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寄 書

海水中のメタンを指標に用いた
三宅島周辺海底における火山活動調査の結果について
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Geochemical Exploration of Volcanic Activity on the Sea Floor Using CH4 as a Tracer:
Miyakejima Volcano, Izu-Bonin Arc, Japan
Tomohiro TD@>῍, Urumu THJCD<6>῍, Toshitaka G6BD῍ and Masayuki M>C6@6L6῍῍
In June 2000, several eruptions occurred on Miyake-jima Island, accompanied by volcanic and/or hydrothermal activity o#shore from the island. In January 2001, water samples were collected from ﬁve stations around
the island in order to reveal the existence of volcanic activity on the seaﬂoor in the area. Concentrations and stable
carbon isotopic compositions of dissolved methane in the water samples, however, showed no sign of submarine
volcanic activity over the area. These results indicate that the submarine volcanic activity in the area was not in
steady state at least during the sampling program.
1. は じ め に

口付近に散乱した岩片の間から熱水の噴出が確認された

伊豆七島の三宅島は 2000 年 6 月にῌ 17 年振りに活発

ῑ白尾῎他ῌ 2000ῒ῍ 三宅島における今後の火山活動の推

な火山活動を再開した῍ 2000 年 9 月以降は顕著な噴火は

移を考察する上でῌ このような海底噴火ῌ あるいは海底

なくなったがῌ なお火山ガスの放出は続いている῍ とく

における火山性流体噴出 ῑとそれに伴うガスの発泡現

にῌ 人体に有害な二酸化硫黄ガスの放出は世界的に見て

象ῒ の有無を明確にしておくことは重要である῍

も最大級の規模である ῑ宮城῎他ῌ 2001ῒ῍ この三宅島に

高温で還元的な火山性流体中やその噴出に伴って発泡

おける噴火で特徴的だったのはῌ 山頂の噴火活動の他に

したガス中にはῌ 一般にメタンが豊富に含まれている

西 方 沖 の 洋 上 ῑ北 緯 34 度 5.4 分ῌ 東 経 139 度 27.9 分῏

(Welhan and Craig, 1983; Mottl et al., 1995)῍ 一方ῌ 酸化

Fig. 1ῒ で変色水や気泡が観測されたことである῍ これは

環境である海水中ではῌ 大気中のメタンとほぼ平衡かそ

小規模な海底噴火活動あるいは海底における火山性流体

れ以下の低い濃度 ῑ海水 1 kg 中に数 nmol 程度ῒ でしか

噴出が原因であると考えられる ῑ林῎他ῌ 2000ῒ῍ 変色水

存在しない (Scranton and Brewer, 1978)῍ またῌ メタン

が確認された位置付近 ῑ北緯 34 度 5.2 分ῌ 東経 139 度

の炭素同位体比を用いてῌ 火山性流体やその噴出に伴っ

28.1 分ῌ 水深 85 m; Fig. 1ῒ において海底火口列が確認

て発泡したガスを起源とするメタンかどうかを判別でき

されῌ 無人潜水艇によって同火口列を観察した結果ῌ 火

る (Schoell, 1980; Whiticar, 1990).
本研究ではῌ 三宅島周辺海底における火山性流体噴出
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とそれに伴うガスの発泡現象の有無を調べることを目的
としてῌ 三宅島周辺海水中のメタン濃度と炭素同位体比
を測定した῍
2. サンプリング

中央水産研究所漁業調査船蒼鷹丸による ΐ三宅島火山
活動に伴う漁場環境調査第 3 次航海 (2001.1.11ῐ1.13)
においてῌ 三宅島東方域を除くῌ Fig. 1 に示した 5 つの
測点でῌ 各層の海水を 2.7 L ニスキンボトルを用いて採
取した῍ かつて変色域の存在した地点でのサンプリング
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Fig. 1. Map showing the sampling stations of sea water (: this study), together with locations of the colored sea
water ( ) and seaﬂoor craters ( ) (Shirao et al., 2000).
図 1. 本研究によるサンプリング測点 および変色水と海底火口列の観測地点 白尾 他 2000  サンプ
リング測点
変色水観測地点
海底火口列観測点

は立ち入り制限のため実行できなかったが 約 5 km 南

大学においてパジトラップ型の抽出ラインとこれに

西の地点で採水を行った 海水サンプルは船上で直ちに

連続したガスクロマトグラフ燃焼同位体比質量分析計

内容積 120 cc のガラス製バイアル瓶に分取 分注器によ

(Finnigan MAT 252) を用いて測定を行った キャリ

り飽和塩化水銀溶液 1.0 ml を添加し 気泡が入らないよ

アガスとして超高純度ヘリウムを用いサンプルをパ

うに注意してブチルゴム栓およびアルミシルで密栓し

ジし (100 ml/min) 液体窒素温度で Porapak-Q カラムに

た 温度変化による容器の破損を防ぐために冷暗所で測

メタンを濃集した これを高温で脱着し Ascarite および

定まで保存した

Drierite を通して脱水し 液体酸素温度の Porapak-Q カ

ラムに再濃集した そして クライオフォカスを行っ
3. メタン濃度および炭素安定同位体比の測定

た上で PoraPLOT-Q カラムのガスクロマトグラフィ

Tsunogai et al. (2000) に示された手法により 北海道

で精製した 最後に CuO 酸化炉 (960) Pt 触媒 を
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Fig. 2. Vertical distributions of concentration and carbon isotopic composition of methane, together with those of
temperature and salinity at Site 1 (ῒ: concentration of methane, ῑ: isotopic composition of methane).
図 2. メタン濃度および炭素同位体比鉛直分布と測点 1 における海水の水温と塩濃度鉛直分布 ῏ῒ῎ メタン濃
度ῌ ῑ῎ メタン炭素同位体比ῐ῍
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通して CO2 に酸化した上で 同位体比質量分析計に導

(Fig. 2) したがって 各サンプリング地点の数 km 程度

入して メタン濃度および炭素同位体比を測定した 同

の範囲内で火山性流体噴出とそれに伴うガスの発泡現象

位体比の測定精度は 0.3 であり 濃度の測定精度は

は定常的に起こっていなかったと考えられる

3% である メタン濃度は 標準ガス CH4 濃度 550
ppm を用いて校正した 炭素同位体比は 常法により
d C 値 d C()
13

13

6. 結

論

今回採取されたすべての海水サンプルにおけるメタン

(13C/12C)試料中CH4/(13C/12C)PDB標準1

濃度および炭素同位体比の鉛直分布は 大気からの供給

1,000

とバクテリアによるメタン酸化分解のみによって説明が

で表示した

つくものであり 海底火山活動の影響は認められない
(Fig. 2) このことから 三宅島周辺海底において サン

4. 結

果

プリングをした 2001 年 1 月に定常的な海底火山活動は

三宅島周辺海水中のメタン濃度および炭素同位体比の

起こっていなかったものと結論できる

鉛直分布を 5 つの測点で比較して図 2 に示した これ
によると すべての測点において表層 150 m 付近までは

謝

大気平衡付近の濃度および炭素同位体比をもつメタンが

本研究で用いた海水サンプルの採取にあたって 中央

分布している 同時に測定した水温と塩濃度の鉛直分布

水産研究所の方および蒼鷹丸の船長をはじめとする乗

デ タ 図 2 から これは表面混合層がこの付近の深さ

組員の方に様なご便宜 ご協力をいただいた また

まで発達しているためであると考えられる 200 m 以深

査読者諸氏には有益なコメントをいただいた これらの

においてメタン濃度は減少していくが これは大気を主

方に深く感謝の意を表する

辞

な起源とするメタンがバクテリアによって酸化分解され
るためであると考えられる 同位体比にもバクテリアに

引用文献

よるメタン酸化反応の際の同位体分別効果によって 炭

Cheminee, J. -L., Sto#ers, P., McMurtry, G., Richnow, H.,
Puteanus, D. and Sedwick, P. (1991) Gas-rich submarine
exhalations during the 1989 eruption of Macdonald
Seamount. Earth Planet. Sci. Lett., 107, 318῍327.
Evans, W. C., White, L. D. and Rapp, J. B. (1988) Geochemistry of some gases in hydrothermal ﬂuids from the
Southern Juan de Fuca Ridge. J. Geophys. Res., 93(B12),
15,305῍15,313.
林信太郎  松島 健  木股文昭 (2000) 2000 年 6 月 27
日に三宅島西方沖に出現した変色水の観察 2000 年度
日本火山学会秋季大会講演予稿集 149.
Mottl, M. J., Sansone, F. J., Wheat, C. G., Resing, J. A.,
Baker, E. T., and Lupton, J. E. (1995) Manganese and
methane in hydrothermal plumes along the East Paciﬁc
Rise, 840῎ to 1150῎N. Geochimica et Cosmochimica
Acta, 59, 4147῍4165.
宮城磯治東宮昭彦星住英夫伊藤順一川邉禎久
佐藤久夫  斉藤元治  濱崎聡志  中野 俊  高田
亮山元孝広宇都浩三森下祐一木多紀子
(2001) 三宅島 2000 年噴火ῌ噴出物編ῌ 地質ニュ
ス 557, 7῍13.
Schoell, M. (1980) The hydrogen and carbon isotopic
composition of methane from natural gases of various
origins. Geochimica et Cosmochimica Acta, 44, 649῍661.
Scranton, M. I. and Brewer, P. G. (1978) Consumption of
dissolved methane in the deep ocean. Limnology and
Oceanography, 23, 1207῍1213.
白尾元理中田節也金子隆之長井雅史鴨野岳人
下司信夫野上健治平林順一金沢敏彦 (2000) 三
宅島 2000 年噴火でできた海底火口群の潜水艇観察
2000 年度日本火山学会秋季大会講演予稿集 5.

素同位体比の重いメタンが相対的に多くなっていく様子
が示されており 本見解を支持している しかし 濃度
分布にも同位体分布にも海底における火山性流体噴出と
それに伴うガスの発泡現象を示唆するものは見当たらな
かった
5. 考

察

1989 年 1 月に噴火したマクドナルド海山では 水深
156 m の頂上海底においてガスの発泡現象が確認された
(Cheminée et al., 1991) さらに 噴火の 8 日後から 1 カ

月以内に頂上直上およびその周辺海域において計 18 点
の海水採取を行い そのうち最大 5

7 km 離れた 13 点

においてメタン濃度異常 ( 9 nmol/kg) が観測されてい
る (Cheminée et al., 1991; Stüben et al., 1992) また 火山
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