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（2 H/1 H 比）を例にとると，そのδ値（δ2 H 値）
は，以下の式で定義される 1）。

δ2 H	=	RX/RSTD － 1

ここで，RX は対象となっている物質の 2 H/1 H 比
を，また RSTD は基準物質の 2 H/1 H 比を表す。同
様にδ17 O，δ18 O，δ13 C，δ15 N などが定義さ
れる。ただしδ値はそのままでは極めて小さい数
値となるので，1,000 倍に拡大した上でこれに「‰	

（=	10－3）」を付記することが多い。
自然界における軽元素安定同位体比の変動を定

量化するには，質量分析法が唯一の選択肢という
時代が 50 年程度続いた。しかし，1990 年代末に
分光法による H2O の同位体比の高精度分析に成
功したのを皮切りに分光法が徐々に広がり 2），
H2O や CO2，CH4 の同位体比は，分光法による
定量が珍しくなくなっている 3, 4）。現在では複数
のメーカーが分光法による同位体比分析装置を商
業的に開発・販売しており，適切な基準物質さえ
用意できれば，専門的な知識を持ち合わせていな
くても，十分な精度で同位体比分析が実現できる
ようになっている。以下では主に分光法による同
位体分析の初学者を念頭に，分光法に基づく軽元
素同位体比分析法の概要や機種間の差異を中心に
説明する。

2．分光法による同位体比測定原理
C，O，H，N，S といった軽元素の多くは気体

分子である。各気体分子には，その分子構造を反
映した固有の電子・振動・回転などのエネルギー
準位が存在するので，ここに光を照射すると，等
核二原子分子以外の気体分子は，エネルギー遷移
に対応した波長の光	（主に赤外領域）	 を吸収す
る。したがって測定対象となる気体分子に固有の
波長の光の吸収量を計測することで，気体試料中
の濃度を定量化する吸収分光分析が実現する。

これを具現化したものの 1 つが，大気中の CO2

濃度測定等に活用されている非分散赤外線吸収法	
（Non-Dispersive	InfraRed：NDIR）である（図
1）。NDIR では，気体試料をセルに充填し，ここ
にフィラメント光源から放出される光を通す。光
学フィルタを用いて透過光の中から特定波長の赤

5.		赤外分光法による軽元素
安定同位体比の分析

1．軽元素安定同位体比について
炭素（C），酸素（O），水素（H），窒素（N），硫黄

（S）といった軽元素の多くは，自然界では H2O や
CO2，N2，H2，NH3，CH4 等の共有結合性の分子
として存在している。またここに挙げた軽元素は
複数の安定同位体を持っており，同位体を考慮す
ると，同じ化学式を持つ分子であっても，複数種
の分子から構成されることになる。例えば CO2

の大部分は 12 C16 O16 O であるが，これ以外に，
13 C16 O16 O や 12 C17 O16 O，12 C18 O16 O 等が微量存在
する。このようにある分子に対して，その一部の
元素が同位体で置換された分子のことをアイソト
ポログ	（isotopologue）	と呼ぶ。

分子量が異なるので，アイソトポログ間では融
点や沸点といった物理的性質が有意に異なる。更
に分子内の共有結合の切断などを要する化学反応
の反応速度は，アイソトポログ間で有意に異なる
ことが多い。その結果，同位体の相対存在比	

（13 C/12 C 比や 18 O/16 O 比などで同位体比と呼ば
れる）	は自然界で微小に，しかし有意に変化する。
そこで同位体比は，それを含む物質の起源や挙動
を推定する有用な指標として広く使われている。

ただし各元素の主同位体	（12 C，16 O，1 H，14 N，
32 S）に対するそれ以外の同位体（例えば 13 C，
18 O，2 H，15 N，34 S 等で，以下では微量同位体と
呼ぶ）の相対存在比（同位体比と呼ぶ）の絶対値
は極めて小さく，10－2 ～ 10－4 程度しかない。同
位体比の自然界における変動幅は更に小さく，各
同位体比絶対値の 100 分の 1 から 104 分の 1 程度
である。したがって同位体比を指標として活用す
るにはこの微量同位体の相対存在比の微小な変動
を非常に高い精度で定量化する必要がある。この
ため同位体比の絶対値が定量化されることはまれ
で，一般には国際的に承認された基準物質の同位
体比からの相対変動幅が定量化される。また同位
体比の表記もその絶対値ではなく，基準物質から
の相対変動幅を示すδ値（デルタ値）を用いて報告
す る の が 普 通 で あ る。 水 素 の 安 定 同 位 体 比
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外光を抽出するとともに，セル通過に伴うこの赤
外光の被吸収量を測定することで，セル内の対象
物質が Lambert–Beer 則に基づいて定量化でき
る。

構成元素が同位体に置換された微量アイソトポ
ログは，主要アイソトポログと吸収する波長が異
なる	（図 2）。したがって原理的には同位体比も

NDIR で測定できる。実際，NDIR を用いた CO2

濃度の測定では，CO2 の同位体比の差異が定量値
に対して有意に影響することが知られている 5）。
しかし実際上は NDIR で微量アイソトポログを
定量するのは困難である。フィラメントのような
一般光源は多波長の光が混合しており，また進む
方向もまちまちである。このような光はインコ

(a) ND-IR

(b) 多重反射セル

(c) OA-ICOS

(d) CRDS

図 1　各種赤外分光型気体分析装置の分析原理模式図
a：ND-IR，b：一般の多重反射セル，c：OA-ICOS，d：CRDS
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図 2　中赤外領域における 1 H2
16 O（a），および 1 H2

18 O の赤
外吸収スペクトル（b）
なお Y 軸は 1 分子あたりの遷移強度（transition intensity）を表
しており，ピークが大きいほど吸収が強いことを表している。また
その絶対値は，アイソトポログ間の存在比を考慮しているため，

（b）は（a）の 0.2% 程 度 に な っ て い る。（ 単 位 は cm−1/（molec. 
cm−2））。 （HITRAN データベース 16）を元に作成）
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ヒーレントと呼ばれ，光を合成しても互いに打ち
消し合ってしまうので，単位スペクトル当たりの
強度を大きくできない。吸収分光分析の S/N 比
は一般に光強度の平方に比例するため，NDIR で
は高精度で微量アイソトポログを定量化すること
はできない。

この問題を解決したのが波長可変式半導体レー
ザーである。レーザーは同波長で位相も揃ってお
り，これを合成すると波は互いに強め合って単位
スペクトル当たりの強度が大きくなる	（このよう
な性質をコヒーレントと呼ぶ）。その結果 S/N 比
の大きな吸収分光分析が実現するので，微量アイ
ソトポログが高感度かつ高精度に定量でき，各ア
イソトポログの相対比	（アイソトポログ比）	から
同位体比が算出できる。

3．分光法による同位体比測定方法
3.1　波　長

同じアイソトポログでも電子・振動・回転のエ
ネルギー準位は多岐にわたるので	（図 2），定量
に用いる波長には多くの選択肢がある。しかし定
量に用いることのできる波長にはいくつかの制約
がある。まず他のアイソトポログの吸収波長から
完全に独立している必要がある。更に，測定対象
の気体分子と共存している可能性のある気体分子
の吸収波長からも独立していないといけない。そ
の一方で各アイソトポログの吸収波長を同じレー
ザー光源で掃引する場合，波長は 1 nm 程度の範
囲内に収まっている必要がある。更に各アイソト
ポログの吸収強度は同程度，すなわち主要アイソ
トポログに対して低感度，微量アイソトポログに
対して高感度であることが望ましく，更に感度の
温度依存性はなるべく小さいほうが良い。

このような観点から選択された波長は，近赤外
領域と中赤外領域の二種類に大別できる	（表 1）。
近赤外領域における吸収は一般に弱く，したがっ
て感度を稼ぐため光路長を長くする必要がある
が，光源は一般の半導体レーザーで十分であり，
幅広い選択肢がある。中赤外領域はその逆で，近
赤外領域に比べて強い吸収線が多く，光路長は短
くて済む。その代わり現状では量子カスケード
レーザー	（Quantum	Cascade	Laser：QCL）	が実
質唯一の選択肢であり，一般に消費電力も重量も
大きく，高価で寿命が短いことが多い。
3.2　試料セル

気体分子が衝突などの分子間相互作用を起こす
と，吸収波長のシフトやブロードニングが生じ
る。したがって大気圧下での測定は難しく，通常
はセル内の圧力を 10 ～ 100	hPa 程度に抑えて測
定する	（表 1）。

また，吸収の弱い近赤外域を利用する場合，セ
ルの光路長を長くして感度を上げる必要がある。
存在量の小さい微量アイソトポログを精度良く定
量するには，数 km から数十 km 程度の光路長が
必要となる	（表 1）。分析器本体の大型化には限
界があるため，通常はセルの両端にミラーを置い
て多数回の反射を繰り返させた上で光路上の試料
による吸収による減衰を定量化する，多重反射型
の光学吸収セル	（キャビティ）	が使用される	（図
1 b）。ただしミラー上の反射点が密になると干
渉を起こしてノイズが発生するため，反射点は重
ならないようにしければならない。更にレーザー
光は，最終的にミラーの外にある光検出器に導入
して，定量化する必要がある。したがって数 km
以上の光路長	（= 反射回数は 1 万回以上）	を実現
するには，非常に精密な光軸調整が必要になる。

表 1　主要な分光型軽元素安定同位体比分析装置一覧

メーカー 機種 測定対象
物質 測定項目 Cavity 内圧

（hPa）
波長

（nm）
実効光路長

（m） 文献

Los Gatos Research IWA-45 EP H2O δ2H, δ17 O, δ18 O 50 1400 2500 11, 12）
Los Gatos Research CCIA-36 d CO2 δ13 C, δ18 O 50 2050 – 12）
Picarro L2140-i H2O δ2 H, δ17 O, δ18 O 67 1389 6700 13）
Aerodyne Research TILDAS CO2 δ13 C, δ17 O, δ18 O 13 4329 36 14）
Thermo Scientific Delta Ray CO2 δ13 C, δ18 O 100 4328 5 15）
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またセルの体積も必然的に大きくなってしまう。
周囲の振動が与える影響も大きい。

このような近赤外分光の欠点を克服した実用性
の高い技術に，Off-Axis	Integrated	Cavity	Out-
put	Spectroscopy	（OA-ICOS）6）やキャビティリ
ングダウン分光法	（cavity	ringdown	spectrosco-
py：CRDS）7, 8）が挙げられる（図 1 c, d）。OA-
ICOS では一般の多重反射セルと同様に	試料を充
填したキャビティの両端にミラーを設置し，この
中でレーザー光を多数回反射させることで，長い
光路長を確保している。ただし OA-ICOS では，
検出器側に反射率をわずかに落とした高反射率反
射鏡	（反射率 99.99	% 程度）	を用いることで，精
密な光軸調整をしなくても，レーザー光の一部が
検出器に入るようにしている。更にレーザー光を
キャビティの中心軸からずらして入射することで
反射点を分散させ，干渉を抑えている。レーザー
光がキャビティから漏出する位置や方向は反射鏡
上で分散してしまうが，OA-ICOS ではコンデン
サーレンズで集光することで，光を漏れなく検出
器に入れている。

一方 CRDS も 99.99	% 程度の高反射率反射鏡
で一部を検出器に引き出しつつ多重反射させる点
は OA-ICOS と共通であるが，CRDS では光の周
波数とキャビティの共鳴周波数が一致して定在波
となると光がキャビティ内に封じ込められる性質
を利用する	（図 1 d）。十分量の光が封じ込めら
れたところでレーザー光の照射を停止すると，往
復するレーザー光の強度は試料による吸収によっ
て徐々に減衰していく。試料の濃度が高いほど
レーザー光は早く減衰するので，この減少速度	

（リングダウン時間と呼ぶ）	から試料の濃度を求
めることができる。一般的な吸収分光法は入射光
と透過光の強度比から試料の吸光度を求めるのに
対して，CRDS は減衰速度を測定するため，光源
の劣化やノイズによる入射光強度の変動の影響を
受けにくくなる 9）。その一方で，レーザーの波長
は厳密に調整し安定化させないと高精度の分析は
できない。そこで Picarro 社は，照射するレー
ザー光の波長を常時高精度でモニターして微調
整する波長スキャンキャビティリングダウン分
光 法	（Wavelength-Scanned	Cavity	Ring-Down	

Spectroscopy：WS-CRDS）	 を開発し，CRDS を
用いた分析を安定化させている。

一方中赤外領域を利用する場合は，光路長は数
m から数十 m 程度で十分であることから	（表 1），
光学的な工夫は少なくて済む。構造も小型かつシ
ンプルであり，試料によるキャビティ内の汚染に
も強い。市販品の現状は，近赤外域を利用する機
器が市場を圧倒している印象があるが，これは近
赤外域を利用するほうが価格的に優れていること
と，開発が先行したことでノウハウや併設する前
処理機器類が充実していることによる。将来的に
は感度の高い中赤外域を利用する機器に置き換
わっていく可能性が大きい。

4．分光法と質量分析法の比較
質量分析法に対する分光法の最大の利点は大気

試料を前処理なしに測定できる点にある。質量分
析法で大気中の H2O のδ2 H やδ18 O を測定する
場合，大気からの分離・濃縮を行った上で H は
H2 に，O は CO2 もしくは O2 に変換して測定す
る必要がある 10）。更に質量分析法は実験室でし
か測定できないのに対して，分光法であれば，観
測現場でリアルタイムに測定することができる可
能性がある。H2O の同位体比分析では，質量分
析法は急速に衰退している。一方，測定に必要な
試料量を比較すると，分光法の場合は少なくとも
1	µmol 前後必要になるのに対して，質量分析法
を用いると 1	nmol 前後かそれ未満でも測定可能
である 10）。ただしこれは現状における目安であ
り，対象となる物質や必要とされる精度更に今後
の技術の進歩によって大きく塗り変わっていく可
能性は大きい。
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