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１．は じ め に

　酸素や水素は水を構成する元素であり，これらの安
定同位体比は水を追跡するためのトレーサーとして水
循環の研究で多く用いられている。一般的に，地下水
や湧水は降水が起源となっているため，涵養域の周辺
で降下・浸透した降水の同位体比を反映することにな
る。降水の酸素・水素安定同位体比は，降水量や気温，
標高，海岸からの距離などの影響を受けて値が変化し，
同じ地点で採取した試料でも，降雨イベントごとに値
は大きく変化する１）２）。しかしながら，イベント降水
あるいは月単位の降水の同位体比を降水量で重みづけ
をして年加重平均値を求めると比較的一定した値を示
し，３年以上の観測を続けると，概ねその地域の雨の
平均的な同位体比を求めることができると考えられ 
る３）。
　降水の同位体比は上述したように降水量や気温など
の影響を受けて値が変化しており，それらは雨量効果
（降水量が多いと同位体比は低くなる），温度効果（気
温が低いと同位体比は低くなる），高度効果（標高の
高い地点ほど同位体比は低くなる），内陸効果（内陸
部ほど同位体比は低くなる），緯度効果（高緯度地域
ほど同位体比は低くなる）と呼ばれ，日本を含めた世
界各地の降水で確認されている４）５）。また，同位体比
は単独の効果のみを反映しているのではなく，複数の
効果が寄与して値が形成されており（例えば，標高の

高い地点では気温は低く，雨量は多くなることが多
い），複雑なメカニズムが働いていることになる。
　酸素や水素の安定同位体比は，蒸発や他の水塊との
混合によって値が変化するが，通常の条件下では岩石
との反応によって値が変化することは無いため，降水
として地下に降下・浸透した水は，一定の同位体比を
保ちながら地下水涵養に至り，或いは湧水として湧出
する（一部は直接河川に流出するものもある）。従って，
湧水や地下水の同位体比は，涵養域に降る降水の平均
的な同位体比を示すことになる。逆に言えば，地下水
や湧水の同位体比を示すことにより，それらの水が涵
養された地域（標高）を推定することも可能となる。
安定同位体比が有するこうした特徴を利用して，地域
的な水循環解明の研究が多数行われている。
　酸素や水素の安定同位体比の分布に関する研究とし
て，日本列島の表流水や浅層地下水の同位体比の分布
図が作成されており，内陸効果や高度効果の特徴につ
いて述べている６）。また，日本国内の地下水や湧水を
対象として同位体比の分布を示し，d-excess値は奥羽
山脈，越後山脈，関東山地，丹波高地，中国山地を境
にして値が変化し，これらの山脈によって卓越する気
団が異なることを指摘している７）８）。これらの研究で
は全国規模での結果を示しているが，地域によって調
査地点数に偏りがあり，対象とする地域（例えば県レ
ベル）の同位体の特徴を把握するには必ずしも十分と
は言えない。そこで，本研究では福島県内の湧水およ
び地下水を対象として，それらの安定同位体比の分布
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を示し，その特徴や，標高および沿岸からの距離等と
の関係について把握することを目的とした。また，得
られた同位体比分布と，降水の観測を行っている地点
のデータとの比較・検討も行った。

２．調査地域の概要

２．１　福島県内の気象・気候
　福島県は全国で３番目の面積を持ち，特に東西方
向に範囲が広いため，各地で気象条件や地形，文化
などが異なっている。一般的に，南北方向に分布す
る２つの山地（奥羽山脈，阿武隈山地）を境として，
西から会津地域，中通り，浜通りの３地域に分けら
れている。各地域の気温と降水量を把握するため，
気象庁の気象観測所の若松（会津地域），福島（中
通り），小名浜（浜通り）の観測データを代表とし
て用いた９）。各観測所の緯度経度，標高，年平均気
温および年降水量をTable１にまとめた。なお，気
温と降水量は1981年～2010年の平年値を用いてい
る。
　年平均気温は小名浜，福島，若松の順で高く，内
陸部に位置する若松では気温が低く，太平洋沿岸に
位置する浜通り地域では相対的に気温が高いという
特徴が認められる。会津地域では山地が分布してい
るため，標高が高く，また降雪量も多く，こうした
点において中通りや浜通りと条件が異なっている。
年降水量は小名浜，若松，福島の順で多いが，いず
れも日本の平均的な値（約1,700㎜）と比べると少
なく，特に福島では1,200㎜以下で県内でも降水量
が比較的少ない地域であると言える。
　次に各地点の月平均気温の季節変化をFig.１に，
月降水量の季節変化をFig.２にそれぞれ示した。
月平均気温（Fig.１）は，３地点ともに冬季に低く，
夏季に高く，変動はなだらかな曲線を描いている。
３地点間の差は，４月～９月では比較的小さいが，
10月～３月で大きいという特徴があらわれている。

また，小名浜の気温は冬季では４℃前後で３地点の
中で最も高いが，夏季は福島や若松よりも低くなっ
ており，年較差は比較的小さい（冬は暖かく，夏は
涼しい）という特徴を有している。月降水量（Fig.
２）では，福島と小名浜では冬季は少なく，夏季～
秋にかけて多くなっている。また，７月と８月を除
くと，小名浜の降水量の方が多く，特に梅雨前線や
秋雨前線，台風の時期にはその差が大きく，沿岸に
近い浜通り地域では前線に因る降水量が比較的多く
なっていると考えられる。一方，若松では他の２地
点と同様に７月～９月の降水量は多く，また，12月
～２月の冬季も比較的多くの降水量が観測されてい

Table 1　 Average of air temperature and 
precipitation amount at Wakamatsu, 
Fukushima and Onahama.

Latitude Longitude Elevation AT（1981-2010） P（1981-2010）
m ℃ ㎜

Wakamatsu N37ﾟ29.3' E139ﾟ54.6' 211.7 11.7 1213.3
Fukushima N37ﾟ45.5' E140ﾟ28.2' 67.4 13.0 1166.1
Onahama N36ﾟ56.8' E140ﾟ54.2' 　3.3 13.4 1409.0

　AT：annual mean air temperature
　P：annual precipitation amount
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Fig.1　 Seasonal variation of monthly mean air 
temperature at Wakamatsu, Fukushima 
and Onahama. These values are average 
over 30 years between 1981 and 2010.

Fig.2　 Seasonal variation of monthly precipitation 
amount at Wakamatsu, Fukushima and 
Onahama. These values are average over 
30 years between 1981 and 2010.
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る。これは冬季に発生する降雪に因るものである。
降雪が殆ど生じない浜通りや中通りと比べて，会津
地域は総じて降雪量は多いが，地域によって積雪深
は異なっている。2013年12月～2015年12月の観測
データによると９），猪苗代や若松，田島では日最深
積雪が１ｍほどであるのに対して，県の南西部に
位置する只見，南郷，桧枝岐では2.5～3.5ｍの日
最深積雪が観測されており，会津地域でも特に多く
の降雪が生じる地域となっている。雪の酸素・水素
安定同位体比は雨の同位体比よりも低い値を示すこ
とが多いため，只見や南郷，桧枝岐の周辺地域に分
布する地下水や湧水の同位体比には降雪の影響も及
んでいると考えられる。

２．２　福島県内の地形・地質の特徴
　福島県は東西約170㎞，南北約130㎞で東西方向
に広く分布している。面積（平成26年度時点）は
13,783.75㎢で10），北海道，岩手県に次いで全国で
３番目の広さを有する。太平洋に面した一部地域に
は平野が広がっており，内陸部には福島盆地や郡山
盆地，会津盆地をはじめとした複数の盆地が分布し，
これらは人口密度が相対的に高い地域となってい
る。一方，森林面積は971,694 haで11），県の面積の
約70.5％を占めている。地域別の森林の占める割合
を求めると，「阿武隈川」では57.1％，「奥久慈」で
は78.7％，「会津」では82.1％，「磐城」では69.2％
であり11），会津地域で森林の占める割合が最も高く
なっている。
　県内を流れる代表的な河川には，県南部を源流と
し北側に流下する阿武隈川と，会津地域に源を発し
西側に流下する阿賀川（阿賀野川）があり，前者は
宮城県で太平洋に流入し，後者は新潟県で日本海に
流入している。阿武隈川の幹川流路延長は239㎞，
流域面積は5,400㎢，阿賀野川の幹川流路延長は
210㎞，流域面積は7,710㎢で，国内の流域面積で
はそれぞれ11番目と８番目に相当しており12），日本
でも有数の規模を誇る河川である。
　2.1で述べたように，福島県は西側から会津地域，
中通り，浜通りに区分されており，それらの間には
奥羽山脈（奥羽脊梁山脈），阿武隈山地などの山地
域が南北方向に連なっている。また，会津盆地や田
島盆地などからなる会津地域の西側には，磐越山地・
越後山脈・三国帝釈山地などが分布し，新潟県側の
日本海側低地域と隔てられている。奥羽山脈や越後
山脈および三国帝釈山地には多数の火山が分布し，

複雑な火山地形を示しているところが多い13）。各地
域の特徴の概要を以下にまとめる。
　浜通りの太平洋沿岸地域には標高200～1,000ｍ
の丘陵地が発達し，この丘陵地は主に海成層からな
る新第三紀層で構成されている。また，第四紀の後
半に丘陵を開析して作られた数段の段丘や，主要河
川沿いの小規模な谷底平野および海岸平野が発達し
ている13）。
　阿武隈山地には，変成岩類や花崗岩類，古生層，
中生層などの古第三紀に形成された岩層が主に分布
しているが，山地の北部には，新第三紀前半（中新
世前期）に行われた火山活動の噴出物である玄武岩
の溶岩や凝灰角礫岩を主体とする地層が分布してい
る。また，阿武隈山地は全体として緩斜地の多い地
形を呈しているが，双葉断層と畑川破砕帯との間に
挟まれる阿武隈山地東縁部は，高度500～700ｍの
山頂部にわずかに緩斜地を残すだけで，河川は著し
い下刻を示し，谷壁は急傾し，V字谷を形成してい
る。こうした阿武隈山地の東縁部では変成岩類は僅
かに分布するのみで，新期の花崗岩や花崗閃緑岩が
広く分布し，北部では新第三紀の火山噴出物を主と
する地層も分布している13）。
　中通りには高度の低い盆地域と，多少高度が高い
丘陵域が交互配列している。盆地域は南から白河・
郡山・福島が分布しており，その間には矢吹～須
賀川と二本松～松川および福島盆地北縁の丘陵域と
なっている。盆地域には，砂礫・砂・泥からなる更
新世中～後期の地層が数十～百数十メートルの厚さ
に発達し，台地面や扇状地性の段丘面を形成してい
る。これらを開析して，数メートルの堆積物を有す
る完新世の低い段丘が２～３段作られているところ
が多いが，福島盆地周辺ではこれらの面積が広く，
厚さは20ｍを超えるところもある。一方，丘陵域
には，より年代の古い地層や岩石が分布しており，
福島盆地北縁の丘陵域には凝灰岩や砂岩を主体とす
る新第三紀層下部が分布し，二本松～松川丘陵地に
は竹貫式変成岩や花崗閃緑岩を基盤として，新第三
紀層上部や第四紀更新世前期の地層が分布してい 
る13）。
　奥羽山脈は高度1,400～1,500ｍの山が南北に連
なっており，これに重なるように那須火山帯に属す
る吾妻・安達太良・那須および磐梯・猫魔などの高
度1,800～1,900ｍにおよぶ火山群が分布している。
奥羽山脈の地域には，緒火山から噴出した安山岩質
の溶岩や火砕流堆積物などが広く分布しているが，
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これらの下位には脊梁山脈を構成する更新世前期の
火山噴出物（石英安山岩質凝灰岩など）や新第三紀
層の下部層（緑色凝灰岩・黒色板状泥岩・礫岩・砂
岩・泥岩などの海成層）・中部層（灰白色凝灰岩類
や砂岩から成る海成層）がかなり広い範囲に分布し
ている13）。
　会津地域には，南北に細長い地溝性の会津盆地と，
その南方延長上に小規模な田島盆地が分布してい
る。会津盆地は南北約30㎞，東西約10㎞の幅を持
ち，200ｍ内外の高度を有する比較的平坦な盆地で
ある。盆地下には最大150ｍを超える第四紀層が発
達している。田島盆地は大川やその支流に沿って開
けた小盆地で，高度500ｍ以上の河岸段丘や扇状地
などが組み合わさって形成されており，砂礫や砂を
主体とする更新統下部がよく発達している。会津盆
地の北・西・南側や田島盆地の西・南側には，山地
や丘陵がかなり広い範囲で分布している。また，会
津盆地の北西には標高2,000ｍを超える飯豊山地が
分布しており，この山地一帯は古生界を含む中生界
（ジュラ紀）とこれを貫く花崗岩類とから成る。会
津盆地西縁の山地や会津盆地の南方から只見や舘岩
などに至る標高1,200～1,500ｍの山地域（越後山
脈）には，新第三紀の緑色凝灰岩類や石英安山岩質
凝灰岩などが広い範囲に分布している。また，越後
山脈の西部はかなりの豪雪地域で，谷壁や山腹の地
形もやや特異な侵食地帯を示す場所が多く，河谷も
U字谷に近い形状を示すところが多く認められてい
る。福島県の南西部に位置する奥只見から桧枝岐に
かけては，標高2,100ｍを超える三国・帝釈山地の
一部が分布し，急峻な地形を形成している。この山
地の大半は，古生界を含む中生界（ジュラ紀層を主
体とする）と，これを貫く花崗岩類とから成る。こ
の地域の南西部には燧ケ岳火山（標高2,356ｍ）が
分布し，更新世後期に生じた燧ケ岳火山の噴火の際
に発生した火山噴出物により只見川の上流部がせき
止められて，尾瀬沼や尾瀬ヶ原が形成されたと考え
られている。なお，尾瀬ヶ原の地下には，礫・砂・泥・
泥炭などからなる更新世後期や完新世の湖沼成の地
層が，100ｍ以上の厚さに発達している13）。

３．現地調査の概要ならびに分析方法

３．１　現地調査と採水地点の概要
　河川や湖沼水は降水イベントや蒸発の影響を受け
やすく，安定同位体比が調査時期によって変化する

可能性が高いが，地下水や湧水は比較的一定した値
を示すことが，これまでの調査において確認されて
いる。従って，本研究では，福島県内で調査を行っ
た地点のうち，地下水と湧水の地点を選択して，そ
れらの同位体データを考察に用いることにした。本
研究で利用した地点は，湧水と地下水を合わせて
339地点である。地下水の深度や湧水の形態は場所
によって異なっているが，地下水は数メートル～十
数メートル前後の浅い地点が多い。湧水については，
高台の下の斜面から湧いている地点が大半を占めて
いるが，太平洋沿岸に近い一部地点（主に南相馬市）
では地面下から湧き出ている箇所も含まれている。
各地点の調査は，大部分は2012年４月から2015年10

月までに実施しているが，2009年～2010年に調査を
行った地点も含まれている。

３．２　採水方法
　各種分析のため，調査地点では一般溶存成分（SiO2

を含む），重金属分析用，酸素・水素安定同位体分
析用の試料を採取し，一部地点ではトリチウム分析
用の水試料採取も実施した。一般溶存成分と重金属，
安定同位体分析用では，それぞれ100mLのポリエ
チレン製の容器に採取した。また，重金属分析用に
ついては採水時に濃硝酸を少量（全体で0.1Nの濃
度になるように）添加した。これらの水試料は冷蔵
庫で保管してできるだけ早急に分析を実施した。ト
リチウム（3H）分析用は1,000mLのポリエチレン
製の容器に採取し，冷暗所で保管した。

３．３　安定同位体分析
　酸素・水素安定同位体比は，分析用の水試料につ
いて0.20μmのシリンジフィルターでろ過を行った
後，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。また，
一部サンプルについては，同位体平衡法により前処
理を行った後，安定同位体質量分析装置（DELTA 
V ADVANTAGE，Thermo Fisher Scientific社製）
を利用して分析を行った。測定精度は，δ18Oは±
0.1‰，δDは±0.5‰である。また，酸素・水素安
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。



福島県の湧水，地下水の酸素・水素安定同位体分布特性 （8217）

―　　―35

４．結果・考察

４．１　酸素・水素安定同位体比の分布状況
　福島県内の湧水および地下水の酸素安定同位体比
（δ18O）の分布をFig.３に，水素安定同位体比（δD）
の分布をFig.４に，d-excess値の分布をFig.５に
それぞれ示した。
　δ18Oは－13.3～－6.2‰，δDは－85.5～－42.3 
‰の範囲にあり，δ18OとδDは概ね同様の分布を
示している。全体の傾向として，同位体比は太平洋
沿岸域近くで相対的に高く（重い同位体が多い），
内陸部で相対的に低い値（軽い同位体が多い）となっ
ており，内陸効果の影響が表れている。磐梯山や吾
妻山，燧ケ岳周辺など標高の高い地点の同位体比は
相対的に低く，高度効果も存在している。また，沿

岸域北部では特に高い同位体比を示す地点があり，
土壌断面の比較的浅い部分で湧出している湧水では
こうした特徴を有していることから14），蒸発の影響
が多少及んでいるものと考えられる。一方，群馬県
や栃木県との県境に近い福島県南西部（燧ケ岳周
辺）に位置する地点の同位体比は，本研究対象地域
の中で最も低い値を示している（δ18Oは約－13‰， 
δDは約－85‰）。これまでの調査の結果から，雪の
同位体比は相対的に低い値を示すことを確認してお 
り１），福島県南西部の地域は内陸に位置し，標高が
高いことに加え，降雪量が多いため，これらの条件
が同位体比に影響していると考えられる。さらに，
標高の高い地点では気温は低くなることから，温度
効果の影響も及ぶことになる。こうしたことから，
同位体比に影響を及ぼす効果は単独で存在している
のではなく，複数の効果が影響して同位体比が決定

Fig.3　 Distribution map of δ18O in spring water and groundwater at Fukushima prefecture.
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されると言える。しかしながら，会津地域では周辺
よりもやや高い同位体比を示す地点も存在してお
り，猪苗代湖などの湖水の再蒸発の影響や，局地的
な地下水流動系を反映していることが想定される。

４．２　d-excess値の分布状況
　d-excess値の分布（Fig.５）をみると，太平洋沿
岸域では相対的に低く，内陸部に進むにつれて値は
高くなっている。特に，中通りと会津地域を隔てる
奥羽山脈の周辺を境として，d-excess値は大きく変
化している。こうした特徴はδ18OやδDの分布でも
ある程度認められるが，d-excess値の分布の方がよ
り明瞭に表れている。こうした違いは，湧水や地下
水の元である降水（水蒸気）の起源の違いを表して
いることが，これまでの研究で指摘されている。降
水のd-excess値は水蒸気が形成される条件によっ

て異なることが，先行研究により明らかにされてお 
り15），日本海側では乾燥条件下で急な蒸発が生じる
ことにより水蒸気のd-excess値は高くなり，太平
洋側では湿潤条件下でゆっくりとした蒸発が生じる
ことにより水蒸気のd-excess値は低くなると説明
されている。こうした事柄を本研究の結果に当ては
めて検討すると，d-excess値の分布に変化が生じて
いる（会津地域と中通りを隔てる）奥羽山脈周辺で，
水蒸気の起源が日本海側と太平洋側に分かれている
ことが可能性として考えられる。勿論，全ての降水
や降雪に対してこの条件が及ぶわけではないが（例
えば，冬季の南岸低気圧による降雪では，太平洋起
源の水蒸気が会津地域まで及ぶことがある），年間
を通じて卓越する水蒸気の起源の境は奥羽山脈の周
辺であると言えるだろう。奥羽山脈は北側に伸びる
ように分布しており，宮城県と山形県，岩手県と秋

Fig.4　 Distribution map of δD in spring water and groundwater at Fukushima prefecture.
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田県でも，こうした水蒸気の違いがd-excess値に
表れていることが指摘されている８）。一方，浜通り
と中通りの間に広がる阿武隈山地の周辺では，奥羽
山脈の周辺で確認されているようなd-excess値の
変化が殆ど認められない。こうした特徴は，奥羽山
脈の標高が1,400～1,500ｍであるのに対して，阿
武隈山地の標高は500～700ｍとあまり高くないた
め，太平洋起源の水蒸気は遮られることなく阿武隈
山地を越えて中通り地域に達するために生じている
と考えられる。また，磐梯山北側の裏磐梯地域や福
島県西部の柳津町や昭和村周辺では，d-excess値
の分布傾向から外れる（やや高い値を示す）地点が
ある。裏磐梯地域は磐梯山と西吾妻山に挟まれた地
域であり，柳津町や昭和村では奥会津の山が近くに
あることから，水蒸気の起源の違いの他に，山地
地形などの影響を受けて，周辺とは異なった同位

体形成のメカニズムが働いていることが可能性と
して挙げられる。長野県の松本盆地や岐阜県の高
山盆地などでもd-excess値が局所的に異なる値を
示すことが認められており７）８），これらの地点にお
いても地形的な要因が関与していると考えられる。
d-excess値の分布と地形の関係については，他地域
のd-excess分布の調査結果も併せて，更に検討を
続ける予定である。

４．３　δ-diagram
　δ18OとδDの関係を把握するために，δ－
diagramを作成した（Fig.６）。殆どの地点はほぼ
回帰線に沿うように分布しており，回帰線（天水
線）の式はδD＝5.4δ18O－9.4（r2＝0.935）である。
Craigの天水線（δD＝８δ18O＋10）16）と比較すると，
本研究地域の天水線は傾き，y軸切片ともに小さい。

Fig.5　 Distribution map of d-excess in spring water and groundwater at Fukushima prefecture.
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福島県内では地下水や湧水の源である降水の水蒸気
の起源が地点によって異なっており，d-excess値
の変動幅が大きくなっていることが，この要因の一
つとして考えられる。また，降水が降下する途中で
の雨滴蒸発の影響が及んでいる可能性も想定される
が，この要因に関しては今後更なる検討を要する。

４．４　同位体比と標高の関係
　Fig.３～Fig.５の分布図でも述べたように，同
位体比とd-excess値には，標高や沿岸からの距離
が関係していることが認められた。こうした特徴
を明瞭に把握するため，標高とδ18O，δDおよび
d-excess値との関係を，Fig.７a，Fig.７b，Fig.
７cにそれぞれ示した。δ18O，δD共に，標高が高
いと同位体比は低くなる負の相関が示されており，
高度効果が認められる。高度効果の値を求めると，
δ18Oは－0.3‰/100ｍ（Fig.７a），δDは－1.8‰
/100ｍ（Fig.７b）である。この値は，中部およ
び東北日本の地表水や降水の高度効果（δ18O：－
0.25‰/100ｍ，δD：－2.0‰/100ｍ）とほぼ一致
している15）。また富山県17）や八ヶ岳18）筑波山19），京
都盆地周辺20），福島県沿岸域21）で観測された値と比
較しても，本研究の結果から求めた高度効果の値は
概ね妥当な値であると言える。一方，d-excess値に
ついては標高が高いと値は高くなっており，両者に
は正の相関が認められた（Fig.７c）。この原因とし
て，雨滴蒸発の影響が考えられる。仮に雲底高度を
一定としたとき，降水が雲から落下する際には，標
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Fig.8　 Relationship between distance from the Pacific 
coast and （a） δ18O, （b） δD and （c） d-excess 
values in spring water and groundwater.

高の低い地点ほど落下距離が長いため，標高の高い
地点よりも雨滴蒸発が生じやすい。雨滴蒸発が生じ
た場合は，降水のd-excess値が低下するため，結
果として標高の低い地点ほどd-excess値が低くな
る。しかし，実際には雲底高度は降水イベントごと
に一定している訳ではなく，台風イベントのように
雲の構造が複雑なものもあるため，この現象が一
様に起きるとは言い難い。しかしながら，標高と
d-excess値に正の相関が認められることは，福島県
以外の地域の調査結果においても確認されているこ
とから，広い地域で同様の効果が働いていることは
明らかである。この現象についても引き続き検討を
続け，要因を明らかにしてゆきたいと考えている。

４．５　同位体比と沿岸からの距離の関係
　δ18OやδDの分布図（Fig.３，Fig.４）におい
て沿岸からの距離と同位体比の関係がある程度把握
できたが，この関係をより明瞭に示すため，太平
洋沿岸からの距離とδ18O，δDおよびd-excess値
との関係をFig.８a，Fig.８b，Fig.８cにそれぞ
れ示した。δ18O，δD共に，太平洋沿岸近くで同
位体比は高く，内陸にゆくにつれて同位体比は低
くなっていることが明らかであり，内陸効果の存
在が確認された。しかし，沿岸から30～40㎞付近
と75～85㎞付近でやや値が乱れる傾向が確認でき
る。前者は阿武隈山地，後者は奥羽山脈が分布する
地域に相当している。これらの地域では高度効果の
影響がより強く影響している可能性が，本結果にお
いて示された。一方，d-excess値については，沿岸
域では低く，内陸部にゆくにつれ値が上昇する傾向
が認められた（Fig.８c）。しかし，δ18OやδDで
認められた沿岸から30～40㎞付近と75～85㎞付近
で値の変動は，d-excess値の分布では後者の奥羽
山脈周辺地域のみ確認されており，この点において
同位体比の結果とは特徴が異なる。4.2でも述べた
ように，降水のd-excess値は水蒸気の起源を反映
している。福島県内では，奥羽山脈によって卓越す
る水蒸気の起源が異なり，山脈の東側では太平洋起
源（d-excess値は低い）が卓越し，西側では日本海
起源（d-excess値は高い）が卓越していると考えら
れる。しかし，阿武隈山地は標高がそれほど高くな
いため，太平洋起源の水蒸気は遮られることがなく
中通りまで達するため，浜通りから中通りにかけて
d-excess値には顕著な違いは生じず，Fig.８cのよ
うな変動分布を示していると考えられる。このよう
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に，同位体比とd-excess値の特徴を併せて検討す
ることにより，湧水や地下水の同位体比に含まれて
いる情報をより詳細に把握できることが，本研究の
結果においても明らかとなった。

４．６　福島市内で観測された降水同位体比との比較
　福島市内（福島大学構内）では2012年４月から月
降水の採取を実施している。この降水の同位体比と
本研究の調査結果の比較を行った。降水の観測結果
をみると，同位体比は月によって大きく変動する
が，降水量で重みづけをして求めた年加重平均値は
比較的一定する傾向が認められる３）。年加重平均値
（δ18O，δD）は，2012年は－8.49‰，－54.7‰，
2013年は－9.25‰，－61.3‰，2014年は－9.78‰，
－66.0‰で，d-excess値は12～13の値を示してい
る３）。このうち2012年は４月～12月のデータを用い
て計算した値であるため参考値となるが，降水の 
δ18OとδDの年加重平均値およびd-excess値は，
本稿で示した同位体マップの福島市周辺の値とほぼ
一致していることが明らかとなった。こうしたこと
から，同位体マップを利用することで，降水観測を
行っていない地域でも，降水同位体比の年平均値を
概ね推定することが可能であると考えられる。本研
究において同位体マップに示した地点は同位体比が
年間を通して比較的安定した値を示す湧水や地下水
を対象としているため，同位体マップを利用して降
水の月ごとやイベントごとの同位体比を推定するこ
とは困難であるが，年スケール以上の規模での水循
環を対象とした研究においては十分活用することが
できると言える。今後，他の地域も含めできるだけ
詳細な同位体マップを作成することにより，水循環
研究へ貢献することができると期待される。

５．まとめ・今後の予定

　福島県内の湧水や地下水の酸素・水素安定同位体比
の分布を示し，それらの特徴について検討を行った結
果，以下の事柄が明らかとなった。
１）δ18O，δDの分布図から，同位体比は太平洋沿
岸域では相対的に高く，内陸部では相対的に低い値
を示しており，内陸効果の存在が確認された。また
標高の高い地点で低い同位体比を示すことから，高
度効果も影響していることが明らかとなった。
２）d-excess値は太平洋沿岸では相対的に低く，内陸
部ほど高くなる傾向を示している。特に，中通りと

会津地域を隔てる奥羽山脈周辺で値が変化する傾向
が認められ，奥羽山脈で水蒸気の起源（太平洋起源
か，日本海起源か）が異なっていることが示された。
３）裏磐梯地域や福島県西部の一部地域では，
d-excess値は局所的に高い値を示す地点があり，水
蒸気の起源以外の何らかの要因（たとえば，地形条
件など）が働いていることが想定された。
４）δ－diagramの結果から，福島県の天水線はδD
＝5.4δ18O－9.4（r2＝0.935）で，Craigの天水線
よりも傾きが小さい。この結果から，雨滴蒸発の影
響が生じている可能性が想定された。
５）同位体比と標高，海岸からの距離の関係を示した
図から，同位体比は内陸効果に加え，阿武隈山地や
奥羽山脈周辺では高度効果の影響を受けていること
が示された。一方，d-excess値は奥羽山脈を境に値
が変化するが，阿武隈山地周辺では顕著な違いは認
められないことから，卓越する水蒸気の起源は奥羽
山脈周辺で異なり（山脈の東側では太平洋起源，山
脈の西側では日本海起源），阿武隈山地の影響は殆
ど及んでいないことが明らかとなった。
６）福島市内で観測を行っている降水同位体比の年加
重平均値は，本研究で示した同位体マップの分布と
ほぼ一致している。こうした結果から，同位体マッ
プを活用することで，降水観測を行っていない地点
についても降水同位体の年平均値を推定することが
可能であると考えられる。

　現在，新潟県内の湧水や地下水の同位体分析を実施
している。山形県や宮城県等の既存の結果も併せて同
位体マップを作成し，より詳細な分布特性について把
握することにより，水蒸気の起源等に関する考察が進
展し，新たな知見を得ることができると期待される。
こうしたデータを水循環研究に利用してゆく予定であ
る。また，各地で採取した試料も加え，今後は全国規
模での同位体マップの作成を進めてゆきたいと考えて
いる。
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