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Abstract
This review is dedicated to the memory of the late Kazuhiro Suzuki, a Professor Emeritus of Nagoya
University who passed away on October 15, 2016. Professor Suzuki contributed immensely to the
advancement of geology and related fields by conceiving of the CHIME (chemical Th-U-total Pb isochron
method) dating method and putting it to practical use after years of research. CHIME is a dating technique
based on the precise electron microprobe analysis of Th, U, and Pb Th- and U-bearing accessory minerals
such as monazite and zircon. The method is a non-destructive analytical procedure with high spatial
resolution and a unique ability to verify age data obtained. This review presents an overview of the CHIME
method and the long-term research path of Professor Suzuki.
Keywords: CHIME; EPMA; 研究史; 追悼.
１．はじめに
平成 27 年 (2015) 10 月に創設された宇宙地球
環境研究所の年代測定研究部は，昭和 56 年
（1981）にタンデトロン AMS１号機が，名古屋
大学アイソトープ総合センター分室・天然放射
能測定室に設置されたことにそのルーツを持つ．
その後，平成 2 年（1990）に名古屋大学総合研
究資料館と統合して名古屋大学年代測定資料研
究センターが設立され，同センターは，さらに
平成 12 年（2000）にタンデトロン年代研究分野
と新年代法開発研究分野からなる，名古屋大学
年代測定総合研究センターとして改組された．
その時，新年代法開発研究分野の核となったの
が，鈴木和博名古屋大学教授（当時）によって
開発・実用化された CHIME (CHemical U-Th total
Pb Isochron MEthod) と呼ばれる新しい年代測
定法であった．鈴木和博氏は，平成 24 年（2012）
3 月に定年退職され名古屋大学名誉教授となら
れ，同年 4 月から平成 27 年（2015）9 月までは
本原稿は，第 29 回（2016 年度）名古屋大学宇宙地球環境研究所年代
測定研究シンポジウム・特別講演の内容を主体にまとめたものです.
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図１ 鈴木和博さんの業績

名古屋大学年代測定総合研究センター招聘教員，そして同年 10 月よりは宇宙地球環境研究所招聘
教員として，CHIME 法を中心とした共同研究やその分析精度のさらなる向上を目指した基礎研究
を続けられていた．しかし，平成 28 年 10 月 15 日早朝に逝去された．前夜に緊急入院され，そし
てあまりにも突然のお別れとなってしまった．鈴木氏が研究を続けられた，研究所共同館Ⅱ 2 階の
225 CHIME 年代測定室１には，10 月 11 日まで書き続けられた研究ノートが残されていた．
後述するように，鈴木氏の研究は多方面にわたっているが，本稿では CHIME とその基礎となっ
た微小領域微量分析に関する研究を中心に紹介する．そして，これまでに歩んでこられた長い道の
りを振り返り故人を偲ぶとともに，この一文を鈴木和博氏に献げます．なお，お許しをお願いして，
以下では，鈴木さんと呼ばせていただきます．

２．歩んでこられた道
鈴木和博さんは，退職時にご自身でつくられた業績リストを残された．それを参考にして，以降
の業績を加えると，著書．論文や報告書などの総数は 192 編に達する（図１）．そして，その内容
は，地質学から考古学まで極めて多岐にわたっている．表１は，テーマ毎に最も初期に公表された
と思われる論文を抜き出してまとめたものであり，これからそれぞれの研究がいつ頃に着想された
かを，およそ知ることができる．
鈴木さんの最初の論文は，愛知教育大学在学中の 1968 年
に公表されており，花崗岩の野外での貫入関係を記載し，花
崗岩体の形成時期の新旧を論じたものであった (山田ほか,
1968)．鈴木さんは，地質学の分野から研究の道を歩み始め
られ，広義の地質学を中心に据えた研究スタイル，物の見方
や考え方を一貫して持ち続けられた．そして，CHIME の開
発も「地質学にとって必要な年代データとは？」という問い
かけが根底にあったと筆者は思えてならない．名古屋大学に
移られると，粘土鉱物や岩石の変質などの研究を始められる
と同時に，岐阜県・旧春日村地域を中心として接触変成作用
の研究を始められ，変成流体組成の局所的変化や流体圧と固
相圧の関係を論じる学位論文「Local equilibrium during the
contact metamorphism of siliceous dolomites in Kasuga-mura,
Gifu-ken, Japan (Suzuki, 1977)」となった（図２）．
図２ 岐阜県・旧春日村での野外調査
(1983/11/25)

表１ 鈴木和博さんの業績リスト
（ここに揚げた以外にも重要な論文も多いが，あえて各テーマに関係した初出論文を掲載する）
• 中部地方領家帯の天竜峡花崗岩と伊奈川花崗岩の関係 (1968) 花崗岩岩石学・地質学
• 岐阜県春日村産緑泥石−モンモリロナイト規則混合層鉱物 (1972) 鉱物学
• Local equilibrium during the contact metamorphism of siliceous dolomites in Kasuga-mura, Gifu-ken,
Japan (1977) 変成岩
（30歳）
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• Experimental study of the alteration process of labradorite in acid hydrothermal solution (1979) 変質過
程・合成実験
• Grain boundary concentration of rare earth elements in a hornblendite cumulate from the Ngong Hills,
Kenya (1981) 微小領域微量分析
• Chemical effect on AlKβ emission, with special reference to the melt-structure of olivine-nephelinite
from the Kwa Nthuku cinder cone, central Kenya (1983) 結晶化学
• Carbon isotope thermometry calibrated by dolomite-calcite solvus temperatures (1983) 同位体化学
• Ｘ線マイクロアナライザによる全岩分析のためのガラスの新作製法 (1984) 分析技術
• 愛知県北東部の火山岩類−予報 (1985) 火山岩岩石学・地質学
• 地震活動と地下からの水素の放出との関係−地震発生機構における意義− (1985) 地球化学・地
震学
• Microprobe analyses of zircons in some granitic rocks with special reference to the distribution of
uranium (1986) CHIMEの芽生え
• Compositional variations in manganese micronodules: a possible indication of sedimentary environment
(1987) 地球化学
• Discordant distribution of U and Pb in zircon of Naegi granite: a possible indication of Rn migration
through radiation damage (1987) CHIMEの芽生え
（40歳）
• Partial melting at grain-boundaries of constituent minerals in some mantle peridotites (1989) マグマ成
因論
• The chemical Th-U-total Pb isochron ages of zircon and monazite from the Gray Granite of the Hida
terrane Japan (1991) CHIME・地質学
• Precambrian Provenance and Silurian metamorphism of the Tubonosawa paragneiss in the South
Kitakami terrane Northeast Japan: revealed by the chemical Th-U-total Pb isochron ages of monazite,
zircon and xenotime (1991) CHIME
• 愛知県設楽地域，三都橋花崗岩の全岩化学組成データ (1993) 花崗岩．地球化学
（50歳）
• 広島原爆に被爆した屋根瓦中の152Eu (1998)
• 博多湾，志賀島で発見された玄武岩質碇石の産地 (2000) 岩石学と考古学
• AMS 14C dating of wooden anchors and planks excavated from submerged wrecks located at Takashima
in Imari Bay, Nagasaki Prefecture (2001) 14C年代測定
（60歳）
• 里山からキツネが消えた日− 一匹のキツネのC・N・Sr同位体比測定 (2011)
• 福島県の放射性汚染土壌 −とくに黒い物質− の野外の産状について (2012)
• 鶴舞公園のなぞの石 (2014)

ところで，鈴木さんの業績を振り返って改めて驚いたのは，後述するように 1981 年にはすでに
CHIME に結びついたのであろう EPMA（Electron Probe Micro Analyzer: 電子線マイクロアナライザ）
による「微小領域微量分析」の研究成果が公表されていることである．筆者は，当初この成果を聞
いて，岩石の部分溶融と微量元素の挙動に関する研究を狙っておられるのだろうと思っていた．確
かに，その方面の成果は 1989 年以降に公表されてはいるが (e.g. Suzuki et al., 1990)，「微小領域微
量分析」の技術は，ジルコン中の UO2 や ThO2 の放射性元素や PbO の定量測定にも直結していた (e.g.
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Suzuki, 1987a)．すなわち，1980 年代半ばには鈴木さんの研究計画の中には CHIME への道がみえて
いたのである．そして，1991 年には「Chemical Th-U-total Pb Isochron Age」を冠した論文が公表さ
れるのだが (e.g. Suzuki et al., 1991)，それまでの苦難については，後に鈴木さんの言葉をお借りし
てもう少し詳しく紹介する．
なお，鈴木さんはこれら以外にも，断層や温泉水源から放出されるガス成分と地震活動の関係，
沈没した元寇船に関する考古学的研究や，福島原子力発電所から放出された放射性物質の拡散，ご
実家近くで見つかった狐の遺体の同位体分析をもとにした里山の変遷について等，多方面の研究を
されている．そして，表１から主要な研究テーマの多くの芽生えが， 30 歳代の鈴木さんにあった
ことがわかる．

３． CHIME と は
CHIME とは，前述したように，「Chemical Th-U-total Pb
Isochron Age」の頭文字に由来していることからも判るように，
同位体組成を求めない化学組成分析による地質年代測定法で
ある．その実用化は，Arthur Holmes に始まったが，それは年
代的に均質と仮定された多量の試料を必要とする湿式分析法
に依っていた．1960 年代になって EPMA が地球科学の分野に
も導入されると，この装置を用いて年代測定をする試みがな
されるようになった (Parslow et al., 1985; Kucha et al., 1986)．
では，同様に EPMA を用いた年代測定法である CHIME の
斬新さは何処にあるのか．そのひとつは，同方法が補正した
（ThO2＋UO2）量と PbO 量を両軸にとったアイソクロン図を
もとにして年代を求める点にある（図３）．CHIME が対象と
するジルコンやモナザイトは，基本的に初期鉛を持っていな
いと仮定して良い．したがって，これらの鉱物が時を刻み始
めた以降に Th, U や Pb の付加や散逸が起こらない限り，描
かれたアイソクロンは図の原点を通ることになる．この仮定
が成立しているか否かで，測定の精度と得られた年代値の確
からしさを自己検証できることにつながる．これは，先駆者
の U-Th-Pb 系の化学年代測定法からの大きな前進である．な
お，CHIME が一般化するにつれて，EPMA 年代測定と称し
て，各分析点の組成から年代を計算し（原点とを結ぶ２点ア
イソクロン法に他ならない），大量の年代値を元に年代値の
頻度分布を論じる研究も多く公表されているが，CHIME は
「自己検証できる」という点で，これらとは一線を画すもの
である．
鈴木さんが，強調されていたのは，CHIME がもつ高い測
定空間分解能である．岩石試料中の鉱物の多くはその成長や
再結晶等さまざまな時期を経験している．そして，それは一
般的には，組成累帯構造として記録されている．したがって，
地質学的に意味がある年代値を求めるためには，それらを区
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図３ 図４のジルコンの CHIME ア
イソクロン図．3 本のアイソク
ロンが引かれ，年代が異なる 3
つの成長時期が識別できる．
（鈴木さんの講義資料より）

図４ CHIME の測定空間分解能
（左上の白丸）．灰色のスポッ
トが実際の分析点である．
（鈴木さんの講義資料より）

別して分析する必要がある．図４は，この点を示すために鈴木さんがよく使われていた図である．
このジルコンは，少なくとも３段階の年代累帯構造をもっており， CHIME の分解能（直径数 µm）
であれば，それらを区別して年代測定が可能である．また，測定精度や検出限界を向上させること
により，モナズ石やジルコンなど，岩石試料中に比較的普遍的に含まれる鉱物を対象とした年代測
定が可能となる．これらが，鈴木さんが目指して
表２ CHIME への道のり
いた点であり，強みとなった．さらに，CHIME
は基本的に非破壊分析であるため，試料を保存す
1979: 鈴木 理学部助手（東京学芸大学から）
ることにより，新たな分析装置や分析方法が実用
1983: CHIME 装置 (JXA-5A) 改造着手
1984: CHIME (EPMA 年代測定) に方針確定
化された際の再測定に供することができる点も
1985: JXA-5A 改造完了
重要である．

４ ． 微 小 領 域 微 量 分 析 か ら CHIME へ
鈴木さんは，学部１年生向けの全学教育や大学
院の講義で，CHIME をキーワードとしたご自身
の研究史を語っておられた．表２は，鈴木さんが
講義の際に使用されていた資料に加筆したもの
である．1983 年 CHIME 装置 (JXA-5A) 改造着手
とある．その当時，地球科学の分野では EPMA
が利用され始めたものの，それは 0.1〜1 wt%を超
えるような比較的高濃度の主要元素を対象とし
た分析であり，10〜100 ppm 単位の元素を定量分
析することは，鈴木さん以外には誰もチャレンジ
することはなかった．微少量の元素を定量するた
めには，加速電圧と照射電流を長時間にわたって
安定に保ち，測定する特性 X 線の測定効率を高め
るとともに，検出限界を下げる必要があるので，
まずは装置の改造から始
まったのである．図５は，
耐震改修前の理学部 E 館
4 階に設置されていた，改
造された EPMA JEOL
JXA-5A（1971 年製）で，
鈴木さんは CHIME I と呼
んでおられた．年表によ
れば，1986 年〜1987 年に
かけて「微量分析法・測
定法開発」となっている
が，鈴木さんはアフリカ
調査の際にご自身で採取
された集積岩中の鉱物粒

1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1994:

1996:
1997:
2000:
2001:
2008:
2015:

2015:
2016:

図５ CHIME 装置 I
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微量分析法開発
測定法開発
最初の論文投稿（年末）
リジェクト連続
リジェクト連続
最初の論文 印刷発表
IGC (京都)
ICOG8 (カリフォルニア大学)
CHIME 法が国際的評価
JCXA-733（寄付）
フランスで CHIME 法開始
JCXA-733 機能強化(4 チャンネル)
年代測定総合研究センター
CHIME 法が爆発的に普及
Gondwana Research 優秀論文賞
Encyclopedia of Scientific Dating Methods
Uranium-Lead, Chemical Isochron U-Pb
Method (CHIME)
宇宙地球環境研究所・年代測定研究部門
研究所総合館Ⅱへ引っ越し

図６ La および Ce の定性分析結果
(Suzuki, 1981)

界に希土類元素 (REE) が濃集していることを定性的にではあるが，すでに 1981 年には報告されて
いる（図６）．そして，1980 年代半ばには数 10 ppm の定量分析に成功されている (Suzuki, 1986;
1987b)．そのためは，EPMA の改造のみならず，特性 X 線の互いの干渉を取り除く等の基礎的な研
究も必要であった．
そして，どんな内容だったのか今となってはその詳細を知る由もないが，1988 年末に最初の年代
測定の論文が投稿された．しかしそれ以降，数多くのリジェクトという査読結果が鈴木さんの元に
届いた．筆者の記憶違いでなければ，最初の原稿は Nature に投稿されたが，
「論文の内容が Journal
の aim に合わない」との理由で査読にさえまわらなかったようだ．1989 年に昭和から平成へ時が移
るのに合わせてか，鈴木さんは 後に CHIME と呼ばれるようになる分析法に関する一連の研究を．
「プロジェクト平成」と自ら呼んでおられた．新しい年代測定法の開発にかける意気込みと自負の
表れであろう．そして，1991 年になってついに，3 編の論文が Geochemical Journal (Suzuki and Adachi,
1991a), Sedimentary Geology (Suzuki et al., 1991) と Journal of Erath Science Nagoya University (Suzuki
and Adachi, 1991b) に掲載された．このうち Geochemical Journal と Sedimentary Geology の論文の
引用回数は，それぞれ 230 および 113 に達する（Web of Science：2017/02/20 現在）．鈴木さんは，
Sedimentary Geology に受理されるまでの経緯を次のように書き残されている．
【CHIME法は容易には理解されなかった．最終的に掲載が決まったSedimentary Geologyでも否定意
見が多かったため，編集長のK.A.W. Crook
教授は論文の掲載を迷っていた．しかし，
SHRIMP年代測定を推進しているANUの I.S.
Williams博士が何人目かの査読者として原
稿を読み，図表の細部に至るまで細かく検討
して，論文の掲載を Crook教授に強く推薦し
た結果，やっと掲載可となった．】
その後，1994年にカリフォルニア大学バーク
レー校で開催された8th International
Conference on Geochronology,
図７ 旧年代測定総合研究センター（古川記念館）
Cosmochronology and Isotope Geology
に 設置されていた CHIME 装置Ⅱ（現在は，
(ICOG8)での発表で，R.H. Steiger教授（当時
研究所共同館Ⅱの 2 階で稼働している）
スイス，チューリッヒ工科大学）をはじめと
する多くの研究者から, CHIMEは注目された．この年には
JCXA-733が寄付され，1997年に４チャンネルへの改造が
おこなわれ分析の効率化が進み，CHIME装置IIとして多く
の貴重な年代データを出し続けた（図７）．さらに，1998
年にはイギリス鉱物学会のthe 29th Hallimond Lectureにお
いて，Chemical Isochron Method (CHIME) として紹介され
(Compston, 1999)，2001年にはボストンで開催された米国
地質学会年会で，EPMA年代測定の特別セッションが設け
られるまでになった．これらと相前後して，CHIME関係
の論文は，急速に増加していった（図８）．鈴木さんは，
このことを「CHIME法が爆発的に普及」と誇らしげに書
いておられる．そして現在では，単結晶の年代累帯構造
図８ CHIME 関係論文の増加の様子
を論じられるまでになっている（図９）．なお，CHIME
（2017/01/20 現在の Web of Science の
データを用いて作図）
は「Encyclopedia of Scientific Dating Methods」のひとつの
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図９ モナザイトの偏光顕微鏡写真，特性Ｘ線マップ，CHIME 年代マップとアイソクロン図
(Suzuki and Kato, 2008)

項目「Uranium–Lead, Chemical Isochron U–Pb Method (CHIME)」として紹介されている (Suzuki and
Dunkley, 2015)．
鈴木さんは，こうして年代測定法のひとつとして大きく育った，CHIMEに関連した多大な貢献に
よって，2004年には日本地質学会賞，そして2010年には日本地球化学会学会賞を受賞された．この
ように地質学と地球化学という少し分野が異なる２つ大きな学会から最高の賞を受賞されたのは，
私の記憶違いでなければ，鈴木さんただお一人である．なお， 鈴木さんは，2005年には中国・吉
林大学名誉教授になられ，2008年にはGondwana Research Best Paper Awardを共同受賞されている
(Dunkley et al., 2008)．
５ ． 鈴 木 さ ん の CHIMEと 地 球 科 学
鈴木さんは，CHIMEの開発と実用化だ
けではなく，CHIME年代にもとづいた数
多くの研究を残された．しかし，残念な
がらその全容を紹介するには私の力量
もページ数的余裕もない．そこで，おそ
らく，鈴木さんしかできなかったであろ
う研究のうちの２論文を紹介する．
鈴木さんの最初の論文（山田ほか,
1968）は，前述したように領家帯に産す
る花崗岩類の形成順序を野外で観察さ
れる互いの貫入関係から論じたもので
あった．この手法は，地質学的研究の基
礎のひとつであるが，残念ながら形成さ

図 10 中部地方領家帯の変成岩類と花崗岩類の CHIME 年代
(Suzuki and Adachi, 1998)
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れた時間的間隔を具体的に論じることはできない．鈴木さんは，領家変成岩類とその後に貫入した
多くの花崗岩体のCHIME年代を丹念に測定し，得られたCHIME年代は地質学的情報から決められ
た貫入順序と調和的であることを示し（図10），約100 Maに変成作用がピークを迎えた後に約3000
万年の間に花崗岩類が順次貫入し領家帯が形成されたと結論づけた (Suzuki and Adachi, 1998)．それ
は，貫入順序を論じた論文が公表されてから，ちょうど30年後のことであった．この論文は，CHIME
を介して地質学と分析化学が融合したものであり，かつて地質学で研究の第一歩を踏み出された鈴
木さんを代表するCHIME論文であると思う．
もうひとつは，長崎県旧鷹島町沖の伊万里湾に沈んでいた碇石の研究である．北九州の沿岸海底
からは，「蒙古碇石」と呼ばれる石材が多数発見されている．しかし，それらが元寇軍団のものか
或いは通商船舶や漁網の錘などに由来するのかは確定していなかった．旧年代測定総合研究セン
ターでは，この碇石を装着した木製碇の木材と竹索の14C年代測定結果より，それが元寇船のもので

図 11 木石碇の材料となった木材と竹索の 14C 年代測定結果
（宇宙地球環境研究所・年代測定研究部パンフレットより）

ある可能性が極めて高いことを示した（図11：池田ほ
か, 1998）．これ自体も素晴らしい研究成果ではある
が，鈴木さんは碇石として用いられている花崗岩類の
CHIME年代と全岩組成の特徴から，その産地を中
国・福建省であると推定し (Suzuki et al., 2000)，この
碇石は福建省泉州付近の港で建造された江南軍のも
のであろうと推定した（図12）．これは水中考古学と
年代学と地質・岩石学が融合した希有な研究であり，
それは鈴木さんがその研究の中心におられたからこ
そ得られた成果だと思う．
泉州は，南宋末期から元の時代，ムスリム商人を中
核とする貿易船団の根拠地であり，海のシルクロード
の玄関口であった．鈴木さんは，全学教育の教養科目
において，マルコポーロの「東方見聞録」に始まり，
日本の金銀を求めた元の進出，そして寒冷期の到来と
モンゴル帝国の出現の関係などを，推測を交えて大胆
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図 12 中国南東部の地質と花崗岩類の年代分布
（宇宙地球環境研究所・年代測定研究部
パンフレットより）

に語っておられた．しかし，残念ながらその全容を論文として読むことはできなくなった．
６．おわりに
鈴木さんは，お亡くなりになる直前までCHIME装置Ⅱの調整・改良や多くの共同研究を続けてお
られた．筆者も，CHIME年代に関する論文を共同執筆している途中であった．鈴木さんが残された
多くの貴重なデータを印刷・公表することが，私の含め残された者の責務である．データを埋もれ
させないことを，鈴木さんにお約束して筆を擱く．
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