達する前に冷え固められてしまうことは容
易に考えられる。つまり、マントル起源の高い40Ar ／ 36Ar 同位体比が岩石の中に残ってしまう。
このような溶岩の K–Ar 年代測定を行った場合、リセット時（噴出時）の40Ar が海水と平衡に
ならなかった分だけ娘核種として多く見積もられてしまうため、異常に古い見かけ上の年代値に
なってしまい、我々が知りたい地質学的年代値は得られない。このような現象は「過剰 Ar」と
呼ばれるが、この問題は Ar–Ar 年代測定によって、複数の温度段階の Ar 同位体データを比較
すれば解決できることが多い５）。

３．プチスポット火山の発見
Ar–Ar 法は深海底で噴出した溶岩に対して特に有効であるが、近年の深海底の調査技術や、
深海掘削技術の向上によって、その必要性は更に高まっている。新種の火山「プチスポット」の
発見も Ar–Ar 年代測定によって大きな成果を果たした例である。プチスポット火山は、三陸沖
の日本海溝へ沈み込む太平洋プレート上で発見された。ここは1億数千万年前に中央海嶺で形成
された古く冷たい海洋プレートが存在し、これまでの地球科学では、そのような場所での火山活
動は有り得ないとされていた場所である。
地球上の火山は、その成因から次に挙げる３つのカテゴリーに分類され、その分布は図２のよ
うに限られていた。
①プレートが形成される中央海嶺（例：東太平洋中央海膨、大西洋中央海嶺）

＊４

試料中の Ar ガスを低温（例えば 500 度）から高温（例えば 1500 度）まで、数段階に分けて抽出し、各
温度での Ar 同位体からそれぞれの年代を見積もる方法。
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図２

地球上の火山の発生場所を示したモデル図。おおよそ、中米西海岸沖からハワイ、日本にかけての断面
図と一致したプレートの動きを示している。

②プレートの沈み込み帯の陸側（例：日本など環太平洋の火山列）
③ホットスポット（例：ハワイ、ポリネシア）
プチスポット火山が発見された三陸沖の深海底は、①の中央海嶺からは遠く離れており、更に
②の沈み込み帯大陸側の火山列、いわゆる「火山弧」とは海溝を挟んだ反対側に位置するため、
プチスポット火山は①と②には該当しない。一方、③のホットスポットはマントル深部から周囲
より高温の物質、または溶けやすい物質がマントルプルームとして上昇している場所であり、プ
レートの配置とは無関係に分布するため、
プチスポット火山との関連が可能性とし
て考えられる。しかし、一つ一つのプチ
スポット火山の Ar–Ar 年代値の分布は、
ハワイ海山列のようにプレートの動きに
沿って東から年代が若い海山の順に一列
に並ぶというホットスポット理論では説
明出来ないことや、火山体の規模などを
考慮するとホットスポットにも当てはま
らない。このため2006年、この火山は地
球上の新種の火山であると発表され、
「プ
チスポット」と命名された３）。
本研究の発端は、1997年に行われた無
人潜水調査船「かいこう」＊５が日本海溝
で行った試験潜航（第56潜航）である。
図３

＊５

北西太平洋（東北日本沖）の海底地形図。赤い星印
は発見されている火山の現在の位置を示す。黄色い
楕円や星印の位置は各火山の Ar–Ar 年代値とプレー
トの移動速度・移動方向にもとづいて見積もったプ
チスポット火山活動時の場所を示す。

この試験潜航を行った太平洋プレートの
深海底（図３の SiteA）には、
古いプレー
トの構成岩石以外に、１億～７千年前の
期間に形成された海山（古い火山）が存

独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）所有の潜水調査船。「しんかい 6500」は「よこすか」を支
援母船とする有人潜水調査船の中で世界最深（水深 6,500 m まで）の調査が可能な調査船。一方、
「かいこう」
は「かいれい」を支援母船とする無人潜水調査船であり、1997 年当時は水深 10,000 m まで潜航可能であっ
たが、現在は 7,000 m まで調査潜水が可能。
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図４

プチスポット火山の Ar–Ar 年代測定結果９）。縦軸は年代を示し、黒ボックスの縦の幅は年代値のの誤差
を示す。黒ボックスの左側から低温部（最低 500℃または 600℃）、以降右側ほど高温（最高 1500℃）
で抽出した Ar ガスとなる。横軸は親元素の指標である 39Ar の量比をそれぞれ示す。これら各温度段階
の年代値が誤差の範囲で一致し、かつ親元素の割合が高ければ、その平均が地質学的意義のあるその試
料の年代値（プラトー年代）となる。c）では各温度の年代値が一致しなかったため、別の計算法（アイ
ソクロン）で求めた年代値を示している。

在するのみであると考えられていたが、この試験潜航で採取された玄武岩は、そのような古い地
質を構成する岩石（１億年近い長い時間海水に浸っているため変質を被った岩石）に比べて非常
に新鮮であり、噴出時の鉱物や構造を残していた。このため著者はこの火山が最近噴火したもの
ではないかと疑問に思い、Ar–Ar 年代測定を行った。その結果、600万年前という、当時として
は想像を絶するほど若い年代値が得られた６）
（図４a）
。
「何もない」と思われていた古い太平洋
プレート上の深海底で、人知れず火山活動が発生していたのである。
その後、2003年から2005年にかけてこの火山の成因や分布を調べるために周辺海域の調査航海
を３回行った。火山の探査は有人潜水調査船「しんかい6500」＊５による潜航調査などを用いて十
数カ所で行われた。その結果、調査地域である北西太平洋海域の深海底（図３の SiteB）には、
直径１～２km、高さ数百 m ほどの小海丘が無数に存在し、それらの多くも若い火山であること
が判明した。そのうちのいくつかの火山から得られた岩石試料の Ar–Ar 年代測定結果によると、
それら火山の活動時期は、180万年前、420万年前、600万年前、850万年前と、火山によって様々
な時代に及んでいることが判明した（図４）３）６）７）。更に Ar–Ar 法が適用できなかったものの、
岩石の表面のある種の変質「鉱物の生長速度から求めた年代も５～ 100万年前という、
プチスポッ
ト火山群の中で最も若い値が得られた３）。これら年代値をもとに、現在の太平洋プレートの移動
方向と移動速度（西北西方向におよそ10 cm ／年の速さ）に沿って、各火山が活動した頃の位置
に戻すと、図３のそれぞれ黄色い楕円や星印の位置となる。この場所は、太平洋プレートが沈み
込む海溝手前のアウターライズ地形と深い関わりがある。
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海溝に沈み込むプレートは、プレートの進行方向がそれまでの水平移動方向だったものから海
溝付近で急に地下方向へ折れ曲がる（図5）
。この際に沈み込むプレート内では多くの亀裂が生じ
る。1933年：昭和三陸地震や、1993年：釧路沖地震、1994年：北海道東方沖地震などはこの沈み
込む太平洋プレート側で発生した亀裂による巨大地震の代表例である＊６。更に沈み込むプレー
トの剛性によって、海溝手前でプレートは反発し凸屈曲する場所が発生する。このような地形は
アウターライズと呼ばれる。図３の日本海溝から更に沖の地形を見ると、海溝に沿って幅数百
km の比較的水深が浅い領域（図３の黄色点線に囲まれた部分）が確認出来る。プチスポット火
山はこのアウターライズ地形の東側、プレートが盛り上がり始める場所の周辺で発生している。
つまり、このプレートの屈曲が原因となって亀裂が生じ、そこがマグマの通り道となり海底に染
み出たためにプチスポット火山が形成された可能性が高い（図５）
。

図５ プチスポット火山の形成モデル３）。火山はアウターライズにおけるプレート屈曲部の頂上手前の凹部で
活動したことが予想される。ここでのプレート屈曲に伴う応力場の変化や亀裂の発生がマグマ上昇に関わった
と考えられる。

本研究は、世界各国のメディアや一般向け科学雑誌などでも報道され、小学館発行の「地球」
図鑑の中にも新たな火山の種類として加えられた９）。学術的には、地球内部の化学組成に関する
新知見が得られる可能性10）11）12）や、他の海域でのプチスポット火山が存在する可能性７）13）が今
後期待される。更にはプチスポット火山活動時の地震発生新メカニズムが提案される可能性もあ
り、プチスポット火山の発見に端を発する地球科学の新たな見解が数多く生み出されるだろう。
深海底の調査は、船舶や潜水船を用いるため陸上の調査に比べて観測や岩石試料採取が難しい。
逆に言うと、深海底は未だ多くの知られざる事実が眠っている可能性が高い。そのような現況の

＊６

今年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震は、沈み込む太平洋プレートと沈み込まれる
東北日本の歪みによって生じた「プレート境界型」の巨大地震である。一方で同日直後の 15 時 25 分に
発生したマグニチュード 7.5 の宮城県はるか沖で発生した余震（または誘発地震）、および 4 月 7 日に牡
鹿半島沖で発生したマグニチュード 7.2 の余震（または誘発地震）は、この巨大地震による大きな応力
場の変化にともなって発生した沈み込む側の太平洋プレート内で発生した大地震であった。
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中で、Ar–Ar 年代測定を用いた海底噴出岩に関する研究は、今後更に新たな地球科学の発展が
期待される地球科学的研究分野であり、アイソトープ総合センターの役割はとても大きい。
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新規放射線取扱者全学一括講習会開催日
2011年6月25日現在
本学においてアイソトープや放射線発生装置等を使用する人（放射線取扱者）は、所属部局で
登録し、放射線安全取扱・法令等の教育・訓練を受講し、放射線取扱者健康診断を受診すること
が必要です。新たに放射線取扱者になろうとする人は、予め所属部局に登録申請書を提出し、全
学一括で開催される新規放射線取扱者講習会を受講することが義務づけられています。 研究等
に放射線を利用する人を対象とする「RIX コース」
・｢X 線コース｣ をアイソトープ総合センター
教育訓練棟で実施します。放射線取扱内容により必要なコースが異なります。今後の全学一括新
規放射線取扱者講習会の開催予定です。
１．RIX コース
開催回

区分１
B

第32回

実習日3

講義日

募集人員

2

７月25日
（月）

40人

2

７月22日
（金）

S

７月22日
（金）

７月26日
（火）
, 27日（水）

40人

第33回

B

９月26日
（月）

９月27日
（火）

60人

第34回

B

10月17日
（月）

10月18日
（火）

60人

第35回

B

11月21日
（月）

11月22日
（火）

60人

2

第36回

B

１月12日
（木）

１月13日
（金）

60人

第37回

B

２月22日
（水）

２月23日
（木）

60人

２．英語 RIX コース
開催回

区分１
B

第22回

実習日3

講義日

募集人員

2

７月25日
（月）

10人

2

７月22日
（金）

S

７月22日
（金）

７月26日
（火）
, 27日
（水）

10人

第23回

B

９月26日
（月）

９月27日
（火）

10人

第24回

B

10月17日
（月）

10月18日
（火）

10人

第25回

B

11月21日
（月）

11月22日
（火）

10人

2

第26回

B

１月12日
（木）

１月13日
（金）

10人

第27回

B

２月22日
（水）

２月23日
（木）

10人

３．X 線コース
開催回

４．英語 X 線コース
講義日

募集人員
2

開催回

講義日

募集人員
2

第151回

７月22日
（金）

30人

第42回

７月22日
（金）

10人

第152回

９月26日
（月）

60人

第43回

９月26日
（月）

10人

第153回

10月17日
（月）

60人

第44回

10月17日
（月）

10人

第45回

11月21日
（月）

10人
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2

第46回

１月12日
（木）

10人

第47回

２月22日
（水）

10人

１

区分 B は一般コース、区分 S はライフサイエンスコース。

２

講義日に放射線取扱者健康診断を受診できる講習会。

３

区分 B の実習は「非密封 RI の安全取扱と放射線の測定実験」
。区分 S の実習は「ノーザン
ブロッティングにおける放射性同位元素と蛍光の検出感度の違いに関する実習」
。S コース
の実習は2日間必須（午後のみ）
。
http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/training_schedule.html（日程表等）

RIX コースに参加するには、まず部局の担当部署へ放射線取扱者登録申請書を提出した上で、
講習会を申し込む必要があります。アイソトープ総合センターで直接申込みを受け付けることは
できません。HP 内で詳しく案内しています。http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/index.html
登録後、RIX コースの実習に参加する前に放射線取扱者取扱前健康診断の受診が必要です。健
康診断の日程は保健・健康推進本部 HP（http://www.hc.u-tokyo.ac.jp）で確認できます。
非密封 RI、
加速器、
（SOR 利用も含む）を使用する方は RIX コースの受講が必須です。RIX コー
スには現在2つのコース（B, S）がありますが、どちらを受講されても構いません。RIX コース
を修了すれば、X 線コースも終了した事になります。
X 線コースだけの受講については、事前の申し込みは不要ですので、当日、申込書を持って会
場においでください。但し、先着順で受け付けを行い、募集人員を超えた場合、もしくは講義開
始時刻に遅れた場合は参加出来ません。
一方、以前より放射線取扱者である人は、毎年、それぞれの部局で再教育を受けることが法令
により定められています。実施内容や方法については、それぞれ所属の研究室や部局の担当者に
確認してください。
アイソトープ総合センターでは、本学の放射線取扱者（約6,000名）についての再教育におけ
る参考資料として、
「放射線取扱者再教育用資料」を登録されている取扱者全員に配布しました。
今年度の「再教育用資料 No.29（2011）
」の内容は、
「重粒子線加速器の医学利用」
、
「汚染検査・
汚染除去」、「ノーザンブロッティングにおける放射性同位体法と蛍光法の検出感度の違い」です。
目を通して頂き、今後の研究および放射線管理の参考にしてください。

平成23年度

共同利用追加申込
2011. 5. 26現在

所属

責任者

番号

研究課題

総合文化研究科

小豆川勝見

（養４）

原子力発電所事故に由来する放射性物質の分析
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