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地層処分における地質環境の長期安定性に係る評価のうち、断層の活動性評価に関しては、断
層活動時期についての情報を得ることが不可欠である。東濃地科学センターでは、断層活動時期
の推定のための年代測定技術の一つとして、断層ガウジのカリウム-アルゴン（K-Ar）年代測定を
実施している。測定結果の評価の一助とするため、K-Ar 年代測定のための試料処理、分析、およ
び年代計算の手順を本報告書にまとめた。
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It is essential to understand the activity of faults in and around a target area to assess the long-term
geosphere stability for geological isolation. Potassium-Argon (K-Ar) dating of fault gouge has been
conducted in Tono Geoscience Center as one of the dating technique for faulting. This report includes
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evaluation of calculated K-Ar ages.

Keywords: Dating, Fault Gouge, K-Ar, Mass Spectrometry
____________________________________________________________________________________
※ Collaborating Engineer
*1: Pesco Co., Ltd.
*2: Kyuden Sangyo Co., Inc.

ii

JAEA-Testing
2017-001
JAEA-Testing 2017-001

目次
1.

はじめに .................................................................................................................................. 1

2.

試料調製 .................................................................................................................................. 3

3.

2.1

概要 .................................................................................................................................. 3

2.2

試料採取 ........................................................................................................................... 3

2.3

凍結－融解の繰り返しによる試料の粉砕 ......................................................................... 4

2.4

水簸と遠心分離によるフラクション分離 ......................................................................... 6

2.5

X 線回折分析 .................................................................................................................. 10

2.6

粒度分析 ......................................................................................................................... 12

2.7

電子顕微鏡による観察 ................................................................................................... 13

アルゴン分析 ......................................................................................................................... 15
3.1

概要 ................................................................................................................................ 15

3.2

試料の作製 ..................................................................................................................... 17

3.2.1

銅箔の作成 .............................................................................................................. 17

3.2.2

試料の計量と梱包 ................................................................................................... 18

3.3

試料のローディングとベーキング.................................................................................. 18

3.3.1

試料の導入（ローディング）.................................................................................. 18

3.3.2

真空引きの開始とサンプルホルダーのベーキング ................................................. 20

3.3.3

抵抗炉炉心のベーキング ......................................................................................... 22

3.4

抵抗炉の使い方 .............................................................................................................. 22

3.4.1

抵抗炉の起動........................................................................................................... 22

3.4.2

抵抗炉の停止........................................................................................................... 23

3.4.3

ヒーターを稼働する前の点検.................................................................................. 23

3.4.4

自動運転 .................................................................................................................. 23

3.4.5

手動運転 .................................................................................................................. 23

3.5

チタン・ジルコンゲッター ............................................................................................ 23

3.6

Noblegas Software による操作 ..................................................................................... 24

3.7

標準ガス測定 .................................................................................................................. 25

3.7.1

標準ガスの汲み出し ................................................................................................ 25

3.7.2

精製 ......................................................................................................................... 25

3.7.3

希釈と測定 .............................................................................................................. 25

3.8

ホットブランク測定 ....................................................................................................... 26

3.8.1

ホットブランク抽出 ................................................................................................ 26

3.8.2

チタン・ジルコンゲッターによる精製 ................................................................... 26

3.8.3

NEG ポンプによる精製とアルゴンの捕集 .............................................................. 26

3.8.4

測定 ......................................................................................................................... 27

3.9

試料測定 ......................................................................................................................... 27

3.9.1

試料ガス抽出........................................................................................................... 27

iii

JAEA-Testing
2017-001
JAEA-Testing 2017-001

4.

3.9.2

圧力の確認 .............................................................................................................. 27

3.9.3

希釈 ......................................................................................................................... 28

3.9.4

測定 ......................................................................................................................... 28

3.10

銅箔のブランク測定 ................................................................................................... 28

3.11

測定後の抵抗炉炉心のベーキング .............................................................................. 28

カリウム分析 ......................................................................................................................... 29
4.1

概要 ................................................................................................................................ 29

4.2

前処理 ............................................................................................................................ 29

4.2.1

準備 ......................................................................................................................... 29

4.2.2

試料の秤量 .............................................................................................................. 30

4.2.3

試料の溶解 .............................................................................................................. 30

4.2.4

試料の希釈 .............................................................................................................. 30

4.2.5

カリウム標準溶液の作成 ......................................................................................... 31

4.3

4.3.1

炎光光度計による測定 ............................................................................................ 33

4.3.2

原子吸光分光光度計による測定 .............................................................................. 37

4.4

6.

カリウム含有量の計算 ................................................................................................... 39

4.4.1

炎光光度計による測定の場合.................................................................................. 39

4.4.2

原子吸光分光光度計による測定の場合 ................................................................... 40

4.5

5.

測定 ................................................................................................................................ 33

保守メンテナンス........................................................................................................... 41

4.5.1

器具の洗浄 .............................................................................................................. 41

4.5.2

炎光光度計 .............................................................................................................. 42

4.5.3

原子吸光分光光度計 ................................................................................................ 42

年代計算 ................................................................................................................................ 43
5.1

年代計算の概要 .............................................................................................................. 43

5.2

アルゴン同位体比計算 ................................................................................................... 43

5.3

アルゴン分析に関する補正 ............................................................................................ 44

5.4

誤差計算 ......................................................................................................................... 46

終わりに ................................................................................................................................ 47

謝辞 .............................................................................................................................................. 47
参考文献 ....................................................................................................................................... 48

iv

JAEA-Testing
JAEA-Testing 2017-001
2017-001

Contents
1. Introduction .............................................................................................................................. 1
2. Sample preparation.................................................................................................................. 3
2.1 Overview ............................................................................................................................ 3
2.2 Sampling ............................................................................................................................ 3
2.3 Sample crushing by freezing and thawing ....................................................................... 4
2.4 Separation into multiple particle size fractions by elutriation and centrifugation........ 6
2.5 X-ray diffraction analysis ................................................................................................ 10
2.6 Particle size distribution analysis .................................................................................. 12
2.7 Examination by electron microscopy .............................................................................. 13
3. Argon analysis ........................................................................................................................ 15
3.1 Overview .......................................................................................................................... 15
3.2 Sample wrapping............................................................................................................. 17
3.2.1 Preparing copper foil.................................................................................................. 17
3.2.2 Weighing and wrapping samples .............................................................................. 18
3.3 Sample loading and baking............................................................................................. 18
3.3.1 Sample loading ........................................................................................................... 18
3.3.2 Pumping and baking the sample holder ................................................................... 20
3.3.3 Degassing the core of the resistance furnace ............................................................ 22
3.4 Usage of the resistance furnace ...................................................................................... 22
3.4.1 Activation of the resistance furnace .......................................................................... 22
3.4.2 Stopping of the resistance furnace ............................................................................ 23
3.4.3 Check before turning on the heater .......................................................................... 23
3.4.4 Automatic heating operation ..................................................................................... 23
3.4.5 Manual heating operation ......................................................................................... 23
3.5 Titanium-zirconium getter .............................................................................................. 23
3.6 Operation of the Noblegas Software ............................................................................... 24
3.7 Measurement of reference gas ........................................................................................ 25
3.7.1 Pipetting an aliquot ................................................................................................... 25
3.7.2 Purification ................................................................................................................. 25
3.7.3 Dilution and measurement ........................................................................................ 25
3.8 Measurement of hot blank .............................................................................................. 26
3.8.1 Hot blank extraction .................................................................................................. 26
3.8.2 Purification with titanium-zirconium getter ............................................................ 26
3.8.3 Purification with NEG pump and argon trapping ................................................... 26
3.8.4 Measurement ............................................................................................................. 27
3.9 Sample measurement...................................................................................................... 27
3.9.1 Sample extraction ...................................................................................................... 27

vv

JAEA-Testing 2017-001
2017-001

3.9.2 Measuring sample gas pressure ................................................................................ 27
3.9.3 Dilution....................................................................................................................... 28
3.9.4 Measurement ............................................................................................................. 28
3.10 Measurement of copper foils blank ............................................................................... 28
3.11 Routine degassing of resistance furnace ...................................................................... 28
4. Potassium analysis ................................................................................................................ 29
4.1 Overview .......................................................................................................................... 29
4.2 Sample preparation ......................................................................................................... 29
4.2.1 Instrument preparation ............................................................................................. 29
4.2.2 Sample weighing ........................................................................................................ 30
4.2.3 Sample dissolution ..................................................................................................... 30
4.2.4 Dilution of sample solution........................................................................................ 30
4.2.5 Preparation of potassium standard solution ............................................................ 31
4.3 Measurement ................................................................................................................... 33
4.3.1 Measurement by the flame spectrophotometer ........................................................ 33
4.3.2 Measurement by the atomic absorption spectrophotometer .................................... 37
4.4 Potassium content calculation ........................................................................................ 39
4.4.1 Case of the flame spectrophotometry ........................................................................ 39
4.4.2 Case of the atomic absorption spectrophotometry.................................................... 40
4.5 Maintenance operation ................................................................................................... 41
4.5.1 Cleaning laboratory goods ......................................................................................... 41
4.5.2 Cleaning the flame spectrophotometer ..................................................................... 42
4.5.3 Cleaning the atomic absorption spectrophotometer ................................................. 42
5. Age calculation ....................................................................................................................... 43
5.1 Overview .......................................................................................................................... 43
5.2 Calculating argon isotope ratios ..................................................................................... 43
5.3 Correction for argon analysis .......................................................................................... 44
5.4 Error calculation ............................................................................................................. 46
6. Closing .................................................................................................................................... 47
Acknowledgement ...................................................................................................................... 47
References .................................................................................................................................. 48

vi

JAEA-Testing2017-001
2017-001
JAEA-Testing

1.

はじめに

地層処分に関わる地質環境の長期安定性の評価に際しては、断層の活動性評価の一環として、
断層活動時期を把握することが不可欠となる場合が考えられる。東濃地科学センターでは、断層
活動時期の推定のための年代測定技術の一つとして、断層ガウジのカリウム-アルゴン（K-Ar）年
代測定を実施している。本報告書は、K-Ar 年代測定のための試料処理、分析、および年代計算の
手順をまとめたものであり、測定結果の評価の一助となることを目的とする。
K-Ar 年代測定は、40K が半減期 12.5 億年 1)で 40Ar に崩壊（電子捕獲）することを利用した年
代測定法である 2)。カリウムを含有する鉱物が生成した後に崩壊によってできた 40Ar は、結晶格
子中に保持される。そのような鉱物の

40Ar

と

40K

の比を求めれば、そこから

40Ar

が蓄積した期

間を計算できる。この計算の前提は、40Ar が鉱物形成後から保持されていること、および形成時
のアルゴン同位体組成が大気のものであり、過剰アルゴンを含まないこと

3)、つまり鉱物形成後

に蓄積した 40Ar の量がわかることである。
断層ガウジは断層のすべり面において岩石が破壊されて細粒になっている部分であり、様々な
破砕生成物（主に原岩由来の砕屑鉱物）の混合物である。形成環境によっては、断層活動に伴う
化学反応によって新たに形成された自生鉱物を含むことがある。断層ガウジに生成する自生鉱物
のうち、カリウムを比較的多く含み、長期間 40Ar が保持できると考えられている鉱物として、イ
ライトがある 4)。断層活動に伴い地下深部から流入した熱水が周囲の母岩と水-岩石反応を起こす
ことにより、地質学的に短期間で針状（または棒状）細粒のイライトが形成されると考えられて
おり、そのイライト結晶の年代を求めることで、断層活動の年代を知ろうとする試みがなされて
いる（図 1-1）5)6)7)8)。
由来の異なる物質が混在する断層ガウジは、異なる年代を示す鉱物が共存することになるため、
断層の活動年代を代表する鉱物として、前述の針状細粒のイライトのみを取り出す必要がある。
ただし細粒であることから、このようなイライトのみを完全に取り出すことは困難であり、後述
する試料調製法により、細粒の自生鉱物からなるフラクションとして取り出すことになる。他に
カリウムを含む鉱物がないのであればこのフラクションの年代がイライトの年代となるが、X 線
回折法などの鉱物学的解析によってその点を確認する必要がある。
東濃地科学センターで実施している断層ガウジの K-Ar 年代測定では、従来から火山岩などに
対して一般的に行われている K-Ar 年代測定と同様に、試料を調製したのち、二つに分け、アル
ゴン分析とカリウム分析を別々に行う。アルゴン分析では、試料を高温に加熱して、含まれるガ
スを一度に抽出し、精製した上で質量分析計を用いて放射改変起源の 40Ar の量を求める。カリウ
ム分析では、試料を酸分解してカリウムの定量を行い、40K の同位体存在度 0.01167%（原子数）
1)2)を用いてカリウム中の 40K の量を求める。
こうして得られた放射起源 40Ar 量と 40K 量を用いて、

年代を計算する。なお、この方法ではアルゴンとカリウムの分析を別々の試料について行うため、
試料が不均一な場合、分取の際に組成の異なる部分を取り出してしまうことがあり、それが最終
的に年代値のばらつきとなって現れる点に注意が必要である。
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図 1-1 断層ガウジの K-Ar 年代測定の模式図
断層活動に伴う熱水活動でできた細粒の雲母粘土鉱物（主にイライト）を分離して年代測定を行う。
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2.
2.1

試料調製

概要

断層活動時期を検討するために断層ガウジの K-Ar 年代測定を行う場合は、断層活動のような
短期間の熱水活動によって形成されると考えられる針状のイライトを分離する必要がある。しか
し一般に、針状のイライトのみを鉱物学的・化学的性質に基づき分離するのは非常に困難である。
例えば、比重に基づく分離は、比重がよく似た他の粘土鉱物との分離を完全に行うことが困難で
あるとともに、より高温下で形成される平板状のイライトとの分離も困難である。また、薬品を
使用するような化学反応を伴う工程は、場合によってはイライトに初生的に保持されているカリ
ウムやアルゴンを散逸させてしまう恐れがあるので、可能な限り避けた方が望ましい。
針状のイライトは一般に、母岩の構成鉱物として初生的に含まれる石英、長石類などの鉱物や、
広域変成作用などのより高温かつ長期間の変成・変質作用によって形成される鉱物に比べ、非常
に細粒である。したがって、断層ガウジから極細粒のフラクションのみを濃集させることにより、
針状のイライトを濃集させるとともに、イライト以外のカリウム含有鉱物が除去されることが期
待できる。本項では、断層ガウジの試料採取、試料の人為的な破壊を防ぐための凍結－融解の繰
り返しによる鉱物分離、および水簸と遠心分離による極細粒のフラクションのみを濃集させる手
順を述べる。もちろん極細粒のフラクションがすべて針状のイライトのみから構成されるとは限
らないし、むしろそうでないのが一般である。分離した極細粒のフラクションの中に針状のイラ
イトがどれくらい含まれるか、またそれ以外にどのような鉱物が含まれるかを確認することは、
K-Ar 年代測定結果の評価において不可欠であり、そのために行う X 線回折法による分析や電子
顕微鏡観察についても本項で述べる。
2.2

試料採取

K-Ar 年代測定を実施しようとする断層ガウジが露出する露頭をねじり鎌などを用いて掃除
（表土や雑草などを取り除く）した後、断層ガウジ試料を採取する。その際、手で容易に取り除
けるような径約 1 cm 以上の岩片は除去し、細粒部分のみ採取する。また、断層ガウジはしばしば、
活動ステージの異なる複数のレイヤーからなり、構成鉱物の量比や粒度、変形構造の違いに起因
する色調の違いから、それぞれのレイヤーを肉眼で識別できる場合がある（図 2.2-1）。この場合、
複数のレイヤーが混在したまま試料採取すると、年代値の計算結果も複数の活動ステージが混在
したものとなる可能性があるので、特定のレイヤーのみを選択して採取するように配慮する必要
がある。露頭状況などにもよるが、可能な限り、詳細な露頭記載などにより、最新の活動時期を
示すレイヤーを特定しておくことが望ましい。採取する断層ガウジ試料の量は、含まれるイライ
トの量にもよるが、概ね 500 g（握りこぶし約 3 個分）以上あれば十分である。なお、試料に含
まれる鉱物の概要を把握するため、試料の前処理に入る前に簡単な X 線回折法による定性分析を
行っておくとよい。
X 線回折法により全岩の鉱物組成を調べるためには、試料の一部をめのう乳鉢などで粉末にし、
専用のガラスホルダーに粉末を詰めて分析する（得られた粉末の量により、溝の深さが 0.5 mm
あるいは 0.2 mm のガラスホルダーを使い分ける）。東濃地科学センターでは X 線回折分析装置と
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して株式会社リガク製の Rigaku Ultima IV を保有しているが、断層ガウジ試料の粉末分析の場
合、CuKαの X 線で D/teX Ultra の検出器および Kβフィルターを使用し、管電圧 40 kV、管電
流 30 mA、発散スリット 0.5º、発散縦制限スリット 10 mm、散乱スリット 8 mm、走査範囲 3～
70º2θ、スキャンスピード 1º/min、サンプリング幅 0.01º の設定で測定を行っている。
また、イライトなどの粘土鉱物組成に特に着目するため、米粒 2 つ分程度の試料を超純水約
30 ml の入った遠沈管に浸し，数分間超音波洗浄機にかけてよく撹拌して拡散させた後、水簸に
より＜2 μm の上澄みを定方位試料にして分析する。定方位試料の作製方法や X 線回折法による
分析条件についての詳細は 2.5 を参照のこと。

図 2.2-1 断層ガウジの複数のレイヤー
茶色の濃さが異なる 2 枚（a と b）のレイヤーからなる。敦賀半島西部の白木－丹生断層の破砕帯露頭から採取し
た研磨片。

2.3

凍結－融解の繰り返しによる試料の粉砕

採取した断層ガウジ試料は、表面にこびりついた砂などを除去した後、200～300 g 程度を 500
ml のテフロン容器に入れ、超純水で満たす。これをチャック付きポリ袋に入れたものを不凍液
（50 %エチレングリコール）で満たされた高低温循環型恒温器（Julabo F34-ME；図 2.3-1）に
入れ、凍結粉砕を行う。これは、凍結と融解を繰り返すことにより結晶粒界に沿ってソフトに鉱
物を分離するもので、化学処理などを施すことなく、かつ、打撃などによる粉砕と異なり人為的
に微細粒子が生じることを防ぎながら、より高純度で極細粒の自生鉱物を回収することが可能で
ある 9)。高低温循環型恒温器の設定は 25 ℃と-20 ℃を一定間隔で繰り返すようにする。例えば、
2 時間かけて-20 ℃まで降温→-20 ℃で 3 時間保持→1 時間 30 分かけて 25 ℃まで昇温→25 ℃で
1 時間 30 分保持、の合計 8 時間を 1 サイクルとして、複数サイクル繰り返すように設定する。凍
結粉砕の途中で、不凍液の液量が規定量を下回るとアラームが鳴るので、その場合は不凍液を継
ぎ足して凍結粉砕を続行する。断層ガウジ試料の場合、一般的には 1～2 週間程度でほぼ均質に粉
砕される（図 2.3-2）。
試料中には、吸着水などの状態で塩を含んでいる。塩は粘土鉱物を凝集させる作用があるので、
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次に行うフラクション分離作業の前にできる限り除去しておくことが望ましい。そのため、凍結
粉砕処理後のテフロン容器を攪拌し、1 日程度静置（大雑把に 1 µm 以下に水簸）した後の上澄み
を高速遠心分離機用の遠沈管に分取し、20,000 rpm で 3 時間回転させて粒子を沈降させ、その上
澄みを捨てる。これを繰り返し、残った沈降粒子を用いてフラクション分離を行う。この処理を
あらかじめ行っておくことにより、粒度ごとのフラクション分離の精度を高めることができる。
さらに、肉眼や偏光顕微鏡観察、あるいは事前の簡易的な X 線回折分析などにより、試料に有
機物、炭酸塩鉱物，鉄・マンガン鉱物などが多く含まれることが分かっている場合は、それらを
除去するための処理を行う。有機物や二酸化マンガンは過酸化水素水、炭酸塩鉱物は酢酸ナトリ
ウム溶液、鉄酸化物・鉄水酸化物は CDB 試薬 10)による処理で除去する手法が知られている 11)。

図 2.3-1 凍結粉砕のための高低温循環型恒温器
試料を詰めたテフロン容器を封入したチャック付きポリ袋が黄色い不凍液の中に入っている。

図 2.3-2 凍結粉砕後の断層ガウジ試料
500 ml のテフロン容器に粉砕後の試料が入っている。
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2.4

水簸と遠心分離によるフラクション分離

凍結粉砕処理を行った試料から、水簸と遠心分離により極細粒のフラクションを濃集させる。
水に懸濁した微粒子の沈降時間 t（分）はストークスの法則

12)13)14)により、次式のように規定さ

れる。

t=

0.3ηh
g(σ − ρ)D2

(1)

η は水の粘性率（g/cm•s）
、h は沈降距離（cm）、g は重力加速度（980 cm/s2）、σは粒子の密度
（g/cm3）、ρ は水の密度（g/cm3）、D は粒子の直径（cm）である。水の粘性率は温度に依存し、
20 ℃の場合 0.0100 g/cm•s、25 ℃の場合 0.0089 g/cm•s である 15)。粒子の密度は、イライトは
2.6～2.9 g/cm3、石英は 2.65 g/cm3、スメクタイトは 2～3 g/cm3、カオリナイトは 2.61～2.68 g/cm3、
カリ長石は 2.55～2.63 g/cm3、斜長石は 2.62～2.76 g/cm3 であり 16)、重鉱物が濃集しているよう
な特殊な試料でない限り、断層ガウジの密度はおおよそ 2.6～2.7 g/cm3 程度になると考えられる。
ストークスの法則では、沈降速度は重力加速度に依存するので、遠心分離機を使用すると、高
速回転により沈降速度を大きくして沈降時間を短縮することができる。遠心分離法によるストー
クスの法則に基づく沈降時間は次式のようになる 17)18)19)20)。

t=

R1
)
R2
N 2 (σ − ρ)D2

63.0ηlog10 (

(2)

、R2 は回転軸から懸濁液表面までの距離（cm）
、
R1 は回転軸から沈降粒子表面までの距離（cm）
N は回転数（rpm）である。フラクション分離の粒度設定は年代測定の目的などによって変わり
得るので、水簸や遠心分離の設定もそれに応じて変更し得るが、本報告書では、東濃地科学セン
ターで一般的に行っているフラクション分離の進め方を説明する。すなわち、上 2 式(1)(2)の計算
に基づき、＜0.1 µm、＜0.4 µm、＜1 µm の 3 種類のフラクションに分離していく方法である。
粒度の異なる複数種類のフラクションに分離する理由は、イライトやその他のカリウム含有鉱物
の量比が粒度の変化に伴ってどのように変化するかを確認するためである。X 線回折分析などに
より、最も細粒のフラクションでカリウム含有鉱物が自生イライトのみからなると分かれば、そ
のフラクションの年代が自生イライトの形成年代とみなすことができる。また、鉱物組み合わせ
によっては、各フラクションにおける自生イライトと他のカリウム含有鉱物との量比を横軸に、
K-Ar 年代を縦軸してグラフ化した際の切片を自生イライトの形成年代と近似する外挿法が適用
できる場合がある（詳細は 2.5 を参照のこと）
。
1) 最初に、1L または 2 L のプラスチックビーカーに超純水と凍結粉砕した試料（2.3 で塩を除
去した試料）を加えて良く撹拌し、懸濁液を作製する（図 2.4-1）。懸濁液の量はプラスチッ
クビーカーの 8～9 割程度とする。式(1)に基づくと、約 32 時間で＞1 µm の粒子は 10 cm 以
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上沈降するので、懸濁液の入ったビーカーを約 1 日半静置し、シリコンチューブを用いたサ
イフォンにより上澄みを 10 cm 程度採取すれば、＜1 µm の粒子からなる懸濁液を回収するこ
とができる。
2) 極細粒の粒子は、分散媒の熱運動に起因する不規則な運動（ブラウン運動）21)の影響が大きく
なり、水簸による自然沈降では分離することが困難なので、＜0.1 µm や＜0.4 µm のフラクシ
ョン分離は遠心分離機により行う。1）で回収した懸濁液を複数本（1 度に遠心分離機にかけ
る本数）の 250 ml ポリカーボネートボトルに等量満たし、遠心分離機にかけて＜0.1 µm の
粒子からなる上澄みとそれより大きな粒子を含む（0.1～1 µm）懸濁液とに分離する（図 2.4-2）。
あらかじめ式(2)の R1 と R2 を計測して 250 ml ボトルにマーカーで印をつけておき、設定・計
算した回転数と沈降時間だけ遠心分離を行い、マーカーより上の上澄みを 20 ml スポイトな
どで丁寧に吸い取って複数本（1 度に遠心分離機にかける本数）の 40 ml ポリカーボネート製
遠沈管に入れていく。スイングローターの遠心分離機（回転数が大きくなると容器が水平に
傾くタイプ）については、式(2)による粒子径と回転数、時間の計算が容易であるが、アング
ルローターの遠心分離機（容器が斜めに固定されたまま回転するため回転数が大きくなって
も水平に傾かないタイプ）については、式(2)による計算の際、容器の傾斜角を考慮する必要
があると同時に、容器内で沈殿する粒子径の分布が均質な勾配とならない点に留意する必要
がある。東濃地科学センターで従来使用しているスイングローターの遠心分離機（HITACHI
SCT5BB；250 ml のポリカーボネートボトル 4 本をセットすることができるローターに対し、
最大回転数 3,000 rpm）の場合、2,500 rpm で 1 時間半以上回転させれば、プラスチックボト
ルにほぼ満杯入った懸濁液の中で、＞0.1 µm の粒子はすべてプラスチックボトルの中央部よ
り下に沈殿する計算となる。なお、遠心分離終了後すぐにボトルを取り出そうとすると、一
旦沈んだ粒子の一部が水中を舞って分離状態が乱れることがあるので、回転が停止してから
数分以上待ってボトルを取り出す。なお、東濃地科学センターには、最大回転数のより大き
い遠心分離機（SIGMA 4-16S；250 ml のポリカーボネートボトル 6 本をセットすることがで
きるローターに対し、最大回転数 8,000 rpm）があり、それを活用すればより短い時間で極細
粒の粒子からなる懸濁液を集めることができるが、アングルローターの遠心分離機であるこ
とに留意する必要がある。
3) ＜0.1 µm のフラクションは、2)で上澄みを入れた 40 ml 遠沈管を、高速遠心分離機（SIGMA
3-30K；このタイプの遠沈管が 6 本入るローターを装着した場合、最大回転数 20,000 rpm；
図 2.4-3）にセットして強制的に沈殿させて回収する。このローターは回転時に水平にならな
い（斜めのまま回転する）アングルローターのタイプなので、ローターの角度を考慮して式(2)
の R1 と R2 を計測すると、20,000 rpm で 3 時間程度回転させれば、＞0.02 µm の粒子は概ね
すべて沈殿させることができる。このように、懸濁液中の粒子をすべて容器の底に沈殿させ
たい場合は、アングルローターでもより高速に回転できる遠心分離機の方が便利である。遠
心分離後の上澄みは速やかにすべて捨てる。＜0.1 µm のフラクションの収率は試料によって
異なるが、一般に、1 サイクルの遠心分離では 40 ml 遠沈管 1 本あたり米粒 1 つにも満たな
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い程度の＜0.1 µm のフラクションしか集まらないので（図 2.4-4）、2）の上澄みを加えてさら
に遠心分離を行い、＜0.1 µm のフラクションを同じ遠沈管に何度も濃集させる。2）の上澄み
が何度も必要になるので、1）の水簸を適宜追加で行い、2）の上澄みを新しく作っていくこ
とを繰り返す。1）～3）を何度も繰り返し、＜0.1 µm のフラクションを 40 ml 遠沈管 1 本あ
たり親指の先程度の大きさ以上になるように濃集させる。
4) 濃集させた＜0.1 µm のフラクションを、スパチュラと超純水の入った洗瓶を駆使して 1 本の
40 ml 遠沈管に集約する。集約した懸濁液を、X 線回折分析や粒度分析などのために用いる懸
濁液とカリウムおよびアルゴン定量に用いる粉末試料とに分ける。カリウムおよびアルゴン
定量用の粉末試料を調整するには、取り分けた懸濁液を蒸発皿の上に載せたテフロンシート
の上に垂らして 40 ℃に設定した恒温乾燥器の中で二晩程度置き、乾燥させる（図 2.4-5）。
5) 2）で＜0.1 µm の粒子からなる上澄みを除いた残液（250 ml のポリカーボネートボトルの下
部に残ったもの）を用いて＜0.4 µm と＜1 µm のフラクションの分離・濃集を行う。250 ml
ボトルの残液には 0.1～1 µm の粒子が濃集している。この濃集した懸濁液を 1 本の 250 ml
ボトルに満杯にするように集め、HITACHI SCT5BB で 2,000 rpm、6 分回転させれば、250
ml ボトルの中央部より上に＜0.4 µm フラクション、下に＜1 µm フラクションとなる。20 ml
スポイトなどで＜0.4 µm フラクションの上澄みを空の 250 ml ボトルに分取する。分取した
ボトル（＜0.4 µm フラクション）と、残ったボトル（＜1 µm フラクション）とを、それぞれ
SIGMA 4-16S で 8,000 rpm、3 時間以上回転させて粒子を底に沈める。なお、遠心分離機の
ローターには荷重が均等にかかる必要があるので、懸濁液の入ったボトルの本数がセットさ
れたローターに入る本数に満たない場合は、空いた枠に等量の超純水を入れた 250 ml ボトル
を取り付ける。遠心分離で粒子を底に沈めた後、上澄みを捨てて、沈殿物を蒸発皿の上に載
せたテフロンシートの上に載せて 40 ℃に設定した恒温乾燥器の中で二晩程度置き、乾燥させ
る（一部は X 線回折分析や粒度分析などのために懸濁液のまま残しておく）。
6) 4）および 5）で乾燥させた試料は、メノウ乳鉢で粉末にし、カリウムとアルゴンの定量に供
する。試料の均質化のため、粉末化は丁寧に行う。ただし、過度に強い打撃による試料への
物理的ダメージにも留意する必要があるので、メノウ乳鉢で強くこすりすぎないようにする
必要がある。使用後のメノウ乳鉢はアルコールで湿らした清潔なウエスなどで強く拭うこと
によってへばりついた粉末を取り除くが、汚れが容易に取れない場合は、石英砂などを粉砕
することにより表面を洗浄する

22)。均質化した粉末は、薬包紙で作った漏斗などを用いてプ

ラスチック瓶などの容器に封入する。その際、静電気による粉末の飛散を抑えるため、容器
や薬包紙をあらかじめ U 字型イオナイザーキットなどの静電気除去装置にかけるなどの対策
を取る。
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図 2.4-1 2 L プラスチックビーカーでの水簸の様子
ビーカーの上に載せてあるシリコンチューブを用いてサイフォンにより上澄みを採取した後の写真。

図 2.4-2 250 ml ボトルが 4 本セットできるスイングローターを装着した遠心分離機（HITACHI
SCT5BB）
写真左手前に置いてあるのが 250 ml プラスチックボトル。

図 2.4-3 40 ml 遠沈管が 6 本セットできるアングルローター（写真右）を装着した遠心分離機
（SIGMA 3-30K、写真左）
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図 2.4-4 40 ml 遠沈管の底に濃集した試料（＜0.1µm フラクション）
SIGMA 3-30K（20,000rpm、3 時間）による遠心分離を行い、上澄みを捨てた後の試料の濃集状況。

図 2.4-5 濃集させた懸濁液の乾燥作業の様子
蒸発皿にテフロンシートを載せ、その上に懸濁液を落として乾燥させる。

2.5

X 線回折分析

断層ガウジの K-Ar 年代測定では、試料に含まれる鉱物の組成を事前に把握しておくことが重
要である。このため、分離した各フラクションに対して X 線回折分析を行う。特にイライトをは
じめとする層状粘土鉱物の同定が重要なので、鉱物同定にあたっては、粉末試料の不定方位分析
に加え、懸濁液をスライドガラス上で静置させた試料の定方位分析も行う。定方位試料は、2.4
の 4）および 5）で濃集させた懸濁液から、マイクロピペットで約 0.4 ml を分取してスライドガ
ラスの上に垂らし、マイクロピペットのチップの先で約 2 cm 四方に拡げた上で、40 ℃に設定し
た恒温乾燥器の中で乾燥させることにより作製する（図 2.5-1）。なお、あらかじめスライドガラ
スの質量を測定しておいた上で、試料を塗布・乾燥させた後に再度質量を測定し、スライドガラ
ス上に載った試料の質量を計算する。定方位分析において、スライドガラス上に載った試料の密
度は約 4 mg/cm2 以上になることが望ましいとされているので

23)、それより大幅に密度が小さく

計算される場合は、塗布する懸濁液の濃度を濃くする必要がある。
X 線回折分析では、イライトの有無と分量、および、イライト以外のＫ含有鉱物（カリ長石な
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ど）の混入の有無に着目して鉱物の同定を行う。X 線回折分析の設定は装置にも依存するが、層
状粘土鉱物の多くは低角側の回折角に大きなピークを持つので、主に低角側（例えば、CuKα2θ
＜40º）の X 線回折データを取得するようにする。東濃地科学センターにおける Rigaku Ultima IV
による分析の場合、断層ガウジの K-Ar 年代測定における定方位分析では、CuKαの X 線で D/teX
Ultra の検出器および Kβフィルターを使用し、
管電圧 40 kV、管電流 30 mA、発散スリット 0.5º、
発散縦制限スリット 10 mm、散乱スリット 8 mm、走査範囲 3～40º2θ、スキャンスピード 0.5º/min、
サンプリング幅 0.01º の設定で測定を行っている。
また、スメクタイトの同定のため、定方位試料をエチレングリコールで湿らせたものの分析 23）
も合わせて行う。この場合、無処理で定方位試料の分析を行った後、容器の底をエチレングリコ
ール溶液で満たしたデシケーター（密封容器）にスライドガラスを入れ、常温で一晩置く（スラ
イドガラスを蒸気にさらす）。翌日、スライドガラスを取り出してから速やかに再度測定を行う。
無処理およびエチレングリコール処理後のそれぞれの測定結果を比較することにより、スメクタ
イトの同定に加え、混合層鉱物（イライト／スメクタイトや緑泥石／スメクタイト）の有無を知
ることができる。混合層鉱物の同定や量比の計算に当たっては、NEWMOD©24)などのプログラ
ムを用いたモデル計算との比較も活用されることがある。
一方、粉末試料の X 線回折分析は、石英や長石などの砕屑鉱物の同定に加え、イライトのポリ
タイプの同定に利用することができる。ポリタイプとは、層状の鉱物の層の重なり方（周期や対
称性）の違いによってできる多形構造のことで、イライトも複数種のポリタイプを持つことで知
られている

25)26)。断層ガウジに含まれる自生のイライトの場合、1Md

型と 2M1 型のポリタイプ

のものを主体とし、1Md 型は 200℃を下回るような低温で、2M1 型は 1Md 型よりも高温の環境
で形成される 27)。断層活動に伴う熱水活動の場合は、1Md 型イライトの形成が主で、2M1 型イラ
イトは砕屑鉱物として解釈されることが多い 27)28)。断層ガウジに自生のイライトが有意に含まれ
る場合は、より細粒のフラクションほど 1Md 型イライトに富むはずである。イライトのポリタイ
プの同定にあたっては、CuKα2θ＝16～44º の間に各ポリタイプに特徴的なピークが検出される
ので、この区間を中心にスキャン時間をかけて測定を行う。東濃地科学センターでは、走査範囲
16～44º2θ、スキャンスピード 0.1º/min、サンプリング幅 0.01º の設定で測定を行っている（そ
れ以外の条件は上述の定方位分析の場合と同じである）。また、WILDFIRE©29)のような層状粘土
鉱物のポリタイプの同定・半定量ソフトを併用すると良い。分離した各フラクションのそれぞれ
の粉末について分析を行い、相互に対比することにより、粒度の変化に伴うイライトやその他の
K 含有鉱物の量比の変化を知ることができる。細粒のフラクションほど自生の 1Md 型イライト以
外の K 含有鉱物が減少し、最も細粒のフラクションでは K 含有鉱物として 1Md 型イライトしか
認められないとなれば、断層ガウジの K-Ar 年代測定による断層活動時期の推定としては理想的
な条件である。K 含有鉱物として 1Md 型イライトと 2M1 型イライトからなり、カリ長石などを
ほとんど含まない試料の場合は、WILDFIRE©で 1Md 型と 2M1 型のポリタイプの比率を各フラ
クションで計算した結果を横軸、各フラクションの年代値を縦軸にしてグラフ化し、外挿するこ
とにより、自生の 1Md 型イライトの年代を推定することも行われている 7)28)30)など。
以上の X 線回折法による鉱物同定の詳細については、専門の教科書例えば 23)31)を参照されたい。
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図 2.5-1 X 線回折分析のための定方位試料
懸濁液をスライドグラスに垂らして乾燥させたもの。

2.6

粒度分析

2.4 によるフラクション分離により、設定した粒度ごとに試料が分離・濃集されているかを確
認するため、各フラクションについてレーザー回折／散乱式粒度分布測定装置による粒度分析を
行う。東濃地科学センターにおける HORIBA LA-950V2 を用いた分析では、2.4 の 4）および 5）
で濃集させた懸濁液の一部をよく撹拌してマイクロピペットで導入することにより測定を行って
いる。粒度分布の計算に当たっては、粒子と媒質の屈折率の設定に留意する。断層ガウジの場合、
通常細粒のフラクションは粘土鉱物がほとんどとなるので、粘土鉱物（1.540）－水（1.333）の
設定としている。また、再現性を確認するため、1 試料あたり複数回測定を行うことが望ましい。
本装置で粒度分布データを得るためにはセル内の液の透過率が指定の範囲に収まることが必
要であるが、試料を分散させるため、装置に内蔵している超音波照射を 1 分程度行う。超音波照
射と測定を繰り返し、粒度分布が一定になってくることを確認する。なお、試料の凝集が激しい
場合は、分散剤として 0.2%ヘキサメタリン酸ナトリウム溶液を数滴加える。
0.1 µm を下回るような極細粒フラクションの場合、粒度分析結果が、実際のフラクション分
離の設定よりも粗粒側にシフトする場合が多い（図 2.6-1）。これは、極細粒フラクションのほと
んどを占める粘土鉱物の形状が板状ないし針状（棒状）で、粒子径が一様の球形と大きく異なる
こと、試料の凝集の可能性が十分に排除できないことなどが主な原因であると考えられる。
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試料 1
1                 ヨᩱ
試料 2
   ヨᩱ

図 2.6-1 HORIBA LA-950V2 による各フラクションの粒度分布測定結果の例
特に右の例の場合、＜0.1 µm フラクションが設定よりも粗粒側にシフトしている。

2.7

電子顕微鏡による観察

200℃を超えるような高温の熱水活動で長期間に形成されたイライトは平板状を示すのに対し、
より低温で短期間に形成されたイライトは針状（棒状）を示すと考えられている 30)32)33)。断層活
動に伴う episodic な熱水活動（断層に沿った熱水の流入）の場合は、針状のイライトが主に形成
されることが期待されるので、断層ガウジの K-Ar 年代測定により断層の活動時期を議論する場
合は、自生の針状のイライト（図 2.7-1）の有無を確認することが望ましい。針状のイライトは太
さが約 0.1～0.2 µm、長さも 2 µm 以下であることが多いので、走査型電子顕微鏡（SEM）や透
過型電子顕微鏡（TEM）による 1 万倍以上の高倍率の観察が必要である。
SEM の場合は、乾燥した断層ガウジ試料の破片を試料台に固定して蒸着することにより観察
する。蒸着は、金、炭素または白金により行う。金蒸着の場合、高倍率での観察では金の粒子が
目立ち観察を妨げる可能性があるので、数万倍以上の倍率での観察も行う場合は、炭素または白
金蒸着を採用する。SEM の操作は一般に容易であるが、水分の多い断層ガウジは、乾燥によって
組織が変形して粒子がつぶれてしまい、粒子単体の鮮明な画像が得られにくい点が難点である。
TEM の場合は、分離したフラクションの懸濁液を炭素支持膜の付いたマイクログリッドに滴
下し、風乾させたものを観察する（図 2.7-2）。風乾中に、粒子がマイクログリッド上で凝集して
粒子単体の観察に難がある場合は、水ではなくエタノールで薄めた懸濁液を調製して滴下する。
懸濁液中の粒子の濃度は、約 0.5 mg/cm3 が目安であるが、＜1 µm かそれ以上の粗粒のフラクシ
ョンの場合は、懸濁液中の粒子数が少なくならないようにするため、濃度をやや濃い目に調整す
る。
電子顕微鏡観察での鉱物種の同定は、形状観察に加え、エネルギー分散型 X 線分析による含有
元素に基づく同定も併用する。
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図 2.7-1 針状イライトの SEM（左写真）および TEM（右写真）画像
兵庫県の六甲断層（左写真の SEM）および岐阜県の跡津川断層（右写真の TEM）の断層ガウジから<1 µm フラ
クションを抽出して観察したもの。左写真の白矢印および右写真の黒矢印が針状イライト。

拡大像（光学顕微鏡）

懸濁液

図 2.7-2 TEM 観察のための試料調製過程
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3.
3.1

アルゴン分析

概要

アルゴン分析は、希ガス同位体分析用の質量分析計を用いて行う。大気中に含まれるアルゴン
の影響を極力防ぐため、試料からのガスの抽出、ガスの精製、そして分析を、連結された一連の
装置で行う。質量分析ではイオンの飛程を確保するため質量分析計内を真空に保つ必要があるが、
これに加え、分析対象のガスの量が少ないため、アルゴン分析用の装置の内部は 10-7 Pa 以下の
極高真空に保つ必要がある 34)。
アルゴン分析装置は、試料抽出用の抵抗炉、精製装置、そして分析用の質量分析計から構成さ
れる（図 3.1-1）。抵抗炉内のるつぼに投下された試料は加熱融解され、その際に含むガスを放出
する。この段階のガスは、アルゴンのほか、多量の水や炭酸ガスなどを含む。このガスはチタン・
ジルコンゲッターに曝され、800℃のチタン表面で炭化水素が分解され、チタン表面が室温に冷え
る過程で活性分子が除去される。この段階を経たガスは希ガスと水素が主成分となるが、チタン・
ジルコンゲッターを室温に冷却することにより、チタンに水素を吸収させて水素を除去する
その後ガスは高温の NEG ポンプでさらに精製され

35)。

36)、通常活性炭トラップにより一度精製装置

内に回収された上で、室温の NEG ポンプで水素を除去された後、質量分析計に導入される。こ
の時の圧力は 10-5 Pa 程度である。

図 3.1-1 アルゴン分析装置の概略図
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抵抗炉 TH-250 は 2,000℃強までの加熱が可能な真空抵抗炉である。構造は大きくヒーター部
と炉心部に分かれ、炉心部は金線でシールされたタンタル炉心管とステンレス製水冷マニホール
ドによって外部から遮断され、内部は精製装置と同程度、10-7 Pa 程度まで排気される。ヒーター
部もヒーターの酸化や熱の散逸を防ぐため 10-5 Pa 以下に排気される。上部にガラス製のサンプ
ルホルダー（通称クリスマスツリー）が取り付けられており、8 本ある枝に収納された試料を、
同じく枝内にある鉄片（鉄製ねじ）を磁石で操って、一個ずつ炉心に設置されたモリブデン製る
つぼに投下する。加熱温度は試料により異なるが、標準試料として用いる火成岩由来の鉱物の場
合は 1,700℃、断層ガウジ試料の場合は 1,500℃である。加熱時間は 30 分であるが、ヒーターの
変形を防止するため昇温に 30 分程度かけるため合計 1 時間前後となる。加熱温度および加熱の手
順は TH-250 に内蔵されたシーケンサーで制御される。ジャケットが高温に耐えられないことや
電極を冷却するため、冷却水が供給される。この冷却水が止まった場合や、真空ポンプが止まっ
た場合、加熱部分を破損する恐れがあるため、ヒーターの電源は水流センサーに、またヒーター
の電源はターボ分子ポンプの電源に連動し、異常が発生した場合には自動的に停止し、警報が鳴
るようになっている。
サンプルホルダーに試料を収納する際には、サンプルホルダーおよび抵抗炉の炉心部を大気に
曝すことになる。また試料自体にも、大気が付着している。これらの大気は、試料を加熱融解す
る際に放出されて分析を妨害するほか、常温でも少しずつ放出されて精製装置を汚染してしまう。
このため、サンプルホルダーに試料を収納した後は、サンプルホルダー、精製装置の一部、炉心
部を加熱脱ガスする。
希ガス質量分析計 Micromass VG5400 は、測定する同位体をピークジャンプで測定する磁場
型電子イオン源質量分析計である。質量分析計に導入されたガスは電子イオン源でイオン化の後
に加速、収束され、分析用電磁石の作る磁場に導入される。分析用電磁石の磁場強度を適切に設
定することで、特定の m/z を持つイオンビームをコレクターに配置された検出器に入射できる。
本質量分析計は検出器を三種類有しているが、複数の検出器を同時に用いた計測には対応してい
ない。アルゴンの安定同位体は 36Ar、38Ar、40Ar の三つであり、順番に磁場強度を切り替えて（ピ
ークジャンプ）、これらの同位体に対応するイオンビームの強度を測る。通常、質量分析計内のガ
ス量はイオン化されたガスが配管の壁に打ち込まれることで減少していくため、一つの同位体に
つきイオンビームの強度を 10 回測り、回帰切片を求めてイオンビーム強度の代表値としている。
検出器はファラデーカップ 37)、Daly 検出器 38)、電子増倍管 39)40)である。40Ar とそれ以外の同位
体の量には数百倍、時には数万倍に及ぶ差があり、増幅器のゲインや測定上限、ノイズレベルの
制約から、一つの検出器ではすべての同位体についてのイオンビーム強度を測定できないことが
ある。このため検出器を相互に校正した上で、40Ar はファラデーカップを用いて、他の同位体は
他の検出器を用いて測定することがある。以下で希ガス質量分析計のイオンビーム強度測定値に
触れる場合、同位体と使用した検出器を組にして、例えば 40Ar（ハイファラデー）のように示す。
括弧内が検出機構で、ハイファラデー（ファラデーカップ検出器のみ高質量側にずれたところに
設置されているのでこう呼ばれる）、Daly、IC（イオンカウント、電子増倍管の感度を極限まで
上げ、イオンが飛び込むことによるパルス状の電流を高速なカウンタで数えることでイオンビー
ム強度を測定する）38)39)40)41)42)の三種類になる。
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アルゴン分析においては、未知試料のほかに、大気組成の標準ガスと放射起源

40Ar

量既知の

標準試料を分析する。これらは、質量分析計の同位体差別や分析手順の健全性を評価するほか、
質量分析計の感度を求めるためにも使われる。質量分析計は一般に感度の安定性に欠けるため、
多くの場合、特定の同位体のみ（アルゴンであれば通常 38Ar）を濃集した既知量のガス（スパイ
ク）を添加し、そのガスのイオンビーム強度との比較で目的とする同位体のイオンビーム強度を
求める（同位体希釈法）22)。しかしながら、使用するスパイクの絶対量をあらかじめ高い確度で
決定しておくことは、同位体比を高い精度で測定するのに比べて容易ではない。また、スパイク
として未知試料に添加されることにより、スパイクとして加えた同位体の元の量に関する情報は
失われてしまう。さらに、スパイクには他のアルゴン同位体も微量ながら含まれている。これら
の理由により、放射起源 40Ar の量の少ない年代の若い試料（年代約 100 万年前以降；カリウム濃
度次第で前後する）の分析に支障が生じる 41)。通常、試料とする鉱物は生成時に周囲のアルゴン
を取り込む。この組成は大気に等しいというのが、K-Ar 年代測定における一般的な仮定である。
しかし、少なくとも火山岩について、この捕獲されたアルゴンが質量分別していることが指摘さ
れている 43)44)45)。捕獲された 40Ar に対して放射起源 40Ar が十分多い状況では問題とならないが、
40Ar/36Ar

比が 300 に近い（大気中の Ar 同位体の存在比に近い）場合、数パーセントの初生同位

体比の違いが大きな影響を与える。初生同位体比をシステマティックに補正するには、初生
38Ar/36Ar

比を測って初生 40Ar/36Ar 比を補正するが、スパイクにより 38Ar が上書きされてしまう

同位体希釈法では初生

38Ar/36Ar

比を求めることができない

44)45)。またスパイクの組成自体につ

く誤差が、非放射起源 40Ar が全 40Ar の 80%を超える場合は無視できなくなる 43)。このため、若
い火山岩では既知試料を用いて質量分析計の感度を別に求め、その感度を使って 40Ar の量を決め
る感度法（ピーク値比較法）44)が有利とされる。Micromass VG5400 は感度の安定性の良い装置
であり、また断層の活動性評価では 100 万年より若い試料を扱うことがありうるため、東濃地科
学センターでは感度法での分析を行っている 46)47)48)。感度法においては、頻繁に既知量の試料を
分析して装置の感度を調べることになる。現状では、最低一日に一度、大気組成の既知量標準ガ
スを測定している。また一ヶ月につき数個の放射起源 40Ar 量既知の標準試料を測定し、正しく放
射起源 40Ar 量を求められていることを確認している。
3.2

試料の作製

アルゴン分析用試料は、2.4 で述べた手法により作製した各フラクションの試料を適量（3.2.2
で後述）取り、銅箔で包むことで作成する。銅箔で包むのは単にサンプルが散逸、混合してしま
うのを防ぐためであり、例えば火山ガラスの塊のような、散逸のしようがない試料であれば、梱
包の必要はない。
3.2.1

銅箔の作成

市販の銅箔（Nilaco 製）をハサミで切り、2.5 cm 角のものと 2.5×5 cm 角のものを同数用意
する。作成時には汚れを防ぐため、手袋をし、使うハサミの刃はエタノールでよく拭う。作成し
た銅箔は、ビーカーに入れ、エタノール中で 10 分間超音波洗浄する。
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3.2.2

試料の計量と梱包

まず 2.5 cm 角の銅箔を電子天秤で計量する。次に薬包紙に適量の試料を取る。計量した銅箔
を折りたたんで袋を作り、そこに薬包紙から試料を入れる。銅箔の袋を閉じた後、全体を電子天
秤で計量し、これと銅箔の質量の差を試料質量とする。さらに 2.5×5 cm 角の銅箔を折りたたん
で袋を作り、2.5 cm 角の銅箔で作った袋（試料入り）を中に入れて閉じる。これを測定試料とす
る。なおこの際、試料を入れない 2.5 cm 角の銅箔の包みだけのものも用意し、計量しておく。
試料の質量は

40Ar

の量を見積もって決めることになるが、現時点の値としては、イライトが

多い断層ガウジ試料で 10 mg 程度、イライトが少ない断層ガウジ試料で 20 mg 程度である。放射
起源 40Ar 量既知の標準試料 SORI9349)では 10 mg 程度である。
銅箔の 40Ar 量は 7.156±0.035×10-8 cm3STP/g、40Ar/36Ar 比は 297.13±0.83 であり、若干重
い同位体が増える方向に質量分別している。なお、STP は標準状態（standard temperature and
pressure）のことである。
3.3

試料のローディングとベーキング

3.3.1

試料の導入（ローディング）

作製した試料をサンプルホルダーに収納する。最初に新品のるつぼとモリブデン板、金線のリ
ングを用意し、モリブデン板を図 3.3-1 のように加工してスリーブを作る。るつぼとスリーブ、
金線のリングは、エタノールで 10 分間超音波洗浄した上で乾燥しておく。なお洗浄済みのものは
素手で触らないよう、ビニール手袋をして扱う。

図 3.3-1 モリブデンスリーブ
次に、アルゴン分析装置のバルブ V21（以下、V0～V42 は図 3.1-1 上のバルブを示す）を閉め
た上でサンプルホルダーを抵抗炉から取り外し、続いて手袋をしてマニホールドを取り外して分
解、炉心管の中のるつぼを取り出す（図 3.3-2）。取り出せない場合、または炉心管上部のシール
面に金線が食い込んでいる場合は、炉心管ごと交換することになる。炉心管は水道水ですすぎな
がらブラシで磨いた上で、超純水で一度すすいだ後エタノールでよく洗って乾燥しておく。

図 3.3-2 モリブデンるつぼ
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取り外したサンプルホルダーは洗浄する必要がある。サンプルホルダーは、以前の測定の際に
吹き上がった銅が蒸着するなどして汚れている。0.5 規定の硝酸を 50 ml 用意し、まず 25 ml を
サンプルホルダーに注ぎ、全体にまんべんなく回して洗浄する。これを捨てた上で、もう一度、
残りの 25 ml を注ぎ、やはり全体に回して洗浄する。これで蒸着した銅は剥がれるはずであるが、
残るようであれば、試験管ブラシでこすって落とす。なお硝酸の廃液は廃液入れに捨てる。次に
超純水をサンプルホルダーに注ぎ、全体に回して洗浄する作業を 3 回繰り返す。最後にエタノー
ルを注ぎ、同様に全体に回して洗浄する。これで洗浄は終わりであるが、サンプルホルダーは構
造上乾きにくいので、乾燥機に入れ、70℃で 3 時間乾燥する。
続いて、炉心を組み立てる。マニホールドを抵抗炉の手前側のボルトの突き出た台に、サンプ
ルホルダーを取り付けるポートを下にして固定する（図 3.3-3）。この時タンタル炉心管を取り付
ける面が上側に来ているはずである。洗浄したるつぼとスリーブを組み立ててタンタル炉心管に
入れる。マニホールドの中央の穴が中心に来るように金線リングを置き、タンタル炉心管、固定
用リングの順で重ね、固定用リングの穴を通してボルトを仮締めする。トルクレンチを 15 Nm 程
度に設定し、ボルトが回らなくなるまで、均等にボルトを締める。これで組み立てが完了したの
で、マニホールドを抵抗炉に取り付ける。コンフラットフランジは、新品の銅のガスケットをエ
タノールで拭った上で、同じくエタノールで拭ったエッジの上に、フランジに収まるように置き、
挟み込むように対面側のフランジをかぶせ、その状態でボルトを均等に締める。また冷却水配管
をマニホールドの配管に取り付ける。

図 3.3-3 組みあがった炉心（白矢印の細長い部分）とマニホールド（点線で囲った部分）

- 19 -

JAEA-Testing 2017-001
2017-001

サンプルホルダーへの試料の収納は、次の手順で行う。まず、ローディング用器具とピンセッ
トをエタノールでよく拭く。次に、試料移動用の鉄片を収納する。ローディング用器具上部のく
ぼみに鉄片を置き、片手でサンプルホルダーを持ち、若干手前側に傾け、サンプルホルダーにロ
ーディング用器具を挿入し、枝に差し掛かったところでローディング用器具の針金を押し込む。
これで鉄片が枝に落ちるはずである。各枝に一個ずつ鉄片を入れたら、同様に試料を入れる。3.2
で説明した手順で作成した試料であれば、各枝に 4 個程度の試料が入る。試料を収納したら、サ
ンプルホルダーを抵抗炉に取り付ける。
3.3.2

真空引きの開始とサンプルホルダーのベーキング

まず V14 を閉めた上で、精製装置のターボ分子ポンプを停止する。V21 を開けると、ピラニ
ーゲージが大気圧に近い圧力を示し、オイルロータリーポンプから振動するような音がするはず
である。ピラニーゲージが 0.4 Pa 以下を示すまで、オイルロータリーポンプで排気を行う。断層
ガウジ試料を入れた場合で 30 分ほどを要するが、10 分以上経過してもオイルロータリーポンプ
から音がする場合や、なかなか圧力が下がらない場合は、大気が漏れこんでいる可能性がある。
漏れ探しの方法については専門の書籍例えば

50)に譲るが、コンフラットフランジやタンタル炉心管

とマニホールドの間で漏れていることが多い。コンフラットフランジであれば、漏れているコン
フラットフランジを増し締めすることで圧力が下がる場合がある。タンタル炉心管とマニホール
ドの間であれば、抵抗炉の真空ポンプを起動することで圧力が下がる。
圧力が 0.4 Pa 以下に下がったら、精製装置のターボ分子ポンプを起動する。コントローラー
の表示が 100%になれば、通常問題ない。この状態で一晩真空引きを行う。表示が 100%にならな
い場合や安全装置が働いてポンプが止まってしまう場合は、どこかが漏れている可能性がある。
引き続いて、サンプルホルダーの加熱脱ガス（ベーキング）を行う。サンプルホルダーとマニ
ホールドにテープヒーターを巻き付ける（図 3.3-4）。サンプルホルダーにヒーターを巻く際は、
全ての試料がテープヒーターで隠れるように、かつテープヒーターが重ならないように巻き付け
る。サンプルホルダーに巻いたテープヒーターは温度コントローラー（図 3.3-5）に、マニホール
ドに巻いたテープヒーターはスライドトランス（図 3.3-6）につなぐ。温度コントローラーの温度
プローブをサンプルホルダーに巻いたテープヒーターの隙間に差し込む（図 3.3-7）。できるだけ
温度が高くなりそうなところに差し込むのがよい。その上で、サンプルホルダーとマニホールド
に保温のためにアルミホイルをかぶせ、全体をくまなく覆うようにする（図 3.3-8）。次に、抵抗
炉の冷却水が止まっていることを確認した上で温度コントローラーの電源を入れ、温度を 25℃に
セットする。マニホールドに巻いたテープヒーターを制御するスライドトランスを 90 V にセット
する。精製装置のヒーターコントローラーのうち 3 系統と 4 系統のスイッチを入れ、その温度コ
ントローラーを 70℃にセットする。以後温度が安定するのを見計らいつつ、温度を徐々に上げ、
サンプルホルダーは 47℃、ヒーターコントローラーの 3 系統と 4 系統は 150℃にする。温度を上
げきったら 1 日～2 日その状態を保持し、ベーキングする。

- 20 -

JAEA-Testing2017-001
2017-001
JAEA-Testing

図 3.3-4 テープヒーターを巻いたサンプル

図 3.3-5 温度コントローラー

ホルダー

図 3.3-7 温度コントローラーのプローブ
（矢印）の設置

図 3.3-6 スライドトランス

図 3.3-8 アルミホイルを巻いたサンプル
ホルダー
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3.3.3

抵抗炉炉心のベーキング

サンプルホルダーのベーキングに引き続き、抵抗炉炉心のベーキングを行う。抵抗炉の冷却水
を流し、ポンプを順次起動した上で 20 分待つ（3.4 抵抗炉の使い方参照）。抵抗炉の圧力計のフ
ィラメントを点灯して圧力が 10-3 Pa 程度ないしはそれ以下になるようであれば問題ない。この
間に、精製装置のヒーターコントロールの 3 系統および 4 系統の温度コントローラーの設定値を
100℃に下げておく。
抵抗炉を手動制御とし、ヒーターのスイッチを入れ、5 分ごとに二次側電流を 50 A ずつ、270
A まで増やす。概ね 30 分で 270 A に達する。このまま 6 時間ベーキングを行う。
6 時間経過したら数分かけて二次側電流を 0 A に落とし、ヒーターのスイッチを切る。その後
サンプルホルダー加熱用の温度コントローラーと精製装置のヒーターコントローラーの 3 系統と
4 系統の電源を切り、マニホールド加熱用のスライドトランスを 0 V とし、テープヒーターをス
ライドトランスから外す。このまま一晩冷却する。
3.4

抵抗炉の使い方

抵抗炉はヒーターの稼働している時は監視が必要な装置である。特に冷却水が途切れるとヒー
ターが溶けるといった事態を招くため、水流センサーが内蔵されており、冷却水が途切れるとヒ
ーターの稼働が停止し警報が鳴るようになっている。このため、高温にしているときは、極力目
を離さないようにする必要がある。
抵抗炉は、前述のようにヒーター部と炉心部に分かれる。ヒーター部は抵抗炉付属の真空ポン
プで排気されているが、炉心部は精製装置の真空ポンプで排気される。ヒーター部の真空を監視
するため、ピラニーゲージとイオンゲージが備わっている。イオンゲージが 10-3 Pa 以下を示し
ているなら問題ない。なおイオンゲージのゲージ球はガラス球であるので、破損しないよう注意
する必要がある。ヒーターに流れる電流値は、二次側電流のデジタル表示器に表示される。
3.4.1

抵抗炉の起動

冷却水循環装置のスイッチを入れ、RUN ボタンを押す。一番下のパネルにあるブレーカーを
入れる。これでシーケンサーの液晶タッチパネルが点灯し、プログラムが動き始める。なお何ら
かの理由で冷却水が流れていない場合、警報システムが有効になった時点で警報が鳴る。この場
合、液晶タッチパネルに警報内容が表示されるので、それを確認の上対処する。警報の解除は、
通常ブザーボタンを何度か押すことで行うが、それで解除されない場合は、液晶モニタ左下の「警
報」メニューに入ると、解除のボタンがある。ただし警報の原因自体が除去されていない場合、
解除しても再度警報が鳴る。その場合は同じところに「ブザー停止」というボタンがあるので、
それでブザーだけ止める。
正常に起動すれば、液晶タッチパネルに「排気運転を行ってください」と表示される。左上に
ある 4 個のボタンのうち、RP と FV のボタンを順番に押す。これでオイルロータリーポンプが作
動し、抵抗炉のヒーター部全体が排気され始める。液晶タッチパネルの下左側にあるピラニーゲ
ージのメーターが 1 Pa 未満になるまで待ち、その後 TMP のボタンを押してターボ分子ポンプを
起動する。これで「排気運転を行ってください」という表示が消え、動作モード選択の表示にな
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る。この状態で 20 分待ち、イオンゲージのフィラメントを点灯する。表示される圧力が 10-3 Pa
台なら問題ない。
3.4.2

抵抗炉の停止

TMP のボタンを押してターボ分子ポンプを停止し、下部のコントローラーの表示が「テイシ」
となるまで待つ。
イオンゲージが 10-2～10-1 Pa になっていることを確認してフィラメントを消す。FV、RP の
ボタンを順番に押して排気を停止し、一番下のパネルにあるブレーカーを切る。これで抵抗炉が
停止する。
最後に、冷却水循環装置の RUN ボタンを押して循環を停止した上で、冷却水循環装置のスイ
ッチを切る。
3.4.3

ヒーターを稼働する前の点検

自動運転であれ手動運転であれ、ヒーターを稼働する場合は、まず電極とジャケットの間に導
通がないことを確認する。導通があった場合、内部でヒーターが変形して、周囲のシールドに接
触している可能性があるので、すぐに抵抗炉を開けて確認しなければならない。
3.4.4

自動運転

動作モードの選択画面で、「自動」を選択する。これで自動運転モードの画面になるので、画
面左側にあるカーソルキーを押して三つあるプログラムのうち一つを選んで、
「開始」ボタンを押
すと、自動運転が開始される。通常そのまま停止するまで動かすが、中断する場合は「停止」ボ
タンを押す。左下の「動作モード」ボタンを押すと、動作モード選択画面になる。
プログラムは、1 が火山岩試料用の 1700℃設定、2 がベーキング用の 1800℃設定、3 が断層
ガウジ試料用の 1500℃設定である。
3.4.5

手動運転

動作モードの選択画面で「手動」を選択すると、「手動」がハイライトされ、手動運転モード
になる。制御は、ヒーターボタンとその下のポテンショメーターで行う。ヒーターボタンを押す
とヒーターの電源が入り、その状態でポテンショメーターを反時計回りに回すとヒーターに流れ
る電流が増えていく。ただし少し遊び（操作が実際の作動に影響しない範囲）が設定されており、
その範囲内では電流値が 0 のままである。
3.5

チタン・ジルコンゲッター

試料中の不要な炭化水素を分解するチタン・ジルコンゲッターは、チタンとジルコンの板を真
空に封入したもので、ヒーターで 750～850℃程度に加熱して使う。通常加熱した状態にして脱ガ
スさせておき、使用するときは加熱した状態でガスを導入して活性分子を熱分解させた上で、温
度を室温に下げ、熱分解によりできた水素を吸収させる。使用後は、再度加熱して吸収した水素
を吐き出させる。このため使用後加熱すると圧力が上がることになる。加熱および冷却には、そ
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れぞれ 10 分をかける。
3.6

Noblegas Software による操作

Noblegas Software は、Micromass VG5400 でアルゴン同位体分析を行う際に操作するソフト
ウェアである。測定用のパソコンの電源を入れると、自動的に Noblegas Software が立ち上がり、
メインメニュー画面になる。本ソフトウェアは、Microsoft WindowsⓇ 95 上で作動しているが、
MS-DOS プログラムである。メインメニューからの機能選択は、ファンクションキー（F1 から
F10）もしくは Esc キーを押すことで行う。
測定を行うには、メインメニュー画面で F6 を押す。機能名は Sample Analysis である。Sample
Analysis 機能に入ると、まずマグネットコントローラーの設定を確認する表示が出るので、通常
は Y を押す。
次にプロシージャーを選択する。F1 を押すと「Enter the name of procedure?」と表示される
ので、AR-6HD（試料測定および標準ガス測定の場合）もしくは AR-B5HD（ホットブランク測
定の場合）と打ち込み、Enter を押す。再度同じ表示が出るので、Enter のみを押す。これは、
複数のプロシージャーを続けて実行できるようになっているためで、プロシージャー名を入力せ
ずに Enter のみを押すと次の入力内容に移る。
「Send data to printer? Y/N」と表示されるので、Y を押す。次の二つの確認は Enter のみを
押す。
「Measure background for each peak? Y/N」は N を押す。次に分析結果を書き込むファイ
ル名を聞かれるので、ファイル名を入力する。次に測定の識別名を聞かれるので、3.7.2 や 3.8.4
で示すような識別名を入力する。これで測定準備が始まり、ガスを導入できる状態になると
「Admit sample」と表示され、下部に「F1 New Sample」、
「F2 Old Sample」と表示される。
V1 を開けてガスを導入すると同時に、F1 を押して測定を開始する。測定を開始してまず行う
のは、ピークセンタリングである。画面上に一定の質量範囲を走査した結果が表示され、縦線の
カーソルでピーク中央の候補が表示されるので、問題がなければ F10 を押す。位置を修正したい
場合は F1 を押すと、カーソルが方向キーで左右に動かせるようになるので、ピーク中央と考え
られる位置にカーソルを動かし、再度 F1 を押す。なお、画面はピークの高さに合わせてスケー
リングされることはないので、走査中に適切なスケールに調整しなければならない。通常 36Ar（ハ
イファラデー）と 38Ar（ハイファラデー）が 10 mV レンジ、40Ar（ハイファラデー）が 10 V レ
ンジ、36Ar（Daly）が 10 mV レンジ、38Ar（Daly）が 1 mV レンジでよい。標準ガスの場合は、
40Ar（ハイファラデー）のレンジは変わらないが、36Ar（ハイファラデー、Daly）のレンジが

100

mV、38Ar（ハイファラデー、Daly）のレンジが 10 mV である。ただしレンジ合わせを行っても、
すでに描画された部分は再描画されない。レンジ調整は、レンジを大きくする場合 F2、小さくす
る場合 F1 を押す。
ピークセンタリングが終わると、ビームを順次切り替えての測定が始まる。以後、特に問題が
なければ測定が終わるまで待つ。ピークセンタリング終了後、測定が終了するまでは 30 分程度か
かる。
Noblegas Software を 終 了 す る 際 は 、 メ イ ン メ ニ ュ ー 画 面 で Esc キ ー を 押 す 。「 Exit
programme? Y/N」と表示されるので、Y を押すと、画面の背景が黒くなり、白字でメッセージ

- 24 -

JAEA-Testing2017-001
2017-001
JAEA-Testing

が表示される。ここで Ctrl キーと C を同時に押すと、Microsoft WindowsⓇ 95 のデスクトップ
の画面になる。パソコンを停止する場合は、ここで Start メニューから Shutdown を選ぶ。
3.7

標準ガス測定

標準ガスの測定では、既知量の標準ガスをピペットで汲み出し、適切に薄めて分析する。この
時点では質量分析計に導入する直前の圧力が 1.9×10-5 Pa 以下であれば問題ない。標準ガスは、
作製時にチタン・ジルコンゲッターで精製されている。このため NEG ポンプ（図 3.1-1 において、
区間 D の GP1 と区間 C の GP2）による精製のみでよい。
3.7.1

標準ガスの汲み出し

V21 を閉めて抵抗炉を切り離し、チタン・ジルコンゲッターを室温にした状態で、ピペット内
を 2 分間排気する。V19 と V20 に囲われた部分がピペットである。まず V13 を閉めて活性炭ト
ラップを切り離し、V9 を閉め、V14 を開けることで図 3.1-1 の区間 D をターボ分子ポンプ側に開
放する。V20 が閉まっていることを確認した上で V19 を開け、2 分間待つ。V19 を開けた時に、
IG3 が若干反応するはずである。
V19 を閉めて V20 を開け、標準ガスを汲み出す。ここでも 2 分間待つが、待っている間に IG3
のフィラメントをオフにし、V12、V7、V14 を閉めておく。
汲み出した標準ガスを区間 E～F に広げる。V16 を閉め、V20 を閉め、V19 を開ける。ここで
も 2 分間待つ。
3.7.2

精製

標準ガスの精製は、次の手順で行う。
1) V17 を閉め、V14 を開け、1 分間待つ。これで区間 E にあった標準ガスが区間 D に広がる。
V14 を閉める。
2) V12 を開け 2 分間待つ。これで GP1 により標準ガスが精製される。待っている間に、IG2 の
フィラメントをオフにし、V2 を閉めておく。また V16 と V17 を開けて、区間 E～F とピペ
ットを排気しておく。
3) V12 を閉め、V9 を開け、1 分間待つ。これで区間 D にあった標準ガスが区間 C に導入され
る。
4) V9 を閉めて V7 を開け、2 分間待つ。これで GP2 により標準ガスが精製される。その間に
V19 を閉め、V14 を開けて D 区間を排気しておく。
5) Noblegas Software の設定をしておく。プロシージャーファイルは AR-6HD、データファイ
ル名は AS1-XXXa （XXX は汲み出し回数）である。識別名は、YYMMDDNN の 8 文字で、
YY が西暦の下 2 桁、MM が月、DD が日、NN がその日何回目の測定であるかを示す番号で
ある。
3.7.3

希釈と測定

V7、V16 を閉め、V9 を開け、１分間待つ。これで区間 C にあった標準ガスが区間 D に広が
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り、標準ガスが希釈される。その間に V21 を開け、チタン・ジルコンゲッターを加熱しておく。
次に、IG2 のフィラメントを点灯し、圧力を確認したらすぐにフィラメントを消す。すぐに消
さないと真空計がガスを吸ってしまう。圧力が目標の値になっていれば成功なので、V9 を閉め、
V40 を閉め、V1 を開け、すぐに Noblegas Software での測定を開始させる。
ピークセンタリングが終わったら V1 を閉め、V2 を開けてガスを排気する。V7、V9、V12、
V13 も開ける。
圧力が目標値から大きくずれている場合、あるいはピークセンタリング中の表示で

40Ar

のビ

ーム強度に著しい異常がある場合は、どこかの手順で間違いをしている可能性が高いので、測定
を中止し、最初からやり直す。
測定が終了したら、V44 を開けて質量分析計を排気する。
3.8

ホットブランク測定

ホットブランクの測定では、抵抗炉の温度を上げた状態でのバックグラウンドとなるガス（ホ
ットブランク）の量・組成を測定する。試料を入れないことを除いては試料測定と同じである。
3.8.1

ホットブランク抽出

V16、V17、V21 が開いているのを確認する。直前に標準ガスの測定を行っている場合は、V19
が閉まっていることも確認する。
V17 を閉め、抵抗加熱炉のプログラムの 3 を選択し、運転を開始する。自動的に温度が上がっ
てから下がり、ヒーターが切れるのを 1 時間ほど待つ。その間にデュワーに液体窒素を入れてお
く。
3.8.2

チタン・ジルコンゲッターによる精製

ヒーターが切れたら、チタン・ジルコンゲッターを室温にする。室温になるのを待っている間
に、V13、V9 を閉め、V14 を開け、活性炭トラップのヒーターを外し、活性炭トラップを液体窒
素で冷却する。また、お湯を 1 L 程度沸かしておく。
3.8.3

NEG ポンプによる精製とアルゴンの捕集

チタン・ジルコンゲッターが室温になったら、V12 と V7 を閉め、IG3 のフィラメントを消し、
V16 を閉め、V17 を開ける。これで E～G 区間にあったホットブランクが D 区間に導入される。
すぐに V12 を開け、10 分待つ。
IG3 のフィラメントを点灯し、圧力を確認したらすぐにフィラメントを消す。すぐに消さない
と真空計がガスを吸ってしまう。この時の圧力が 10-3 Pa 台ないしはそれ以上の場合は、チタン・
ジルコンゲッターによる精製に失敗している。チタン・ジルコンゲッターを再度加熱し、精製を
行うことで回復できる場合もあるが、試料からガスが出続けている場合は回復できない。
2 分待って再度 IG3 の圧力を確認し、最初の確認時と比較して圧力の下がり幅が 1×10-5 Pa
以上の場合は、下がり幅が 1×10-5 Pa 以下になるまで、2 分間隔で IG3 を確認しつつ待つ。
圧力の下がり幅が 1×10-5 Pa 以下になったら、活性炭トラップが液体窒素にしっかり浸ってい
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ることを確認し、V13 を開け、15 分待つ。これで D～G 区間にあるアルゴンが活性炭トラップに
捕集される。待つ間に IG2 のフィラメントを消し、V2 を閉めておく。
3.8.4

測定

ホットブランク測定の前に、再度 NEG ポンプによる精製を行う。V12、V14 を閉め、V9、V7
を開ける。活性炭トラップから液体窒素の入ったデュワーを取り外し、活性炭トラップにお湯を
かける。霜が取れたら、活性炭トラップについた水滴を拭い、ヒーターを取り付け、5 分待つ。
これで、活性炭トラップに捕集されたアルゴンが C～D 区間に広がり、GP2 で精製される。待つ
間に V16 を開け、E～G 区間を排気しておく。
また、Noblegas Software の設定をしておく。プロシージャーファイルは AR-B5HD、データ
ファイル名は HYYMMDDN である。YY が西暦の下二桁、MM が月、DD が日、N がその日何回
目のホットブランク測定であるかを示す番号である。識別名は、YYMMDDNN の 8 文字で、YY
が西暦の下 2 桁、MM が月、DD が日、NN がその日何回目の測定であるかを示す番号である。
精製後、IG2 のフィラメントを点灯し、圧力を確認したらすぐに消す。圧力は 10-6 Pa 台のは
ずである。さらに 2 分待ち、再度、IG2 のフィラメントを点灯し、圧力を確認したらすぐに消す。
V44 を閉め、V1 を開け、すぐに Noblegas Software での測定を開始させる。
ピークセンタリングが終わったら V1 を閉め、V2 を開けてガスを排気する。V7、V9、V12、
V13 も開ける。またチタン・ジルコンゲッターを加熱する。
測定が終了したら、V44 を開けて質量分析計を排気する。
3.9

試料測定

試料の測定では、試料に含まれる既知または未知の組成のガス（試料ガス）の量・組成を測定
する。
3.9.1

試料ガス抽出

V16、V17、V21 が開いているのを確認する。直前に標準ガスの分析を行っている場合は、V19
が閉まっていることも確認する。
V17 を閉め、サンプルホルダー内の磁石を操って試料を炉心に投下する。以下ホットブランク
測定と同様にガスの抽出、チタン・ジルコンゲッターおよび NEG ポンプによる精製、アルゴン
の捕集を行う（3.8.1～3.8.3 参照）。区間 C での NEG ポンプによる精製（3.8.4 参照）が終わっ
たら、3.9.2 に示すように圧力の確認を行う。
3.9.2

圧力の確認

IG2 のフィラメントを点灯し、圧力を確認したらすぐに消す。圧力が 10-3 Pa 台以上の場合は
精製に失敗したか、試料の量が多すぎ（これも失敗とみなすべき）である。圧力が 1×10-3 Pa 未
満であればさらに 2 分待つ。
再度、IG2 のフィラメントを点灯し、圧力を確認したらすぐに消す。圧力が 4×10-5 Pa より大
きい場合は 3.9.3 で説明するように希釈しなければならない。希釈する必要がない場合は 3.9.4 に
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示す測定に進む。
3.9.3

希釈

試料ガスが多すぎる場合は、質量分析計が

40Ar

のイオンビーム強度を測定できないので、測

定できる程度に希釈する。目安は試料ガスが区間 C～D にある場合の IG2 で 4×10-5 Pa である。
通常

36Ar

分析では

は測定できるので、一度試料ガスを質量分析計に導入して分析を行った上で（この

40Ar

は測定できない）、ガス量によって、区間 C～D、区間 D、GP2 などに取り分けた

ガスを測定し、36Ar のイオンビーム強度の比から希釈率を決める。区間 C～D に残ったガスを使
う場合希釈率は概ね 3 倍程度、区間 D では 6 倍程度、GP2 では 10 倍程度である。
3.9.4

測定

V44 を閉め、V1 を開け、すぐに Noblegas Software で試料の測定を開始する。
ピークセンタリングが終わったら V1 を閉め、V2 を開けてガスを排気する。V7、V9、V12、
V13 も開ける。またチタン・ジルコンゲッターを加熱する。
測定が終了したら、V44 を開けて質量分析計を排気する。
3.10

銅箔のブランク測定

試料作製の際に、空の銅箔包みを用意しておく。試料としてそれを投入し、通常の試料と同じ
手順で測定する。プロシージャーファイルも試料測定の際と同じ AR-6HD でよい。試料や標準ガ
スの測定の場合と異なり、希釈を行う必要はないはずである。
3.11

測定後の抵抗炉炉心のベーキング

ガスを抽出し終えた炉心にはガスがなくなっているのが理想であるが、若干のガスが蓄積して
しまうことが一般的である。このため、試料の分析を行うごとに炉心の温度を試料ガス抽出時よ
り高くまで上げ、脱ガスを図る。
抵抗炉で、自動運転のプログラム 2 を選び、V16、V17、V21 が開いているのを確認して運転
を開始する。冷却水が流れていないといった問題がなければ、二次電圧を 270 A まで上げてから
下げる操作が 1 時間ほどかけて進むはずである。ベーキングが終わったら、チタン・ジルコンゲ
ッターを加熱した状態にする。
なお、これでも微量ではあるがガスが炉心に残留し、蓄積してホットブランクとなる。このた
め、ホットブランクのアルゴン同位体組成は、測定を重ねるにつれ変化していく。適宜ホットブ
ランク測定を行い、ブランクが高いようであればここで述べた定型のベーキング作業ではなく、
手動操作で数時間をかけたベーキングを行う必要がある。
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4.
4.1

カリウム分析

概要

カリウム分析は、試料中に含まれるカリウム（ないしは酸化カリウム）の濃度を求めるために
行う。分析は、酸による試料分解、試料溶液の蒸発乾固と乾固物の塩酸酸性溶液の作製、試料溶
液の希釈、炎光光度法または原子吸光法による定量分析、という手順で行う

51)。最初に、2.4

で

準備した各フラクションの粉末試料約 100 mg を蓋付きテフロンビーカーに入れ秤量する。静電
気による試料の飛散を防ぐため、直ちに硝酸を加える。すべての試料分取後、フッ化水素酸と過
塩素酸を加えて室温で一晩放置する。次に、ホットプレート上で加熱分解する。試料が完全に溶
解するか、白色に変化したら、試料溶液を蒸発乾固する。乾固物を希塩酸に溶かして塩酸酸性溶
液を作製する。あらかじめ試料のカリウム濃度を見積もっておき、炎光光度計または原子吸光分
光光度計の測定範囲内に溶液濃度が収まるように溶液を分取希釈する。共存成分の影響およびイ
オン化干渉の抑制のため、炎光光度法では内部標準液としてリチウムを、原子吸光法では塩化セ
シウムをそれぞれ加える。その後、炎光光度法または原子吸光法により試料溶液中のカリウム濃
度を求める。地質試料ではカリウムは酸化物として存在するため、得られたカリウム含有量（wt%）
を酸化物換算する。
4.2

前処理

4.2.1

準備

分析に使用する器具を表 4.2-1 に、試薬を表 4.2-2 に示す。なお、使用する器具は、4.5.1 に基
づき事前に洗浄したものを使用する。また 1 試料あたり、2 N 塩酸（特級）を 5 ml、0.1 N 塩酸
（特級）を約 100 ml 調整しておく。
表 4.2-1 カリウム分析で使用する器具一覧
品 名

容量

用

途

蓋付きテフロンビーカー

15 ml

試料分解

ポリプロピレンボトル

100 ml

試料希釈・標準溶液作成

ポリプロピレンボトル

500 ml

2N 塩酸保管

テフロンボトル

100 ml

フッ酸・過塩素酸保管

マイクロピペット

1 ml、5 ml

試料希釈・標準溶液作成

薬さじ

－

試料分取

ホットプレート

－

試料分解

電子天秤

－

試料秤量

静電気除去装置

－

容器の静電気除去
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表 4.2-2 カリウム分析で使用する試薬一覧
品

名

グレード

メーカー

Ultrapur-100

関東化学

試料分解

過塩素酸

精密分析用

和光純薬

試料分解

硝酸

精密分析用

和光純薬

試料分解

塩酸

特級

和光純薬

試料分解

硝酸

特級

和光純薬

容器洗浄

カリウム標準液

100 mg/L

和光純薬

検量線用

リチウム標準液

1000 mg/L

和光純薬

内標準用

特級

和光純薬

干渉抑制剤用

フッ化水素酸

塩化セシウム

4.2.2

用

途

試料の秤量

蓋付きテフロンビーカーに識別記号を印字したテプラーシールを貼る。また、電子天秤の水平
を確認しキャリブレーションを行っておく。
静電気による試料の飛散を防ぐため、静電気除去装置（メトラー製 U 字型イオナイザー）で
蓋付きテフロンビーカーの静電気除去を行い、それに試料を約 100 mg 量り取る。その後、速や
かに硝酸 1 ml を蓋付きテフロンビーカーの内壁を洗い流すように加える。
4.2.3

試料の溶解

試料の溶解は参考文献 51 に基づき、試料溶解フロー（図 4.2-1）51)に示す通り、秤量後、硝酸
を加えた試料にフッ化水素酸 3 ml と過塩素酸 1 ml を加え、蓋付きテフロンビーカーに蓋を取り
付けて室温で一晩放置する。次に、120℃のホットプレート上で加熱する。加熱分解は、試料が完
全に溶解するか、試料が白色になるまで行う。試料が溶解しない場合は、蓋付きテフロンビーカ
ーごと超音波洗浄にかけ、再度加熱する。この操作に数日を要する。試料の溶解後、蓋を取り外
しホットプレート上で 200℃に加熱し、白煙が出なくなるまで蒸発乾固させる。冷却後、2 N 塩
酸を 5 ml 加えて蓋を閉め、95℃のホットプレート上で加熱し、固形物が完全に溶解したら冷却す
る。
4.2.4

試料の希釈

試料の希釈は、下記の手順に従い、2 段階で行う。
【 1 段希釈溶液作製 】
100 ml のポリプロピレンボトルに識別記号を油性マジックで記載し、メトラー製 U 字型
イオナイザーで静電気を除去する。まずは、空のポリプロピレンボトルを秤量し、記録用紙
に記載する。次に 4.2.3 で溶解した試料をポリプロピレンボトルに移す。更に、蓋付きテフ
ロンビーカー内部を 2 N 塩酸 5 ml および超純水でよく濯いで、試料をポリプロピレンボト
ルに完全に移す。この時、蓋にも試料が付着しているので、蓋を閉めて振とうさせる。最後

- 30 -

JAEA-Testing2017-001
2017-001
JAEA-Testing

に約 100 ml となるように超純水を加え秤量し記録用紙に記載する。
【 2 段希釈溶液作製 】
別の空の 100 ml ポリプロピレンボトルに識別記号を油性マジックで記載し、メトラー製 U
字型イオナイザーで静電気を除去する。最初に、この空のポリプロピレンボトルを秤量し、
記録用紙に記載する。次に、事前の見積もりに基づき、1 段希釈溶液から適当量（炎光光度
計による測定の場合、K 濃度が 1～10 ppm となる量；原子吸光分光光度計による測定の場合、
K 濃度が 0.2～3 ppm となる量）分取後、秤量し記録用紙に記載する（カリウム濃度が全く
の未知の場合、検量範囲（炎光光度計で 1～10 ppm、原子吸光分光光度計で 0.2～3 ppm）
を超える恐れがあるため、1 段希釈溶液は測定終了後まで保管しておく）。
炎光光度計による測定では、2 段目希釈溶液約 100 ml を作った時に約 Li 20 ppm となるよ
うに、1000 ppm リチウム標準液を 2 ml 加え、秤量し記録用紙に記載する。原子吸光分光光
度計による測定では、塩化セシウム溶液を 10 ml 加え、秤量し記録用紙に記載する。最後に
約 100 ml となるように 0.1 N 塩酸を加え秤量し記録用紙に記載する。
4.2.5

カリウム標準溶液の作成

炎光光度法では、カリウム濃度 0, 2, 4, 6, 8, 10 ppm、リチウム（内部標準）濃度 20 ppm の標
準溶液を作製する。100 ml のポリプロピレンボトルに識別記号を油性マジックで記載し、メトラ
ー製 U 字型イオナイザーで静電気を除去する。まずは、空のポリプロピレンボトルを秤量し、記
録用紙に記載する。次にカリウム標準液とリチウム標準液を表 4.2-3 に示す通り添加し、それぞ
れの添加量を秤量し記録用紙に記載する。最後に約 100 ml となるように 0.1 N 塩酸を加え秤量し
記録用紙に記載する。
原子吸光法では、カリウム濃度 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 3 ppm、塩化セシウム溶液（干渉抑制剤）25 g/L
の標準溶液を作製する。100 ml のポリプロピレンボトルに識別記号を油性マジックで記載し、メ
トラー製 U 字型イオナイザーで静電気を除去する。まずは、空のポリプロピレンボトルを秤量し、
記録用紙に記載する。次にカリウム標準液と塩化セシウム溶液を表 4.2-4 に示す通り添加し、そ
れぞれの添加量を秤量し記録用紙に記載する。最後に約 100 ml となるように 0.1 N 塩酸を加え秤
量し記録用紙に記載する。
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試料＋硝酸 1 ml
フッ化水素酸 3 ml
過塩素酸 1 ml
一晩放置
120℃ホットプレート（以下 HP）で加熱
7 時間 ☓ 5 日程度
超音波
NO

透明 or 白い物質に
変化しているか？
YES
冷却後、蓋を開けて 200℃HP で加熱

完全に乾固したことを確認して HP を off

茶色の物質となる。

冷却後、2 N 塩酸を 5 ml 加え蓋を閉める
95℃HP で 1 時間程度加熱し、完全に溶解したことを確認し HP を off

黄色透明となる。

冷却
図 4.2-1 試料溶解フロー

表 4.2-3 炎光光度法における標準液添加量
K 100 ppm 標準液（ml）

Li 1000 ppm 標準液（ml）

0 ppm（blank）

0

2

2 ppm

2

2

4 ppm

4

2

6 ppm

6

2

8 ppm

8

2

10 ppm

10

2

カリウム濃度
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表 4.2-4 原子吸光法における標準液添加量
K 100 ppm 標準液（ml）

塩化セシウム溶液（ml）

0

10

0.2 ppm

0.2

10

0.5 ppm

0.5

10

1 ppm

1

10

2 ppm

2

10

3 ppm

3

10

カリウム濃度
0 ppm（blank）

4.3

測定

カリウム濃度は、炎光光度計または原子吸光分光光度計で測定する。東濃地科学センターには
炎光光度計としてアサヒ理化製作所製 FP-33D が、原子吸光分光光度計として VARIAN 製
SpectrAA 55B が備わっている。過去に、有馬‐高槻構造線（活断層）や高速増殖原型炉もんじ
ゅの敷地内およびその周辺の破砕帯における K-Ar 年代測定の際は、カリウムの定量は炎光光度
計を用いて実施した 47)48)。ただしそれ以降の測定では、炎光光度計よりも原子吸光分光光度計の
方がフレーム（炎）が安定する傾向にあることが分かってきており、原子吸光法による分析を採
用することが多い。本報告書では、両方の装置について測定手順を示す。
4.3.1

炎光光度計による測定

1）測定原理
金属塩溶液（試料）を霧状にしてフレーム中に入れると金属元素は熱によって解離・励起され、
その元素固有の波長の光を放射する。これは、フレーム中で生成した励起原子が下位の準位（主
に基底状態）に遷移する時に生じる元素固有の発光スペクトルである。放射光の強さは、フレー
ム条件を一定に保てば金属元素の濃度に比例するので、金属元素の量を知ることができる 52)。
2）装置の概要
炎光光度計（FP-33D）は、Na、K 同時測定を行う装置であり（表 4.3-1）、リチウム内部標準
による積分法と一般に使用されている外部標準法の２つの方法で測定ができる。したがって、Li、
Na、K 測定用の 3 つの光学系検出器を有している 53)。また、外部標準法を使用すれば Li の測定
も可能である。
バーナーは、プロパンガス－空気を燃料としたプレミックス系で、吸入試料の微細な粒子のみ
がバーナーに送られる構造になっている。装置各部の名称は図 4.3-1 の通りである。
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表 4.3-1 炎光光度計（FP-33D）の仕様
分析元素

Na、K、Li

フィルター

Na、K、Li 各 1 枚

検出器

HTV、R533

積分時間

10 s

表示目盛

199.9 まで表示
レンジ 10 のとき、Na：0～10 ppm、K：0～10 ppm

測定目盛

レンジ 100 のとき、Na：0～100 ppm、K：0～100 ppm

燃焼ガス

プロパン

使用サンプル量

1 cc/s

外径寸法

400 × 400 × 500 mm（幅×奥行×高さ）

消費電力

AC100 V、100 W

裏面

表面

⑯
⑮

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑰

⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖

図 4.3-1 炎光光度計の装置各部の名称
① のぞき窓、② アトマイザー、③ 圧力計、④ エアーコントロールバルブ、⑤ 点火（IGNITE）スイッチ、⑥ 消
火（QUENCH）スイッチ、⑦ 各コントロールパネル、⑧ 積分（Int.）、直示（Pro.）選択スイッチ、⑨ RESET、
START、Na、K、Li の選択スイッチ、⑩ レンジ（10 または 100）選択スイッチ、⑪ Na 用 0 調整、⑫ Na 用ス
パン調整、⑬ K 用 0 調整、⑭ K 用スパン調整、⑮ 表示パネル、⑯ MAIN スイッチ、⑰ ヒューズ、⑱ AC コ
ンセント、⑲ AC ソケット（出力）、⑳ GND、㉑ －ネジ、㉒ ＋ネジ、㉓ エアー導入管、㉔ ガス導入口、㉕ ド
レイン（排水口）、㉖ NV（ガス調整）
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3）測定準備
装置の下にある排液タンクが空になっていること、および本体裏面のドレインに超純水を流し、
排水ホースから流れてくることを確認する。排液タンクに排液が残っている場合は、流しに捨て
る。
ガスチューブを元栓に接続し、元栓を開ける。本体の“RESET”スイッチ（図 4.3-1 の⑨）が
押されていることを確認した上で“MAIN”スイッチを押して電源を投入し、消火スイッチ
“QUENCH”を押す。
装置付属のエアーコンプレッサーの電源を投入し、黒色のバルブを一回転程度開けて、装置本
体にエアーを送る。装置本体のエアーコントロールバルブで空気圧が 0.05 MPa となるように調
整し、点火スイッチ“IGNITE”を押して点火する。点火しない場合は、消火スイッチと点火ス
イッチを交互に押す。この時、点火スイッチは 1 秒以上押し続けないように注意する。点火後、
エアーコントロールバルブで空気圧を 0.12 MPa に調整する。
炎の高さと色（紫色になる手前）を本体裏面の NV（ガス調整）を回して調整し、超純水を 10
分程度吸引させて、装置の安定を待つ。10 分程度経過後、超純水を吸引させながら“START”
スイッチを（図 4.3-1 の⑨）押し、
“Li ZERO”つまみ（図 4.3-1 の⑦の中にある）で表示が 0.0
になるようゼロ点調整をする。次にカリウム標準液 0 ppm を吸引させながら“START”スイッ
チを押し、表示が 100.0 程度で安定したら“K”スイッチ（図 4.3-1 の⑨）を押して表示が 0.0 に
なるよう K 用 0 調整つまみ“ZERO ADJ” （図 4.3-1 の⑬）で調整する。超純水で吸引ライン
を洗浄した後、カリウム標準液 10 ppm を吸引させながら“START”スイッチを押し、表示が
100.0 程度で安定したら“K”を押して表示が 100.0 になるよう K 用スパン調整つまみ“SPAN ADJ”
（図 4.3-1 の⑭）で調整する。ゼロ調整とスパン調整を繰り返し行い、表示が設定値の±0.3 程度
となれば、調整を終了とする。
4）標準溶液の測定
カリウム標準液の測定は、0 ppm→2 ppm→4 ppm→6 ppm→8 ppm→10 ppm→8 ppm→6
ppm→4 ppm→2 ppm→0 ppm の順番で測定し、それぞれの強度を読み取って記録用紙に記載す
る。
5）試料の測定
試料の測定は、炎光光度計による測定フロー（図 4.3-2）に示す通り、超純水で装置内部を 1
分程度洗浄した後、試料を吸引させながら、“START”スイッチを押す。リチウム強度の積分値
が 100.0 に到達したら、
“K”スイッチを押し、カリウムの強度を読み取る。この操作を 3 回繰り
返して行い、強度のバラツキが±0.3 以内であれば、次試料へと進むが、0.4 以上であれば更に 3
回繰り返し測定を行う。これを 1 セットとして、各試料について複数セット（一般に、2 セット
ないし 3 セット）測定を行い、それらの平均値を測定値とする。また、カリウム濃度既知の標準
試料（産業技術総合研究所作製の岩石標準試料など）も併せて分析・測定し、測定精度の参考と
する。発光強度は時間とともに多少変化するため、3 セット測定するごとにカリウム標準液 6 ppm
を測定し、4.4.1 で示すような強度補正を行う。
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超純水を吸引させて内部洗浄

1 分程度

試料を吸引させる

“START”を押す

リチウム強度の積分値が“100.0”になったら“K”スイッチを押す

カリウムの強度を読み取る

NO

3 回繰り返す

3 回の強度のバラツキ
が 0.3 以内か？

YES
次試料へ
図 4.3-2 炎光光度計による測定フロー

6）測定終了
超純水を 5 分程度吸引させた後、空気を 5 分程度吸引し、吸引ラインを乾かす。プロパンガス
の元栓を閉めて炎が消えたことを確認し、消火スイッチを押す。装置本体のエアーコントロール
バルブで空気圧を 0.05 MPa に下げ、装置付属のエアーコンプレッサーの黒色のバルブを閉じて
電源を落とす。装置本体の“RESET”スイッチが押されていることを確認してから、“MAIN”
スイッチを落とす。
装置の使用後は、装置本体のバーナーヘッドを超純水で洗浄し、装置付属のエアーコンプレッ
サーは、ドレインコックを開いて水抜きを行う。
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4.3.2

原子吸光分光光度計による測定

1）測定原理
フレームにより試料を原子蒸気化し、その原子蒸気層にある波長の光を照射すると、フレーム
中に存在する基底状態の原子はその原子固有の波長の光を吸収して励起状態に励起される。この
吸収された光の強さを測定することによって試料中の元素濃度を定量するのが原子吸光法である。
吸光度と濃度の関係にはランベルト‐ベールの法則が成り立つので、原子蒸気層の厚さが一定で
あれば吸光度と濃度は比例関係となる 54)。
2）装置の概要
原子吸光分光光度計（SpectrAA-55B；表 4.3-2）は、空気－アセチレン混合フレームによる試
料の原子蒸気化を行い、そこにホローカソードランプと呼ばれる元素固有の波長の光を出すラン
プを光源として用い、この光の吸収量から濃度を求める装置である。
測光方式は光学的ダブルビームであり、光源のドリフトを補正することで安定した測定ができ
る。また、本装置は非常にコンパクトな設計かつ、メンテナンスがしやすい構造となっている。

表 4.3-2 原子吸光分光光度計（SpectrAA-55B）の仕様
測光方式

光学的ダブルビーム

分光器

250 mm ツェルニターナマウント

回折格子
波長
BG（バックグラウン
ド）補正

1200 本／mm ホログラフィックグレーティング／ブレーズ波長 240
nm
自動設定

185～900 nm

高輝度熱陰極重水素ランプ（D2 ランプ）

BG 補正範囲

185～425 nm

HC ランプ

2 本手動

バーナー

空冷インコロイ合金

ネブライザ

Pt-Ir キャピラリー／PEEK ベンチュリ

スプレーチャンバ

フッ素処理高密度ポリエチレン製

外径寸法

790 × 540 × 590 mm（幅×奥行×高さ）

電源容量

AC100 V、5 A

3）測定準備
アセチレンガスボンベの元栓（東濃地科学センターでは、屋外のガスボンベ庫にある）を開き、
二次圧が 0.5 MPa であることを確認する。
原子吸光分光光度計が設置されている部屋の排気ダクトの電源を入れ、正常に動いていること
を確認する。続いてアセチレンガスラインのバルブを開け、圧力を 0.08 MPa に調整する。エア
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ーコンプレッサーのドレインバルブを閉め、電源を入れ、圧力を 0.4 MPa に調整する。
装置本体のランプ室紫外線防止ドアを開け、ホローカソードランプ（Agilent 社製

Na-K 複合

型）を取り付け、内部の切り替えハンドルをランプの位置に合わせる。
パソコン、プリンター、装置本体の順に電源を入れ、パソコンのデスクトップにある「Spectr AA」
のアイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを起動する。
メイン画面の「ワークシート」ボタンをクリックし、
「ワークシートのロード」画面が表示され
たら「新規」ボタンをクリックする。
「新規ワークシート」画面が表示されるので名前の欄に新し
いワークシート名を入力し、「OK」ボタンをクリックする。「編集」タブ画面が表示されるので、
「メソッド追加」ボタンをクリックする。メソッドタイプの項目で「フレーム」を選択し、元素
一覧表から「K（カリウム）」を選択し、最後に「OK」ボタンをクリックする。
上部のツールバーから「装置」を選択し、さらに「ランプ点灯」を選択するとホローカソード
ランプが点灯するので、ランプの安定のため 10 分間待つ。
「メソッド編集」ボタンをクリックし、
測定に関する各パラメータを確認する。通常は、表 4.3-3 のように設定している。

表 4.3-3 原子吸光分光光度計によるカリウム測定の際の標準設定
タブ名
タイプ／モード

測定

光学系

検量

項目

設定値

装置モード

吸光度

空気流量（L/min）

3.50

アセチレン流量（L/min）

1.50

繰り返し回数

10

測定時間（秒／回）

5.0

ランプ電流（mA）

10.0

波長（nm）

766.5

スリット幅（nm）

1.0

検量アルゴリズム

1次

装置本体の前面左側にあるフレーム点火ボタンを 3～5 秒間押し続けて点火する。試料吸引チュ
ーブを超純水で満たしたビーカー内に浸し、そのまま 10 分間超純水を吸引させ、装置を安定させ
る。
「ラベル」タブをクリックすると、測定したい試料名を編集する画面が表示されるので入力す
る。続いて「分析」タブをクリックし、分析画面を表示させる。
「最適化」ボタンをクリックする
と最適化したいメソッドが表示されるので、
「K（カリウム）」を選択して「OK」をクリックする。
続いて「分析チェックリスト」画面が表示されるので、ホローカソードランプの取り付け位置お
よびガス流量の設定値を確認し、「OK」をクリックする。
「フレーム最適化」画面が表示されたら、
「ランプ最適化」ボタンをクリックし、ホローカソー
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ドランプの位置調整を行う。吸光度がリアルタイムで表示されるので、最大濃度（3 ppm）に調
整したカリウム標準液を吸引させながらホロ―カソードランプの固定台の底にある光軸調整つま
みを回し、吸光度が最大となるよう最適な位置に調整する。調整が終了したら、
「リスケール」ボ
タンをクリックし、「キャンセル」ボタンをクリックする。
「選択」ボタンをクリックすると、矢印のカーソルがマジックペンのカーソルに変わるので、
ワークシート上で測定する試料をクリックする。測定する試料のセルが茶色になったことを確認
し、もう一度「選択」ボタンをクリックする。
4）標準溶液の測定
「分析」タブをクリックして分析画面を表示させ、「スタート」をクリックする。画面の指示
に従って超純水→0 ppm→0.2 ppm→0.5 ppm→1 ppm→2 ppm→3 ppm の順に標準液を測定する。
標準液測定後、検量線グラフが表示されるので、直線性の指標となる相関係数 R を確認する
（R=0.999～1 の範囲であることが望ましい）。グラフ上で右クリックをし、
「パラメータ」をクリ
ックすると検量パラメータが表示され、相関係数を確認することができる。
5）試料の測定
試料の測定は、標準溶液の測定後、引き続き画面の指示通りに試料を吸引させ測定する。試料
吸引→強度測定を 10 回繰り返し行い、その平均を測定値とする。これを 1 セットとして、各試料
について複数セット（一般に、2 セットないし 3 セット）測定を行い、それらの平均値を当該試
料の濃度とする。また、2 セット測定するごとにカリウム標準液 1 ppm を測定し、4.4.2 に示すよ
うに強度補正を行う。さらに、カリウム濃度既知の標準試料も併せて分析・測定し、測定精度の
参考とする。
6）測定終了
測定が終了したら、超純水を約 5 分間吸引させた後、フレーム消火ボタンを押す。装置本体、
プリンター、パソコンの電源を落とし、測定後の排水を適切に処理する。室内のアセチレンガス
のバルブを閉め、エアーコンプレッサーの電源を落とし、水および圧縮空気を抜くためにドレイ
ンバルブを開ける。排気ダクトの電源を落とし、屋外ガスボンベ庫のアセチレンガスボンベの元
栓を閉める。
4.4

カリウム含有量の計算

4.4.1

炎光光度計による測定の場合

カリウムの含有量は、5 種類の標準液（2 ppm、4 ppm、6 ppm、8 ppm、10 ppm）の測定結
果から作成した検量線を用いて求める。カリウムの発光強度を横軸、濃度を縦軸として、点間を
一次関数で補間した検量線を作成する。
さらに、一般的な内部標準法では、常に一定量の内部標準物質を添加しなければならないが、
今回採用した手法では、標準溶液および試料溶液の希釈調整の際、各溶液のリチウム添加量を目
標値（20 ppm）に一致させる努力はせずに、目標値になるべく近くするだけで、その質量を正確
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に読み取る。そのため、溶液中のリチウム濃度は 20 ppm 附近ではあるものの、同一ではないた
め、カリウム濃度 0 ppm の標準液のリチウム濃度で規格化する 51)。この規格化したカリウム濃度
と発光強度を使用して検量線を作成する。
規格化したカリウム濃度 KLi は、下式で計算して求める。

K Li = K Conc ×

K 0Li
K nLi

(3)

KConc は、標準液のカリウム濃度（2, 4, 6, 8, 10 ppm）、K0Li は、カリウム濃度 0 ppm の標準液の
リチウム濃度、K nLi は、カリウム濃度 2, 4, 6, 8, 10 ppm の標準液のリチウム濃度である。
試料溶液のカリウム濃度は、この検量線に試料溶液の発光強度を代入して求める。発光強度は
時間とともに多少変化するため、試料溶液を 3 セット測定するごとにカリウム濃度 6 ppm の標準
液を測定し、下式を用いて試料溶液の発光強度を補正する。

K em = K em0 ×

K 6em
K nem

(4)

Kem は、経時変化補正後のカリウム発光強度、Kem0 は、試料溶液の測定強度、K6em は、検量線作
成時のカリウム標準液 6 ppm の発光強度、Knem は、試料溶液測定時のカリウム標準液 6 ppm の
発光強度である。
試料溶液のカリウム濃度を求める計算式は、式(5)の通りとなるが、検量線はカリウム濃度 0
ppm の標準液のリチウム濃度で規格化したカリウム濃度を用いて作成しているので、式(3)とは逆
の要領で試料溶液のリチウム濃度 KunLi を用いて、規格化される前の真のカリウム濃度 Kun を計算
する。

K un = K em × K f ×
Kf が検量線ファクター（検量線の傾き）である。

K unLi
K 0Li

(5)

以上のようにして求めた試料溶液のカリウム濃度に最終液の質量と希釈率を掛けて、試料中の
カリウムの含有量を求める。そして、このカリウムの含有量を試料質量で割って試料のカリウム
質量パーセント濃度を求める。なお、試料溶液の密度は 1 g/ml として計算している。地質試料で
は、カリウムは酸化物として存在するため、得られたカリウム濃度に換算係数 1.2046 を掛け酸化
物換算する。
4.4.2

原子吸光分光光度計による測定の場合

カリウムの含有量は、5 種類の標準液（0.2 ppm、0.5 ppm、1 ppm、2 ppm、3 ppm）の測定
結果から作成した検量線を用いて求める。カリウムの発光強度を横軸、濃度を縦軸として、点間
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を一次関数で補間した検量線を作成する。
K= f × A

(6)

K はカリウム濃度、f は検量線の傾き、A はカリウム発光強度である。
試料溶液のカリウム濃度は、この検量線に試料溶液の発光強度を代入して求める。発光強度は
時間とともに多少変化するため、試料溶液を 2 セット測定するごとにカリウム濃度 1 ppm の標準
液を測定し、下式を用いて試料溶液の発光強度を補正する。

Aem = Aem0 ×

A1em
Anem

(7)

Aem は、経時変化補正後のカリウム発光強度、Aem0 は、試料溶液の測定強度、A1em は、検量線作
成時のカリウム標準液 1 ppm の発光強度、Anem は、試料溶液測定時のカリウム標準液 1 ppm の
発光強度である。
試料溶液のカリウム濃度 Kun を求める計算式は、式(8)の通りとなる。
K un = f × Aem

(8)

以上のようにして求めた試料溶液のカリウム濃度に最終液の質量と希釈率を掛けて、試料中の
カリウムの含有量を求める。そして、このカリウムの含有量を試料質量で割って試料のカリウム
質量パーセント濃度を求める。なお、試料溶液の密度は 1 g/ml として計算している。地質試料で
は、カリウムは酸化物として存在するため、得られたカリウム濃度に換算係数 1.2046 を掛け酸化
物換算する。
4.5

保守メンテナンス

4.5.1

器具の洗浄

1）蓋付きテフロンビーカー
5L ガラスビーカーに蓋付きテフロンビーカーを入れ、6 N 硝酸を入れる。100℃のホットプレ
ートで 8 時間程度加熱する。冷却後、6 N 硝酸は再利用するため、ポリプロピレンボトルに回収
し、蓋付きテフロンビーカーは、超純水で 3 回濯いで、清潔な紙製のウエスなどの上で自然乾燥
させる。
2）ポリプロピレンボトル
100ml ポリプロピレンボトルに 0.1 N 硝酸を満たして一晩放置する。0.1 N 硝酸を捨て、超純
水で 3 回濯ぎ、清潔な紙製のウエスなどの上で自然乾燥させる。
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4.5.2

炎光光度計

1）バーナーヘッド
測定終了後バーナーヘッドが冷えてから取り外し、水道水でよく洗い流した後、超純水ですす
ぐ。水洗後、十分乾燥させてから、取り付ける。
2）コンプレッサー
測定終了後にコンプレッサー底部にあるドレインコックを開き、水抜きを行う。
3）アトマイザー
試料の吸引量が減少し積分時間が長くなった場合、付属のクリーニングワイヤーをキャピラリ
ーに差し込み清掃する。
4.5.3

原子吸光分光光度計

1）バーナーおよびコンプレッサー
炎光光度計と同じ要領で清掃を行う。
2）スプレーチャンバおよびネブライザ
スプレーチャンバおよびネブライザを取り外し、柔らかいブラシで内部を清掃し、水道水でよ
く洗い流した後、超純水ですすぐ。水洗後、十分乾燥させてから、取り付ける。この時、O リン
グに亀裂または変形がある場合は交換する。
3）キャピラリーホルダー
キャピラリーホルダーを取り外し、表面全体を柔らかいブラシで洗浄した後、芯の穴にクリー
ニングワイヤーを通して付着物を擦り落とす。
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5.
5.1

年代計算

年代計算の概要

年代の計算には、次のデータが必要である。
1) 試料の 40Ar イオンビーム強度、40Ar/36Ar 比、38Ar/36Ar 比
2) 試料の質量
3) ホットブランクの 40Ar イオンビーム強度、40Ar/36Ar 比、38Ar/36Ar 比
4) 標準ガスの 40Ar イオンビーム強度、40Ar/36Ar 比、38Ar/36Ar 比
5) 標準ガスの量（cm3STP）
6) 試料のカリウム濃度
年代を計算するには、放射起源

40Ar

の濃度とカリウムの濃度が分かればよい。年代計算の基

本式は、

T=

40
λe + λβ
1
Ar ∗
ln �1 + 40
∙ �
��
λe
λe + λβ
K

(9)

T は K-Ar 年代、λe は 40K の 40Ar への崩壊定数、λβ は 40K の 40Ca への崩壊定数、40Ar*は放射起

源 40Ar の濃度（mol/g）
、40K は 40K の濃度（mol/g）である 2)3)。ここで求める年代の単位を百万

年、放射起源 40Ar の単位を cm3STP/g、40K の濃度の代わりに K2O の質量パーセント濃度を与え
るものとすると、式(9)は次のようになる。

T = 1804.08 ln �1 + 17167

40

Ar ∗
�
K2O

(10)

以下、参考文献 55 に従い 40Ar*を求める計算を示す。なお K2O の質量パーセント濃度は 4.4 で求
めた値を用いる。
5.2

アルゴン同位体比計算

まず、分析結果を参照して 40Ar のイオンビーム強度の代表値、40Ar/36Ar 比、38Ar/36Ar 比を計
算する。
Noblegas Software のメインメニュー画面で、F7 Sample Calculation を押す。すると Sample
Analysis のプロシージャー入力（3.6.2 参照）と似た画面になる。F1 を押すとファイル名を聞い
てくるので、計算したい測定のファイル名を入力し、Enter を押す。これで Sample Calculation
のメニュー画面が表示される。
F1 Intensity を選び、カーソルで 40Ar を反転させて Enter を押す。これで 40Ar（ハイファラ
デー）のグラフになる。上部に回帰切片とその誤差（%）が表示されるので、それをメモする。
F10 を押してグラフを閉じる。
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Sample Calculation のメニューで、F2 Ratio を選ぶと、分母にする項目を選ぶ画面になる。
ここでは一番上の 36Ar を選ぶ（ハイライトさせて Enter を押す）。これで分母として 36Ar（ハイ
ファラデー）が選択される。似たような画面になるが、これは分子を選ぶ画面である。一番上の
38Ar を選ぶと

38Ar（ハイファラデー）/36Ar（ハイファラデー）比のグラフになる。イオンビー

ム強度の場合と同じで上部に回帰切片とその誤差が表示されているので、それをメモする。同様
40Ar（ハイファラデー）/36Ar（ハイファラデー）比も計算する。計算が終わったら

に

F10 を 2

回押し、メインメニュー画面に戻す。
ホットブランク測定の結果を計算する場合も基本的に同じであるが、38Ar（ハイファラデー）
の項目がない。このため、38Ar（Daly）/36Ar（Daly）比で代用する。40Ar（ハイファラデー）/36Ar
（ハイファラデー）比を計算した後、F10 で Sample Calculation のメニュー画面にする。F3
Change Denominator を選ぶと分母を再選択できるので、下の 36Ar を選択する。これで

36Ar

（Daly）が分母として選択される。分母を選択すると Sample Calculation のメニューに戻るの
で、同じように F2 Ratio を選んで 38Ar（Daly）/36Ar（Daly）比を計算する。
ここで計算した値を、40Ar のイオンビーム強度の代表値、38Ar/36Ar 比、40Ar/36Ar 比として使
用する。また各値の誤差は、パーセント単位で示した相対誤差であり、これを 100 で割ってから
各値に掛けたものが各値の標準偏差になる。
5.3

アルゴン分析に関する補正

アルゴン分析に関する補正計算の目的は、40Ar*（単位 cm3STP/g）を求めることである。
まず、試料の分析結果からホットブランクを差し引く。試料とホットブランクの分析時期は同
じとは言えないが、感度変動分をホットブランクの誤差として見積もることで対処する。
(11)

I40c = I40m − I40b
I36c = I40m
I38c = I40m

1

R 40,36m

− I40b

1

R 40,36b

R 38,36m
R 38,36b
− I40b
R 40,36m
R 40,36b

R 40,36c =

I40c
I36c

R 38,36c =

I38c
I36c

Inc: ブランク補正済みの試料の nAr イオンビーム強度
Inm: ブランク補正前の試料の nAr イオンビーム強度

44 --- 44

(12)

(13)

(14)

(15)

JAEA-Testing2017-001
2017-001
JAEA-Testing

I40b: ブランクの 40Ar イオンビーム強度
Rn1,n2c: ブランク補正済みの試料の n1Ar/n2Ar 比
Rn1,n2m: ブランク補正前の試料の n1Ar/n2Ar 比
Rn1,n2b: ブランクの n1Ar/n2Ar 比
ここで I36m、I38m、すなわち、36Ar（ハイファラデー）、38Ar（ハイファラデー）を使わないの
は、質量分析計の感度変動はもっぱらイオン源での変動によるので、Inm の変動よりも Rn1,n2m の
変動の方が小さくなる傾向があるためである。また、基準とするイオンビーム強度として 40Ar（ハ
イファラデー）を使っているのは、検出器のノイズは信号強度によらず一定であり、信号強度が
大きい方が有利であるためである。
質量分析計は同位体によって若干感度が異なるため（質量差別）22)、試料の
び

40Ar/36Ar

38Ar/36Ar

比およ

比を補正する。標準ガスは同位体組成既知（大気の組成）なので、

R 40,36 = R 40,36c

R 40,36r
R 40,36a

R 38,36 = R 38,36c

R 38,36r
R 38,36a

(16)

(17)

Rn1,n2: 同位体差別補正済みの試料の n1Ar/n2Ar 比
Rn1,n2r: 標準ガスの n1Ar/n2Ar 比の参照値（38Ar/36Ar=0.1869, 40Ar/36Ar=295.5）
Rn1,n2a: 標準ガスの n1Ar/n2Ar 比の測定結果
となる。なお標準ガスの参照値、すなわち大気のアルゴン同位体組成は参考文献 1 および参考文
献 56 によるが、これについては若干の異論がある 57)。参考文献 57 の 40Ar に対する相対存在度
から計算すると

40Ar/36Ar

比は 296 となるのであるが、数字の丸められた原子百分率から計算し

た 295.5 という値が一般に広まっており、これに合わせた 38Ar/36Ar 比を使うことが K-Ar 年代学
の専門家の間での合意となっている（なお、参考文献 57 の 40Ar に対する相対存在度から計算し
た 38Ar/36Ar 比は 0.188 となる）。
こうして得た 38Ar/36Ar 比が試料の初生 38Ar/36Ar 比を示しており、これが大気の質量分別によ
るものであるとすれば、初生 40Ar/36Ar 比は次のようになる 44)45)55)。
R
� 38,36 − 1�
R 38,36r
δ=
2

R 40,36i = R 40,36r (1 + 4δ)
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δ: 1 Da（統一原子質量単位）あたりの質量分別係数
R40,36i: 試料の初生 40Ar/36Ar 比
一方、標準ガスの測定から得られる感度を用いて、試料の 40Ar 濃度を計算する。

S=
C40 =
S: 感度

Vr

I40a
I40c S
M

(20)

(21)

Vr: 標準ガス中の 40Ar 量（cm3STP）
I40a: 標準ガスの 40Ar（ハイファラデー）
C40: 試料の 40Ar 濃度（cm3STP/g）
I40c: ブランク補正済みの試料 40Ar（ハイファラデー）
M: 試料質量（g）
こうして得られた 40Ar のうち初生分を除いたものが放射起源 40Ar であるから、放射起源 40Ar
の濃度 40Ar*（cm3STP/g）は下記の計算式にて求められる。

40

Ar ∗ = C40

�R 40,36 − R 40,36i �
R 40,36

(22)

この 40Ar*を式(10)に代入して年代値を計算する。
5.4

誤差計算

計算された年代の相対誤差 σT は、以下の式で与えられる。年代に相対誤差を掛けたものが、

年代の誤差になる。

σT2 = σK2 + σtotal2 +
σK: カリウム濃度の相対誤差

Fa2
(σ 2 + σR02 )
(1 − Fa )2 R

σtotal: 全 40Ar 量の相対誤差

Fa: 全 40Ar 量に対する初生 40Ar 量の割合
σR: 40Ar/36Ar 比の相対誤差

σR0: 初生 40Ar/36Ar 比の相対誤差
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6.

終わりに

以上、東濃地科学センターでの断層ガウジ試料の K-Ar 年代測定について述べた。本報告は、
当センターで得られた K-Ar 年代を利用するにあたって利用者が参照することを念頭に置いたも
のである。このため通常慣習的に用いられている手順・前提について、解説した部分がある。ま
た個々の手順の提示に際しては、既存の作業手順書を整理した上で、リスクアセスメントなどの
作業手順の検討に用いられることを目指した。使用する分析装置の保守に関わるような手順は、
今後さらに補充されるべき点である。
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立方メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立方メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10 800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648 000) rad
ha 1 ha=1 hm 2=104m2
L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3
t
1 t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2
2
m /m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1 eV=1.602 176 53(14)×10 -19J

1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1 u=1 Da

1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=10 5Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 s A
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 s A
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

ヨ

表５．SI 接頭語
記号
乗数
名称
タ
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60 s
時
h 1 h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量,
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
方向性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

名称

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm) 2 =10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

シ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =10 4lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ａ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

準

大

」

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1 γ=1 nT=10-9T
1 フェルミ=1 fm=10-15m

1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m
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