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資 料

１．はじめに

　これまでの水循環解明の研究において，地下水の涵
養域や地下水流動を把握するための手段には複数の方
法が用いられているが，その一つとして，酸素や水素
の安定同位体の利用を挙げることができる。酸素や水
素は水を構成する元素であるため，これらの同位体に
着目することにより水そのものの挙動を追うことがで
きるという利点がある。また，酸素と水素の安定同位
体は通常の条件下では岩石等との反応は生じず，他の
水塊との混合や蒸発の発生のような限られた場合以外
では同位体比は変化しにくいことから，水循環や地下
水流動等を把握するのに適したトレーサーであるとい
える。
　降水は地下水や湧水等の源であるため，降雨―浸
透―流出過程や地下水流動を明らかにする際には，
降水の安定同位体データを把握することが重要であ
る。降水の同位体比と他のデータを併せて用いること
により，より詳細に水循環を明らかにすることが可能
となる。こうした点において，降水の同位体データの
蓄積は重要である。
　降水の酸素・水素安定同位体比には幾つかの特徴が

あり，１）降水量が増えると同位体比が低くなる雨量
効果（amount effect），２）気温が高いと同位体比が
高くなる温度効果（temperature effect），３）標高の
高い地域ほど同位体比が低くなる高度効果（altitude 
effect），４）内陸部ほど同位体比が低くなる内陸効果
（continental effect），５）高緯度地域ほど同位体比が
低くなる緯度効果（latitude effect）などが挙げられ，
これは日本国内に限らず，海外の各地でも確認されて
いる１）２）。これらの特徴を利用して，地下水の涵養域
の推定や地下水流動に関する研究が試みられている。
　本稿では，2014年の降水同位体比の特徴と，これま
で観測を行ってきた３年分のデータから明らかとなっ
た変動特性について報告する。

２．研究方法

２．１　降水の採取方法
　降水試料は，福島県福島市（福島大学構内）では
2012年４月から，埼玉県小川町と栃木県宇都宮市で
は1993年９月から実施している。各地点に蒸発防止
構造を有した装置（Fig.１）を設置して，月に一度
採水を行っている。本稿では，福島市，小川町，宇
都宮市の３地点を対象とし，2014年１月～12月の月
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降水の同位体データについて考察する。また，福島
市ではこれまでに約３年分のデータが蓄積されたた
め，2012年～2014年の同位体比の変動についても概
説する。なお，福島市，小川町，宇都宮市の2012年
と2013年の降水同位体比の特徴については，福島大
学地域創造 第25巻第１号３）と第26巻第１号４）で公
表している。また，小川町，宇都宮市の1994年から
2006年までの同位体データについても公表済みであ
る５）。
　福島市では降水の採取時に採取量を計測し，採取
量から降水量に換算して同位体の加重平均値を求め
ている。降水量は場所による変化が大きいため，観
測地点のデータを取得するのが望ましいが，小川町
と宇都宮市では降水採取時に採取量を計測していな
いため，最寄りの気象観測所の降水量データを代用
して計算を行っている。なお，小川町と宇都宮市に
おいては，採水の都合上，2014年は10月分と11月分
を合わせて採取した。

２．２　分析項目，方法
　降水サンプルは採取時にEC（電気伝導率），pH
の測定を行った。採取した降水サンプルはポリプロ
ピレン製，或いはポリエチレン製の容器に保存し，
冷暗所で保管をして，一般水質分析と酸素・水素安
定同位体分析を実施している。2014年の降水試料に
ついて，一般水質は，イオンクロマトグラフィー法
（ICS-1000（陽イオン），ICS-2000（陰イオン），共
にDIONEX社製）により定量した。酸素・水素安
定同位体比は，近赤外線半導体レーザーを用いたキ
ャビティリングダウン吸収分光法により分析を行っ

た。安定同位体比は，標準物質（v-SMOW）から
の千分率偏差であるδ値として示している。測定精
度は，δ18Oは±0.1‰，δDは±0.5‰である。
　各地点の気象データは，気象庁の観測所（福島市：
福島，小川町：青梅，宇都宮市：宇都宮）で観測さ
れたデータを利用した６）。

３．結果・考察

３．１　気温，降水量
　前述したように，降水の酸素と水素の安定同位体
比は，降水量や気温などの気象条件の影響を大きく
受ける。2014年の気温と降水量が例年と比べてどの
ような特徴を持っていたのかを把握するため，各
地点の長期間の年降水量，年平均気温の平均値を
Table１にまとめた。福島市（福島）と宇都宮市（宇
都宮）では1890年ごろから気象観測が行われてお
り，この２地点については1890年～2014年の平均値
を示した。一方，小川町（青梅）では観測を開始し
た時期が相対的に遅いため，地点間の比較が行える
ように，３地点共にデータが記録されている1976年
～2014年の平均値も併せて示した。
　1976年～2014年の平均気温では，福島市が13.0℃
で最も低く，小川町では13.9℃，宇都宮市では13.8
℃を示している。小川町と宇都宮市ほぼ等しく，福
島市と比べて１℃ほど高い値を示している。これは
1890年～2014年の福島市（12.3℃）と宇都宮市（12.9
℃）の差より若干大きくなっている。1976年～2014

年の年降水量の平均値では，福島市が1,161㎜で最
も少なく，小川町と宇都宮市ではそれぞれ1,498㎜
と1,495㎜でほぼ等しい。福島市の年降水量は1890

年～2014年の平均値でも1,170㎜と少なく，観測を
行った３地点のみならず，日本の平均値（約1,700
㎜）と比べても降水量が比較的少ない地域である
と言える。これらのことから，福島市では気温が相

Fig.1　 Precipitation sampler settled at Fukushima 
University.

Table 1　 Average of air temperature and 
precipitation amount at Fukushima, 
Ogawa and Utsunomiya. 

AT（1890-2014）
℃

AT（1976-2014）
℃

P（1890-2014）
㎜

P（1976-2014）
㎜

Fukushima 12.3 13.0 1,169.6 1,160.9

Ogawa － 13.9 － 1,498.3

Utsunomiya 12.9 13.8 1,512.0 1,495.1

　AT：air temperature　　P：precipitation amount
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対的に低く，降水量も少なく，一方の小川町と宇都
宮市では比較的似た気象条件であることがわかる。
また，長期的な変動では，各地点共に気温は上昇傾
向にあり，特に1950年ごろからの気温上昇は顕著で
あり６），世界規模での温暖化の影響が表れていると
考えられる。一方，降水量の変動には明瞭なトレン
ドは認められないが，雨量強度の大きいイベント降
水の頻度が増える傾向が認められる６）。
　次に，各地点の2014年の気象データの特徴につ
いて述べる。３地点の月平均気温の変動をFig.２
aに，月降水量の変動をFig.２bに示した。月平均
気温（Fig.２a）は３地点とも同じような変動を示
しており，１月～４月では福島市と他の２地点の気
温の差がやや大きいが，それ以外の月では顕著な差
は生じていない。2014年の年平均気温は，福島市で
13.3℃，小川町で14.3℃，宇都宮市で14.2℃である
（Table２）。1976年～2014年の平均値と比べると，

いずれの地点も2014年の値がやや高くなっているが
（福島では0.3℃，小川町と宇都宮市では0.4℃高い），
2013年の観測結果４）と比べるとその差は小さく，比
較的例年に近い気温であったと言える。
　月降水量の値をみると（Fig.２b），全体的には
３地点ともほぼ同じような季節変化を示している
が，降水量の多い月（６月と10月）では福島と小川町・
宇都宮市で若干傾向が異なっている。2014年６月は
特に関東地方で降水量が多く，小川町で599㎜，宇
都宮市で457㎜と非常に多い値が示されている。し
かし，福島市では196㎜でそれほど多量の降水は観
測されておらず，この点において関東地方に位置す
る小川町，宇都宮市とは状況が異なっている。６月
５日～６月９日にかけて日本列島付近に低気圧や前
線が停滞し，西～東日本の太平洋側で断続的に降水
が生じて，各地で大雨を記録している７）。特に６月
６日は青梅（小川町）の観測で213.5㎜の日雨量を
記録し（1976年６月～2015年６月の統計期間中，観
測史上１位に相当），関東地方では記録的な豪雨と
なった。また，６月下旬も東日本で大気の不安定な
日が続き，６月29日は福島市内でも79㎜（1889年
６月～2015年６月の統計期間中，観測史上８位に相
当）の日降水量が観測されている６）。このように，
2014年６月は特に降水量が多い月であった。2014年
10月は台風18号と19号が日本列島に相次いで上陸
し，全国的に大雨となった８）。台風18号による降水
（10月５日～６日）では，小川町では216㎜，宇都
宮市では156㎜，福島市では120㎜，台風19号（10

月13日～14日）では，小川町では65㎜，宇都宮市
では91㎜，福島市では95.5㎜の降水がそれぞれ観
測されている６）。一方で11月～１月の降水量は少な
く，３地点共に概ね50㎜以下となっており，特に
１月は10㎜前後と非常に少なかった。しかし，２
月は７日～８日と14日～16日において太平洋側で大
雪となり，関東甲信越を中心に最深積雪の記録を大
幅に更新した９）。福島市でも複数回の多量の降雪が
認められ，最深積雪は２月９日で44㎝，２月15日
で54㎝の大雪となった。福島の積雪は2013年１月
（最深積雪41㎝）と同様４）10），2014年も多かったこ
とが伺える。この降雪の影響により，福島の２月の
月降水量（133.5㎜）は平年値（44.3㎜）を大きく
超えた。宇都宮市でも2014年２月７日と14日～15日
で降雪があり，最深積雪は32㎝に達している６）。
　2014年の年平均降水量は，福島市で1,366㎜，小
川町で1,786㎜，宇都宮市で1,764㎜である（Table
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Fig.2　 Temporal variation of （a） monthly mean air 
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２）。1976年～2014年の平均値と比べると，福島市
では2014年の方が約200㎜，小川町では約300㎜，
宇都宮市では約270㎜多くなっており，いずれの地
点も2014年の降水量は多かったことがわかる。これ
は主に６月の降水量が多かったことに起因してい
る。このように，2014年の降水量の季節変動は例年
とそれほど大きな差は生じていないが，初夏の降水
量が例年と比べて多く，総じて年降水量は平年値よ
りも高い値を示すという特徴が認められる。

３．２　降水の酸素・水素安定同位体比の特徴
　福島市，小川町，宇都宮市で採取した2014年の月
降水の酸素安定同位体比（δ18O）をFig.３aに，水
素安定同位体比（δD）をFig.３bに，d-excess値（=
δD－８δ18O）をFig.３cにそれぞれ示した。また，
各地点の同位体比，気象データをTable２にまとめ
た。
　δ18O値とδD値は，福島市，小川町，宇都宮市共に，
全体的には比較的似た変動を示している。しかし，
１月，２月，４月，５月，10月では変動に異なりが
見られ（Fig.３a，３b），これには降雪の有無や前
線性の降水，台風の影響などが及んでいると考えら
れる。季節的な変動は明瞭には表れていないが，福
島では１月と２月で同位体比は相対的に低く（軽い
同位体が多い），８月と９月で相対的に高い（重い
同位体比が多い）。しかし，小川町と宇都宮市では
顕著な季節変化は認められない。また，例年と比べ
て，各地点共に，同位体比の最大値と最小値の差が
小さいという特徴もある。宇都宮市と福島市の年変
動では，δ18Oで－14～－５‰，δDで－90～－30

‰の範囲であるが，小川町ではδ18Oで－９～－５
‰，δDで－65～－30‰で，他の２地点と比べると
変動幅は小さく，２月に同位体比の低下が生じてい
ないという違いがある。福島市において，１月およ
び２月で低い同位体比を示すのは，気温の低さと降
雪の影響を受けているためであると考えられる。前
述したように各地で２月の降雪量が多かったが，小
川町と宇都宮市では2013年１月のような同位体比の
低下は生じていない。参考までに，2013年１月の同
位体比は，福島市ではδ18Oは－13.0‰，δD：－
84.5‰，小川町でδ18Oは－20.8‰，δDは－151.7‰，
宇都宮市でδ18Oは－16.6‰，δDは－114.6‰であ
った４）。また，福島市の2014年１月と２月の同位体
比は，2013年の値とほぼ同じである。
　次に，記録的な降水量が観測された６月の同位体
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Fig.3　 Temporal variation of （a） δ18O, （b） δD 
and （c） d-excess at Fukushima, Ogawa 
and Utsunomiya in 2014.

比をみると，いずれの地点も特異的な値はあらわれ
ておらず，2014年の平均的な値に近いことがわかる。
通常，降水の同位体比には雨量効果が存在しており，
降水量が多いと同位体比は低くなる傾向が認められ
ているが，2014年６月の場合には雨量効果の影響は
あらわれていない。また，台風によって多量の降水
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がもたらされた10月の同位体比についても，各地点
共に低い値になっておらず，この点において例年と
は異なっている。一方，福島市で最も高い同位体比
を示している９月では，同市の月降水量は少なく，
雨量の影響が同位体比に及んでいる可能性が考えら
れる。小川町と宇都宮市については，11月～１月の
降水の同位体比の低下が顕著に認められなかったの
は，この期間の降雪が殆ど無かったことに起因する
と考えられる。これは2013年の値と比較すると明瞭
である。こうした冬季の降雪の影響により，年間の
降水の同位体比の変動幅が相対的に小さくなってい
ると考えられる。福島市においては，2014年２月に
多量の降雪が生じているが，この地域では例年降雪
時の同位体比もさほど低い値を示しておらず（たと
えば，2013年１月など４）），この点において小川町
や宇都宮市と特徴が異なっている。
　地点間の同位体比について着目すると，４月と９
月を除いて福島市の同位体比が相対的に低い値を示
している。福島市は３地点の中では高緯度，高標高
地域に位置しているため，緯度効果および高度効果
の影響を受けて降水の同位体は相対的に低くなるこ
とが考えられる。小川町と宇都宮市については月に
よって同位体比が異なっており，差異は明瞭には認
められない。降水量で重みづけしたδ18O値とδD値
の加重平均値をみると，福島市＜小川町＜宇都宮市
となっている（Table２）。関東地方に位置する小
川町と宇都宮市については，上述したように月降水
の同位体比では大小は明瞭でないが，降水量の多い
６月と10月において小川町の同位体比の方が低い値

を示していたことから，年加重平均値としては小川
町＜宇都宮市の関係になっている。小川町と宇都宮
市の同位体比の関係については，2012年および2013

年も2014年と同様であることから，例年，小川町の
方が相対的に同位体比は低い値となることが言え
る。この要因として，小川町と宇都宮市の降水量と
気温はほぼ同じ値を示すことから気象的な要因では
なく，また標高についても大きな差はないので，雨
量効果や温度効果，高度効果の影響は少ないと考え
られる。一方，海岸（太平洋沿岸）からの距離につ
いては小川町の方が内陸にあるため，内陸効果の影
響（海岸からの距離が長いほど同位体比は低くなっ
ている）が強く影響している可能性が示唆される。
　長期間の観測値がある小川町と宇都宮市の1999～
2014年の降水同位体の加重平均値を計算すると，小
川町ではδ18Oは－8.6‰，δDは－56.2‰であり，
宇都宮市ではδ18Oは－8.4‰，δDは－54.6‰であ
る。1999年～2014年の加重平均値と2014年の加重平
均値を比較すると，小川町ではほぼ等しいが，宇都
宮市では2014年のほうがやや高い値を示している。
これは降水量が多かった６月と10月の宇都宮市の降
水同位体比が相対的に高い値を示していたことに起
因する。こうしたことから，2014年の降水同位体比
は，小川町では平均的な値を示していたが，宇都宮
市では降水量の影響を受けてやや高くなっていたこ
とが明らかとなった。
　d-excess値は５～30の範囲で変動している。ま
た，夏季で低く（５～８月で概ね10以下），冬季で
高い値を示しており，例年認められる季節変化と同

Table 2　 Stable isotope ratios, monthly mean air temperature and monthly precipitation amount at 
Fukushima, Ogawa and Utsunomiya in 2014.

Fukushima Ogawa Utsunomiya

in 2014 δ18O
‰

δD
‰

AT
℃

P
㎜

δ18O
‰

δD
‰

AT
℃

P
㎜

δ18O
‰

δD
‰

AT
℃

P
㎜

Jan －13.99 －89.8 1.7 16.0 －8.45 －60.5 3.0 10.0 －9.53 －60.9 2.3 9.0
Feb －12.66 －84.4 1.5 133.5 －8.04 －46.7 3.1 193.5 －12.45 －83.4 2.8 97.0
Mar －9.77 －61.6 6.0 157.5 －8.61 －53.6 8.1 67.0 －8.68 －51.6 7.6 113.0
Apr －8.58 －56.9 12.0 73.5 －5.83 －34.4 12.9 70.0 －9.52 －63.5 12.8 135.5
May －10.53 －76.6 18.2 69.5 －8.70 －60.9 18.6 87.5 －5.67 －38.5 18.7 74.5
Jun －8.94 －65.0 21.7 195.5 －9.13 －64.9 21.6 599.0 －7.76 －56.1 21.9 456.5
Jul －10.70 －77.4 24.9 196.0 －9.09 －65.8 25.1 87.5 －9.86 －71.2 25.1 194.5
Aug －7.36 －51.1 25.3 138.5 －6.18 －38.7 26.0 151.0 －6.21 －41.7 26.0 145.5
Sep －5.75 －31.0 20.6 31.0 －8.00 －49.7 21.2 83.5 －6.92 －40.6 21.1 164.5
Oct －10.46 －67.7 15.4 251.5 －8.80 －53.7 16.6 324.5 －5.80 －30.7 16.6 273.5
Nov －10.27 －61.0 9.6 53.5 11.4 71.0 11.5 58.5
Dec －11.42 －65.0 2.8 49.5 －8.00 －44.9 4.2 41.0 －7.98 －41.3 3.9 41.5
W.M. －9.78 －66.0 13.3＊1

1,365.5＊2 －8.43 －55.3 14.3＊1
1,785.5＊2 －7.79 －51.1 14.2＊1

1,763.5＊2

　AT：air temperature　　P：precipitation amount　　W.M.：amount-weighted mean　　＊1：average　　＊2：total
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様の特徴が認められる（Fig.３c）３）４）。ただし，小
川町では１月の値が低くなっており，この点のみ傾
向が異なっている。これはδD値に対してδ18O値が
相対的に高い値を示していたことに因る。１月の小
川町の降水量は10㎜と少なかったことから，降雨
発生中に雨滴蒸発が生じてd-excess値が低くなっ
ている可能性が考えられる。降水のd-excess値の
季節変動は，降水の元となる水蒸気の起源が異なる
ことに起因しており，夏は太平洋側の気団が卓越し，
冬は日本海側の気団が卓越するためであると説明さ
れている11）。これは，太平洋側の湿潤な環境下で形
成された水蒸気のd-excess値は相対的に低くなり，
日本海側の乾燥した条件下で形成された水蒸気の
d-excess値は相対的に高くなることに因るもので
ある。今回の結果から，2014年の降水に関しても，
福島市，小川町，宇都宮市のいずれの地点も上述の
条件が成り立っているものと考えられる。d-excess
値の変動を用いることにより，比較的流動の速い河
川水や地下水などの滞留時間の推定や，地下水の涵
養過程を考察することが可能となる場合があり，水
循環を考える際にも重要なデータである。

３．３　降水のδ-ダイアグラム
　天水のδ18OとδDには正の相関が存在し，その
関係はδD＝８δ18O＋10となることが報告されてい
る12）。この回帰線はCraigの天水線と呼ばれている。
　福島市，小川町，宇都宮市の2014年の月降水のδ
-ダイアグラムを，それぞれFig.４a，４b，４cに
示した。各地点の天水線（回帰線）を求めたところ，
福島市ではδD＝6.6δ18O＋0.72（r2＝0.857），小
川町ではδD＝8.6δ18O＋17.1（r2＝0.804），宇都
宮市ではδD＝7.4δ18O＋7.7（r2＝0.886）となった。
このうち，宇都宮市については，天水線の傾き，切
片はCraigの天水線に近い値を示し，また2013年の
天水線とも同様の値である４）。しかし，福島市と小
川町ではCraigの天水線と大きく異なっている。福
島市の天水線は傾きが緩く切片は小さく，小川町の
天水線では傾きが急で切片は大きくなっており，例
年の特徴と異なっている３）４）５）。長期データを用い
て求めた天水線では，小川町（1993～2009年）はδ
D＝7.6δ18O＋10.2（r2＝0.917），宇都宮市（1998

～2009年）はδD＝7.3δ18O＋8.4（r2＝0.873）で
あり13），この結果と比較しても，2014年の小川町の
天水線の傾向は異なっていることがわかる。天水線
の傾きは降水の元である水蒸気が形成されるときの
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Fig.4　 δ18O versus δD （δ-diagram） at 
（a） Fukushima, （b） Ogawa and 
（c） Utsunomiya in 2014.
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条件により決まっており，一様の条件下で水蒸気が
形成されれば，理論的には降水の同位体比は傾き８
の直線に沿うことになる。この直線から外れた位置
にプロットされる場合には，通常とは異なった条件
下で水蒸気が形成されたことになる。こうしたこと
から，2014年は，特に降水量の多かった降水イベン
トで水蒸気は異なった条件下で形成され，この要因
により天水線の傾きにも影響が生じていることが可
能性として考えられる。
　一方，決定係数（r2）は３地点ともに0.8以上の
値を示していることから，天水線上に沿うようにプ
ロットされていることがわかる。多量の降雪が発生
した2014年２月の値も，他の月と同様に天水線上に
プロットされている。これは，降雪をもたらした水
蒸気は，通常の降水をもたらした水蒸気と同様の条
件下で形成された可能性が高いことを示唆してい
る。

３．４　安定同位体比と気温，降水量の関係について
　「１．はじめに」で記述したように，降水の安定
同位体比は降水量や気温の影響を受けて値が変化
し，理論的には，気温が高いと同位体比は高くなり
（気温と同位体比に正の相関が認められる），降水量
が多いと同位体比は低くなる（降水量と同位体比に
負の相関が認められる）。2014年の福島市，小川町，
宇都宮市の気温および降水量と酸素・水素安定同位
体比の関係を把握するため，月平均気温とδ18O値
の関係をFig.５aに，δD値との関係をFig.５bに
示した。また，月降水量とδ18O値の関係をFig.６a
に，δD値との関係をFig.６bにそれぞれ示した。
　月平均気温とδ18O値には，明瞭な相関は認めら
れない（Fig.５a，５b）。しかし，ある一定の温度
で区分した場合には，特に気温の比較的低い部分に
おいて正の相関が認められるようにも見える。月降
水量とδ18O値の関係についても，気温の場合と同
様に明瞭な相関は認められない。400㎜以上の月降
水が生じた小川町と宇都宮市のδ18O値とδD値も，
年間としてみると決して低い値ではない（Fig.６a，
６b）。
　気温と降水量，ならびに同位体比の関係に季節に
よる違いが存在するのかを確認するため，2012年と
2013年の結果３）４）と同様に，平均気温が20℃を超え
る４か月分（６月～９月）と，それ以外の期間（10

月～５月）でデータを分けて，それぞれの関係図を
作成した。なお，δ18O値とδD値では同様の分布を

示すことから，ここではδ18O値を代表して用いた。
月平均気温とδ18O値の関係について，６月～９月
をFig.７aに，10月～５月をFig.７bに，また月降
水量とδ18Oの関係については，６月～９月をFig.
８aに，10月～５月をFig.８bにそれぞれ示した。
　気温とδ18O値の関係についてみると，６月～９
月では小川町のみ弱い正の相関が示されているが，
福島市では相関は認められず，宇都宮市では逆に負
の相関が存在している（Fig.７a）。10月～５月につ
いては，福島市と宇都宮市ではやや弱いが，正の相
関が認められるため（Fig.７b），温度効果の影響が
及んでいると考えられる。しかし，小川町ではほと
んど相関が生じておらず，また正の相関があらわれ
ている福島市と宇都宮市においても決定係数（r2）
はあまり高い値ではない。この点において，これま
での観測結果とは異なっている（2012年と2013年の
月平均気温とδ18O値に関しては，10月～５月では
いずれの地点においても比較的強い正の相関が認
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δD values.
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められている３）４））。この原因として，2014年では，
10月を含め，２月～４月でも例年と比べると降水量
が多く生じていたため，こうした雨量の影響を受け
て気温と同位体比の関係が打ち消されているのでは
ないかと考えられる。
　降水量とδ18O値の関係に関して，６月～９月で
は３地点共に降水量の増加と共にδ18O値が低くな
る傾向があり，小川町では決定係数がやや低いが，
福島市と宇都宮市では比較的強い負の相関が生じて
いる（Fig.８a）。このことから，雨量効果が存在す
るといえる。雨量効果の値は，福島市では－2.4‰
/100㎜，小川町で－0.2‰ /100㎜，宇都宮市で－
0.1‰/100㎜で，福島市の値は他の２地点と比べて
高い値を示している。2012年の観測においても，福
島市の６月～９月の雨量効果は－0.25‰/100㎜と
他の地点よりも高い値を示していることから３），福
島市では夏季の雨量効果が相対的に強くあらわれて
いると考えられる。また，小川町や宇都宮市でも６

月の観測結果を除くとより明瞭な負の相関が生じ
る。前述したように，2014年６月は関東地方で低気
圧や停滞前線による多量の降水が発生しており，降
水の同位体比は通常のメカニズムとは異なった過程
で形成されたことにより，雨量に対して同位体比が
それほど低い値を示していないことが想定される。
　10月～５月では，小川町では弱い負の相関が認め
られるが，福島市と宇都宮市では相関は認められな
い（Fig.８b）。全体的に降水量が少ない場合でも
δ18O値は低い値を示している場合が多く，特に12

月～２月でδ18O値は低くなっている。この期間は
温度の影響をより強く受けているため（Fig.７b），
雨量とδ18O値の相関が打ち消されていると考えら
れる。こうした特徴は，2012年および2013年でも同
様に確認されている３）４）。
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values.
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３．５　2012年～2014年の同位体比の変動傾向
　福島市，小川町，および宇都宮市において，これ
までに観測を実施した３年分の降水同位体比の変
動を把握するために，2012年～2014年のδ18O値を
Fig.９aに，δD値をFig.９bに，d-excessをFig.
９cにそれぞれ示した。全体的には，３地点の同位
体比の変動は比較的一致しており，降水をもたらす
気団の起源は同じ場合が多いといえる。また，冬季
で低い同位体比を示すことが多く，特に2013年と
2014年では顕著にあらわれている。中でも，2013年
１月の値は小川町および宇都宮市では1993年から
開始した観測期間の中で最も低い同位体比を示し
ており，記録的な低さであった４）。冬季以外の期間
については，同位体比には明瞭な季節変動は認めら
れず，年によって同位体比は変化していることがう
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Fig.9　 Temporal variation of （a） δ18O, （b） δD 
and （c） d-excess at Fukushima, Ogawa 
and Utsunomiya from 2012 to 2014.

かがえる（Fig.９a，９b）。一方，d-excessの変動
については，多少乱れる月はあるものの，夏季に低
く，冬季に高いという季節変動が明瞭に示されてい
る（Fig.９c）。この結果は，降水の起源となる気団
は３地点共に同様であり，夏季には太平洋起源の気
団が，冬季には日本海起源の気団によるものが卓越
することを示唆している。また，d-excessの季節
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変動は毎年一定してあらわれていることから，この
値を利用することにより，河川水などの比較的短い
滞留時間の推定や，地下水などにおいて涵養が卓越
する季節などを推定することも可能である。
　2012年～2014年の年間の同位体比の変動を把握す
るため，δ18O値およびδD値の年加重平均値と年降
水量，年平均気温について，Table３にまとめた。
なお，福島市については2012年の同位体比は４月～
12月の９ヵ月分のデータを用いて計算しているた
め，2013年および2014年との比較をする際には参考
値として扱う必要がある。地点間で比較すると，福
島市の同位体比が最も低く，次いで小川町，宇都宮
市となっている。また，同位体比の月ごとの変化幅
に対して年加重平均値の変化は小さく，各地点で比
較的一定している。福島市ではδ18O値は－９‰前
後，δD値は－60‰前後の値を示し，小川町ではδ
18O値は－8.4‰前後，δD値は－55‰前後，宇都宮
市ではδ18O値は－８‰前後，δD値は－52‰前後と
なっている。降水の同位体比に大きな影響を与える
気象条件は年によって異なり，特に降水量は大きく
変動しているにも関わらず，同位体比の年加重平均
値は地点ごとに一定した値を示していることが本観
測の結果から明らかとなった。こうした特徴から，
月降水の同位体比は様々な要因により大きくかつ不
規則な変動をするため推定することは難しいが，年
加重平均値については観測値がない年についてもお
およその値を代用することが可能であると考えられ
る。今回示したのは３年分のデータであるが，さら
にデータを蓄積することでより正確な値を導き出す

ことが可能となる。降水の年加重平均値に存在する
こうした特徴を利用することにより，観測地点近傍
の湧水や地下水の涵養域などを把握することも可能
となり，より多くの調査や研究での利用価値が高ま
ると言えよう。

４．ま　と　め

　福島市，小川町，宇都宮市で採取した2014年の月降
水の酸素・水素安定同位体比と，2012年～2014年の３
年間の同位体比の変動を解析したところ，以下の特徴
を把握することができた。
１）降水の酸素・水素安定同位体比について，季節的
な変化は顕著には認められないが，詳細にみると，
福島市では１月と２月で同位体比は相対的に低く，
８月と９月で相対的に高い値を示している。一方，
小川町と宇都宮市ではこうした変化は認められな
い。
２）小川町と宇都宮市では特に６月で非常に多くの降
水が生じたが，同位体比にはこの影響は特にあらわ
れておらず，雨量効果については確認できない。
３）３地点共に，降水のd-excess値は，夏季に低く，
冬季に高い値を示し，明瞭な季節変化を有している。
４）2014年の降水データでは，福島市と小川町では天
水線の値がCraigの天水線と大きく異なる傾向が認
められ，また，例年の値とも異なっている。2014年
は，特に降水量の多かった降水イベントで水蒸気は
異なった条件下で形成され，この要因により天水線
の傾きにも影響が生じていることが可能性として考
えられる。
５）2014年の各地点の降水の同位体比と気温の関係で
は，10月～５月については，福島市と宇都宮市では
やや弱い正の相関が認められ，温度効果の影響が及
んでいると考えられるが，小川町ではほとんど相関
が生じておらず，また正の相関があらわれている福
島市と宇都宮市においても決定係数はあまり高い値
ではない。この点において，2012年と2013年の観測
結果とは異なっている。
６）降水量とδ18O値の関係に関して，６月～９月で
は３地点共に降水量の増加と共にδ18O値が低くな
る傾向があり，小川町では決定係数がやや低いが，
福島市と宇都宮市では比較的強い負の相関が生じて
おり，雨量効果が存在するといえる。
７）2012年～2014年の３年間の同位体比の変動結果か
ら，３地点の同位体比の変動は比較的一致しており，

Table 3　 Meteorological data and weighted-
mean stable isotope values from 2012 
to 2014.

year δ18O＊1

‰
δD＊1

‰
AT＊2

℃
P＊3

㎜

Fukushima
2012 －8.49＊4 －54.7＊4

13.2 1070.5
2013 －9.25 －61.3 13.4 1213.2
2014 －9.78 －66.0 13.3 1365.5

Ogawa
2012 －8.40 －53.2 14.0 1360.5
2013 －8.45 －56.3 14.7 1324.0
2014 －8.43 －55.3 14.3 1785.5

Utsunomiya
2012 －8.35 －52.8 14.0 1668.0
2013 －8.30 －54.6 14.4 1504.5
2014 －7.79 －51.1 14.2 1763.5

　＊1：weighted-mean value
　＊2：annual mean value
　＊3：annual amount
　＊4：weighted-mean from April to December
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降水をもたらす気団は同じ起源の場合が多いといえ
る。また，冬季で低い同位体比を示すことが多く，
特に2013年と2014年では顕著にあらわれている。

８）３年間の降水の年加重平均値を比較すると，同位
体比の月ごとの変化幅に対して，同位体比の年加重
平均値の変化は小さく，各地点で比較的一定してい
る。降水の同位体比に大きな影響を与える気象条件
は年によって異なり，特に降水量は大きく変動して
いるにも関わらず，同位体比の年加重平均値は地点
ごとに一定した値を示していることが本観測の結果
から明らかとなった。こうした特徴から，年加重平
均値については観測値がない年についてもおおよそ
の値を代用することが可能であると考えられる。
　これまで降水の同位体比の観測を実施し，福島市で
も約３年分のデータが揃った。その特徴を大まかでは
あるが把握することができ，平均的な降水の同位体比
を示すことができた。こうした降水の同位体比を利用
することにより，観測地点近傍の湧水や地下水の涵養
域などを把握することも可能となり，より多くの調査
や研究での利用価値が高まると言える。降水同位体比
のデータを蓄積することでより正確な結果を導き出す
ことが可能となるため，今後も可能な限り，観測を継
続し，同位体比の変動や気温・降水量との関係につい
ても検討を進めてゆく予定である。
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