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1 は じめに

加速器質量分析法 (以下 AIMS法 と略記)

は,超微量の炭素- 14濃度の測定法 とし

て,地球科学,考古学などの分野 において

注 目されている. AM S法で偲 ,数十マイ

クログラム程度の炭素の微量試料で,精度

よい炭素- 14測定が可能である(Vogelet

αリ 984).しか し,扱 う試料が微量になる

と試料調整の段階での現代 の炭素 (現代炭

莱)の混入の寄与が増大 し,測定可能な年

代が限 られて しま う.

現在,名古屋大学 のタンデ トロン加速器

質量分析計 を使用 して,有機物をそのまま

炭化 させる方法では6万年 (0.03%現代炭

素の混入)までの年代測定が可能である.し

か し,炭酸 カル シウムか ら構成 される員化

石や堆積物中の有機態炭素 のよ うに,いっ

たん二酸化炭素にし,再度 アモルファス (罪

晶質)炭素 に還元す る方法では,試料炭素

の量の減少 にともない現代炭素の混入率 の

増加がみ られ,十数 ミリグラムの炭素を含

む試料で, 3万年前後 (1%以上現代炭素

の混入)の測定 しか出来ない.AM S法 に

よる炭素- 14の測定を有効 に活用す るた

めには, この試料調整段階での現代炭素 の

混入をで きるだけ抑 え,微量の試料で も精
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度 よい測定がで きるターゲッ トの作成方法

の確立が必要である.

本報告では,二酸化炭素の状態を経 なけ

ればな らない試料, または 1mg以下の炭

素を含む微量試料で現代炭素の混入率が低

く (低バックグラン ド),精度良 い測定が可

能な夕-ゲットの作成方法について述べる.

また,調整 されたターゲ ッ トの化学的 ･物

理的特徴 (現代炭素の混入率,同位体分別

効果, イオンビーム強度 ･安定度など)に

ついて も述べ る.

2 AM S法のターゲ ッ トの作成方法

AM S法 により炭素- 14測定 をす るた

めには,試料 の炭素を固体状炭素 にす る必

要がある.試料の二酸化炭素か ら固体状炭

素の作成方法 として, 1) マグネ シウムを

用い二酸化炭素を還元 し,アモルファス炭

素を得 る (Nakamuraetal.,1985:吉川他,

1987), 2)二酸化炭素を金属 リチ ウムと

反応 させ,アセチ レンを合成,交流電圧で

分解 しアル ミニウム電極上にグラファイ ト

を形成す る (Gllr丘nkel,1987),3)鉄を触

媒 として,水素で二酸化炭素をグラファイ

トに還元す る (Vogeletal･,1984,1987),

の 3つの方法 に大別で きる. 1) のマグネ

シウムを用いる方法 は,湿式処理 にともな
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図 1‥炭素還元 ライ ンの概略 図.(Fig･1.Schematicsketchofpreparationa･pparatus)

い,現代炭素 の混入 の可能性 が大 き く, ま

た回収率が低 い. また作成 され る固体状炭

素 は,電気伝導性がないアモルフ ァスの炭

素 のため,銀 な どの金属を混ぜ る必要があ

る (AM S法 のター ゲ ッ トは,電気伝導性

が必要である.). これはAMS法 の炭素-

14測定 の際 のイオ ンビー ムの強度 の低下

を伴 う. 2)及 び3)の方法 は,AMS法

の炭素 - 14測定で最 も適 してい ると考 え

られてい る電気伝導性 を もつ グラファイ ト

(結 晶質性炭素)が作成 され る.特 に 3)の

方法 は, ターゲ ッ トの作成過程 における現

代炭素 の混入率 が低 く,強 いイオ ンビー ム

が得 られ ることか ら,最近 ,AMS法の炭

莱 - 14測定 のための ターゲ ッ ト作成方法

として注 目を浴 びて いる.今回は, 3) の

方法 によ り固体状炭素 を得 た.

3 水素還元法 によるターゲ ッ トの作成

方法

本方法 は,Vorgelらが初 めて,AMS法

による炭素- 14測定 のタ-ゲ ッ ト作成 に

適用 した,鉄 を触媒 として二酸化炭素 を水

素 ガスによ りグラファイ トに還 元す る方法

(水素還元法)を改良 した ものである.この

反応 は次式 に総括 され る.

6500c

c0 2+2H2- C+ 2H20
Fe

ターゲ ッ ト作成 には図 1に示す炭素還元

ラインを用いた.グ リースを用いる真空 コッ

クを用 いた真空 ラインで は,試料 ガスが グ

リスに吸着す るため,試料調製 の誤差 ある

いは現代炭素 の混入 を引 き起 こす と考 え ら

れ る (和田 ･他,1984).特 に微量 の試料 を

扱 うときは大 きな問題 となるため,す べて
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グ リースレスコックを用いた.

触媒 は,純度 99.9%以上,粉末状 (325メ

ッシュ)の鉄 (AldlichChemicalCompany

lnc.)を用いた.市販の鉄粉末 には粉末化の

際 に用 い られ る有機物が付着 している可能

性があ る. また表面が酸化 されていること

が予期 され る. したが って,反応前 に,0.5

気圧 の純水素中で加熱 (450cc)す ること

で,含有物 を除 き, また酸化 された表面 を

再還元 した.

反応容器 は,外径 9mm,内径 7mmの

バイコール管 を用いた.用 いたバ イコール

管は片端を封 じ,バイコール管に付着 してい

る炭素物質を除 くためにあ らか じめ 1000oC

で加熱 した.

まず,鉄粉 を 1mg程度 (鉄粉 の量 に関

しては後述)を外径 6111m ,長 さ 1cm の

バイコール管 か ら作成 したカップに計 りと

る.これを反応容器のバイコ1-ル管 にいれ,

その口にグ リスレスコックを CajoIlジョイ

ン トを介 して Jlでつないだ. これを真空■

ライ ンの J2につな ぎ十分 に排気す る.吹

に約 0.5気圧 の水素 ガスを真空 ライ ンに導

入 し, コックを締 め真空 ラインか ら取 り外

す. この容器 の下部を 450度 で 1時間加熱

後,再度真空 ライ ンにつな ぎ,水素 ガスを

排気す る.

二酸化炭素を含む試料ガスは,一旦 トラッ

プTlに液体窒素 (-196oC)で捕集す る.捕

集 されない不純 ガス (窒素 など) を真空 ポ

ンプで排気 した後, トラップT lを n-ペ

ンタ ンー液体窒素 (-127oC)に替え,二酸

化炭素 を トラップT2に移 し,デ ジタルマ

ノメーター (M)で測圧す る (体積 6.12lTl]

-STP).その後,二酸化炭素を反応容器の

バイコール管下部 に移 し,圧 力をみなが ら

∫3か ら水素 ガスを導入す る..水素 ガス導

入後, ガスバーナー (天然 ガスー酸素)杏

用 いバ イコール管を焼 き切 った.焼 き切 る

位置 はバイコ一一ル管内の水素///二酸化炭素

1

6.3
↓

← -6.0 - ~>mm

図 2:微量試料用 ターゲ ッ トホルダー (Fig.

2.Targetholderdesignedforsmallsam-

ples.)

比が 2.1となるよ うに変 えた.

この反応容 器 の下 部 を電気 炉 中 に入 れ

650oC(±5oC)で 4か ら6時間加熱 し,読

料の二酸化炭素を水素で還元 した.還元を

始めて 1時間程度 たっ と反応容器 の上部 に

水滴が見 られ る.

還元後,少量試料を扱 うために新 しく製

作 した ターゲ ッ トホルダー (図 2)の直径

1.5mm の穴 に,触媒 の鉄粉 ともに,直接 プ

レス しターゲ ッ トを成形 した. AM S法 に

よる炭素- 14測定は,中村 ･中井 (1988)

に報告 された方法 による.

4 作成 されたターゲ ッ トの特徴

4.1 反応 の収率及 び同位体分別効果

AM S法 による炭素 - 14測定 をよ り高
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図 3:反応収率 と同位体分別効果.(Fig･3･

Isotopicfractionationasafunctionofl･eaC-

tionyeild.)

精度で行なうためには,ターゲット作成過程

の同位体分別 を小 さくす る必要がある,刺

えば, ターゲ ッ ト作成の前後 において,安

定炭素同位体比 (∂13C )が 10パー ミル変

化す ると80年の年代誤差を生 じる.

この同位体分別効果を見積 るために, タ

ーゲット作成前の試料ガスの一部,またこの

同 じ試量 ガスか ら作成 されたターゲッ トを

再度燃焼 し二酸化炭素に変え (北川 ,1987),

その安定炭素 同位体比をガスイオ ンソース

の質量分析計 (Finniga･nMAT251)を用

い測定 した. この試料作成 の前後の安定炭

素同位体比 の変化 (△ ∂ 13 C )か ら同位

体分別効果を求めた.また,再燃焼で得 ら

れたガスの体積か ら,反応の収率を求めた.

図 3には反応 の収率 と同位体分別効果の関

係を示 した.反応の収率が低下す ると大 き

な同位体分別が起 きることが分か る.反応

が 70-80%が起 きると同位体分別効果

を 2- 3パ- ミル程度 に抑えることができ,

F
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図 4: 反応前 の反応容器 内の二酸化 炭素

分圧 (pCO2) と同位体分別効果 (△∂13C

)の関係 .(Fig･ 4･ Isotopicfractiona･-

t,ion,A613C-613C(target)-613C(initial),fol･

initialpresstlre(pCO2). (A)pCO2,under

lOOmmHg (B)100-150mmHg (C)150-200

mmHg(D)O､′er200mmHg･)

炭素- 14の計測 には問題 とな らない (年

代換算で約 20年).同位体分別効果 を小

さくす る為には,反応収率を上げる必要が

ある.

図4には,反応前の反応容器内の二酸化

炭素の分圧 (pCO 2) と同位体分別効果の関

係を示 した.反応容器内の二酸化炭素 の分

圧が高 い状態での反応は,同位体分別効果

が小 さくなる傾向がある.つまり反応時の

二酸化炭素の分圧が高い状態で還元を行え

ば,より完全 に反応が進 み,同位体分別効

果を小 さくす ることが可能である.反応時

の二酸化炭素分圧を高 くす るためには,読
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図 5:触媒 の鉄 の含有率 とイオ ンビ-ム強

皮.(Fig.5･13C3+beam intensityratioof

preparedgraphitetonaturalBra.phiteasa･

functionofC/F(" eightratio･)

料 の量 によって反応容器の体積 を変える必

要があ る.そのためバイコ一一ル管 を封 じ切

る長 さは,試料 の量 により変えた.通常 の

試料作成では,反応 の際の二酸化炭素分圧

を 200mmHg以上で行 い,同位体分別効果

を小 さ くし,反応収率 を高 めた.

4. 2 作成 されたターゲ ッ トのイオ ン

ビーム強度

AMS法 による炭素- 1∠L計測数を大 き

くす る為 には,強 いイオ ンビ-ムが得 られ

る (炭素⊥ 14の計測効率の高い)ターゲッ

トを作成す る必要が ある.

作成 された ターゲ ッ トのイオ ンビーム強

度 と,触媒 に用 いた鉄 と試料の炭素の比 (
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C/Feの重量比)の関係を図 5に示 した.イ

オンビ-ムの強度 はAMS法の炭素- 14

測定で最 も適 していると考え られている天

然 グラファイ トか ら得 られる13C3+ィォ ン

ビームに対する作成 されたタ-ゲットの13C

3+ィォ ンビームの強度比 として示 した.図

5に示 されるように,C/Fe比 の増加にとも

ない強いイオ ンビ-ムが得 られる.C/Fe比

が 1 (例えば,鉄 1mg,炭素 1mg)で作成

された ターゲ ッ トのイオ ンビ-ムは,天然

グラファイ トか ら得 られ るのイオ ンビーム

とはぼ同程度得 られる.これはアモルファス

炭素 と銀の混合物 か ら調整 されたターゲ ッ

トの 3か ら4倍のイオ ンビーム強度である.

通常の測定 において (統計誤差 1%,年代

に換算 して± 8 0年),現代 の炭素試料 に

関 して は 15分程度 で, 1万年前 の試料で

約 1時間以内で測定 を終 えることが可能で

ある.

4.3 作成 されたターゲ ッ トのイオ ン

ビームの安定度

水素還元法 で作成 した ターゲ ッ トのイオ

ンビームの安定度 を見 るために長時間測定

を行なった結果にを図 6に示す.試料 は,戻

莱- 14年代測定の国際標準の篠酸 (14C濃

度 の 95%が年代換算 0年)の 1mg炭素か

ら作成 した.12時間の連続測定で炭素- 1

4は合計 20万カウン ト (統計誤差 0.2%,

年代換算 ± 16年)計測 された.測定開始

には,700cplT】_(counts per millute)

で 12時間後 には 100cpm まで低下 して い

る.通常 の測定 (統計誤差 1%)に要す る

時間,約 15分では,ほとん どイオンビーム

強度 の低下 は見 られない. また計数効率 の

低下 に伴 う14C/13C比 の変化 はな く, イオ

ンビー ムが非常 によ く安定 していることか

ら,高精度 な炭素 - 14測定が可能である.
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図 6:NBS篠酸 (NBSSRM 4990,1mg炭素 を含む)か ら作成 されたターゲ ッ トの長時

間測定 の一例.誤差 は50秒 15回の測定 の標準偏差 (1C,)を示す･(Fig･6･14ccOunting

rateand14C/13cratiooftargetprepa･redfrom 1mgca･rbonofNBSoxalicacidI with

time.Verticalbarsshowstanderddiviation(1C,)of15runs･Oneruntakes50seconds･)

5 パ ックグラン ド試料の測定

試料調製の際 の現 代炭素 の混入率を推定

す るために,炭素- 14を含 まない (バ ッ

クグラン ド) と考 え られる夕張炭田か ら採

集 された石炭か らターゲ ッ トを作成 し, A

MS法 によ り,炭素- 14を測定を行 った.

石炭試料 は,現代炭素の汚染を除 くため

に酸 ･アルカ リによる洗浄,また大気中の二

酸化炭素の吸着 を除 くために真空中で加熱

処理を した. このよ うな前処理 を施 した石

炭 は,酸化剤 (850oCで加熱す ることで塵

や有機物 を除 いた酸化銅) と共 にバイコー

ル管 (1000oC加熱処理を行なった)に真空

封入 し,850oC で燃焼 し二酸化炭素 に変 え

(北川,1987),水素還元法 を用い グラファ

イ トターゲ ッ トに した.

図7に石炭 の炭素- 14測定 の結果 を示

す.炭素- 14の濃度は,現代炭素 (国際標

準 の篠酸,NBS-SRM-4990,濃度 の 95%)

の濃度に対する比 (現代炭素混入率)として

示 している.現代炭素の混入率 は平均 0･11

%で,年代換算で 5万 5千年である.

名古屋大学年代 資料研究セ ンターに設置

されているタ ンデ トロン加速器質量分析計

のバックグラン ド(天然 グラファイ トを直接

測定) は年代換算 で 6万 5千年 である.今

回水素還元法 により作成 したターゲ ッ トは,
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図 7:夕張炭田の石炭か ら作成 されたターゲ ッ トのAMS法 による炭素 14測定の結果.破

線 は等量の現代炭素 の混入 (0･1,0･01,0･11-1g)を示す.波線 は名古屋大学 タンデ トロン加

速器質量分析計の バ ックグラン ド (中村 中井,1988)を示す.(Fig.7.14c concent･ration

oftal･getSPraPaJ:edfrom･Yllba･ricoal･Theda･shlinesshow constantcontami nationof

moderncarbon(0･001,0.01･a,ndO･1mg)･Theshadowpa･l･tSShow mechanica･lbackgl･Ound

ofTandetronAMS14C irlNagoya･University

試料 の量 の変化 (0･2-0･3mg,)に対 して現

代炭素 の混入率の変化の傾向がない. この

ことか ら,試料作成 の段階 の現代炭素の混

入 は,非常 に小 さく抑 え られ,よ り微量 の

試料 に関 して も現代炭素の混入の低 い夕--

ゲ ッ トの作成 が可能 だ と考 え ら頚1る.石炭

の現代炭素 の混入源 として, 1) 石炭が現

代炭素 を含んでいた, 2)還元に用 いた水

ゲ ッ トの- ン ドリング中に現代炭素が混入

した, などが推定 され る.

まとめ

水素還元法 による夕一ゲ ッ ト作成 の際 の

(Na･ka･muraandNakai,1988).)

最適条件 (炭素量 1mg)につ いて表 1に

示す.触媒 の鉄 の量 は, イオ ンビームの強

度 を大 きく左右す る.少量 の試料 を扱 うた

めに新 しく制作 したター ゲッ トホルダーで

は約 1111gの鉄が最低量 として必要である.

より少量の炭素試料の場 合,鉄 の希釈 によ

る ビーム強度 の低下 を伴 う.今後, より微

量 の試料を扱 うためには, ターゲ ッ トホル

ダーの改良が必要 である.

反応の収率 を上げ,同位体効果 を小 さ く

す るためには,反応容器の体積を小 さくし,

反応時の二酸化分圧を上げる必要がある.戻

応容器内の二酸化炭素分圧が 200nllllHg以

上で二酸化炭素を還元 しターゲ ッ トを作成

すれば, 2- 3パー ミル程度 の同位体分別

効果で抑 え られ,高精度 の炭素 - 14測定
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Samplesize
Fe powder(caLalys り
Pre-reducヒioll

Reac亡ionvessel
ReducLioll

11IlgC
325-nesll,1n一g
O.5aLmpurell21

450oC,1hour
Vycortube(9mmI18cm)
112/CO2=2.1
650oC,4-6hours

表 1:タ-ゲ ッ ト調整 の最適条件.(Ta･ble1.Optimumconditionfortargetprepara.tion)

が可能 であ る.

7 結語

AM S法 の炭素 T 14測定 のための夕-

ゲ ッ トの作成法 に水素還元法 を適用す るこ

とで 1mg以下 の炭素 を含 む試料 で も,低

バ ックグラン ドの炭素 - 14測定 が可能 と

な った. また イオ ンビーム強度 の向上,良

時間安定 した測定が可能 とな り, よ り高精

度 の炭素 - 14測定 が可能 とな った.
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A prepa訂alLiommethodofgraphitetarget

byr･educ七ionofCO2WithH2

forAMS14c measurement

HiroyukiKITAGAWA,ToshiyukiMASUZAWA,EijiMATSUMOTO
andKazunoriYAMAGUCHI

Water･ResearchInst2-iuie,Na90yaUniversity,Na90ya464-01,Japan

ToshioNAKAMURA

DatmgandMaterialResearchCenter,Na90yaUniversity

Carbon-14hasbeenusedextensivelyasatracerinenvironmentalSCL

enceandadatingm占thodforgeologlCala･ndarchaeologlCalsamples.The
recentdevelopementin14cmeasurementsbyacceleratormassspectrome-

tory(AMS)hasbeeIlreducedamountsOfcarbonanditsapplicationhas

beenexpandedlargelytomanynewfields.However,SeveraldifRcultieshave

beenremainedindealinglVithsmallamountsofcarbon.

WehaveimprovedtheH2redtlCtionmethodwithironpowder(Vorgel,et

al･,1984,1987)a･ndd(∋Velopedasimpleandreliablemethodofgraphitetarget

preparationapplicabl.atosamplesofsub-milligra･mca,rbon.Thetargetshave

intenseandlong-livedionbeamsandextremelylow14Cbackgroundandhave
allowedustoachieve:

(1)Forsamplesintherangeof0.2-3mgcarbon,14Cbackgroundoftargets

from coalisO･11 0/ . modernonaverage(equivalentage55kyr)anddonot
varywiththeamount･ofcarbon.

(2)Theisotopicfractionationduringthepreparationiswithin30/M .

(3)Thebeamintensityofproducedta･rgetsistypically750/oofthatofnatural

graphit･e･Therequiredtimetoa,ccumulate10,000count,sof14cforamodern

sampleis10-15minutes.

(4)Somesamplesfordurationtestsofbea･m currentsyieldstablecurrents

thatdecreasegradual二Lyandext･reandystableisotoperatio(14C/13C)･

TheAMS14cmeasurementsformilligram tosub-milligram carbonare
madepossiblewithhighaccllra･Cies･
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