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Chemical characteristics of deep-sea ferromanganese nodules from the Pacific and the Ant-
arctic were studied, especially for rare earth elements (REE). The Ce anomalies of Pacific and
Antarctic nodule samples vary coherently with their logarithmic Co/(Ni＋Cu) ratios. The sys-
tematics strongly suggest that: (i) the Ce anomaly and log [Co/(Ni＋Cu)] are similar geochemical
indexes showing how effectively oxidative uptake of Ce and Co occurred in each nodule relative
to non-oxidative uptake of nutrient-type metals in the respective metal groups, and (ii) there ex-
ists an initial source supplying metals common to all the types of ferromanganese nodules. It is
inferred from various reasons that the common initial source is biogenic particulates delivered
from overlying surface water. The efficiency of oxidative uptake of Ce and Co by ferromanga-
nese coating on sinking biogenic particulates is dependent on their sinking velocities.

The removal of REE by Fe hydroxide and Mn dioxides (δ-MnO2) from seawater is an impor-
tant geochemical process. In order to investigate the incorporation of seawater REE into nod-
ules and crusts, REE distribution coefficients, Kd(REE), between Fe hydroxide and 0.5 M NaCl
solutions with NaHCO3 (0.0-12.0 mM) at 25°C have been determined. The Kd(REE) values are
strongly affected by REE(III)-carbonate complexation. REE partitioning data between Fe hy-
droxide and solution with similar carbonate ion concentrations to seawater can reproduce the
characteristics of Kd(REE) evaluated from field data except for large positive Ce anomaly. REE
speciation calculation in seawater using REE(III)-carbonate complexation constants determined
in this study indicates that the main REE species is REECO3

＋
(aq) rather than REE(CO3)2

－
(aq), ex-

cept for heavy REE. The tetrad effects observed in log Kd(REE) values of experimental data and
field data, and in REE(III)-carbonate complexation constants can be explained by the refined
spin-pairing energy theory (RSPET). Their tetrad effects are expressed by the difference of Ra-
cah (E 1and E 3) parameters, which decrease in the following order:

REE3＋
(aq)＞REECO3

＋
(aq)＞REE(CO3)2

－
(aq)＞－REE(OH)3・nH2O(ss)..

The REE adsorption experiments ontoδ-MnO2 suspending in 0.5 M NaCl solutions have
also been carried out. The Kd(REE) betweenδ-MnO2 and solutions show extremely large posi-
tive Ce anomalies compared to those between Fe hydroxide and solutions. Apparent oxidation
states of Mn inδ-MnO2 precipitates with Ce(IV) (0.0-0.5 mg) by iodometric titration reveal that
Ce(III) is oxidized to Ce(IV) byδ-MnO2 as an oxidizing agent. The convex tetrad effects of the se-
ries variations of log Kd(REE) betweenδ-MnO2 and solutions become conspicuous with increas-
ing of pH in the range of 4.8＜pH＜6.8. This reflects the changing ratio of hydroxyl ion to water
molecule coordinating REE(III) adsorbed onδ-MnO2 with increasing experimental pH values.
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１．は じ め に

この度，日本地球化学会奨励賞というすばらしい賞

を頂き，大変光栄なことであると思うと同時に，今後

の地球化学会の発展に微力ながらも貢献しなければと

決意を新たにしている。本稿は，受賞記念論文である

が，詳細な内容は全て論文誌に掲載されている（Ohta

et al., 1999a, b; Ohta and Kawabe, 2000a, b, 2001;太

田，２００１）。本稿を読み，興味を持って頂いた方は，

是非これらの論文を参照されたい。

受賞テーマは，希土類元素（rare earth element:

REE）の地球化学的挙動を現象論的・実験論的・理

論的観点から解明することである。通常の地球化学の

研究とは異なり，はじめに分析試料ありきではなく，

元素分配の背後に隠れている化学現象の本質を明らか

にすることが目的である。この目的を遂行するために

選んだ対象試料が，深海底マンガン団塊である。深海

底マンガン団塊は，希土類元素をはじめ，多くの金属

元素を濃集しており，１９７０～８０年代にかけて貴重な海

洋資源として注目を浴び様々な研究が行われてきた

（Ohta et al., 1999a and references there in）。海洋

の化学的堆積物の１種であるマンガン団塊は室内再現

実験がやり易く，海洋における希土類元素の化学反応

を調べるには格好の材料の一つである。

２．太平洋及び南極海のマンガン団塊の

地球化学的研究

２．１ マンガン団塊とは

卒業研究は，太平洋及び南極海の深海底マンガン団

塊の化学分析を行い，希土類元素をはじめとする金属

元素濃度がマンガン団塊の成因や深層海水とどのよう

な関係にあるのかを調べることから始まった（Ohta

et al., 1999a, b）。マンガン団塊は形態的・鉱物的・

化学的な特徴から大きく３種類に分類される。Table

１には，Ohta et al.（1999a）で採用したこの分類を

元に各マンガン団塊の特徴を簡潔に示した。Hydroge-

nous型のマンガン団塊は，非晶質のδ-MnO２という

鉱物種で特徴づけられ，生物生産活動が活発でない海

域に見られ，主に海水を漂う鉄―マンガン（水）酸化物

から構成されるコロイダル物質の付加によって形成さ

れると考えられている。Diagenetic型のマンガン団

塊は，１０A
�

manganateという層状マンガン鉱物で特

徴づけられ，生物生産活動が活発な海域に見られる。

還元的な間隙水中を溶存マンガンが拡散し，酸化的な

堆積物表層で酸化沈殿されて形成されると考えられて

いる。また，suboxic-diagenesis型のマンガン団塊

は，７A
�

manganateという層状マンガン鉱物を多く含

み，生物生産活動が非常に活発な海域に見られる。

Dymond et al.（1984）によると，このマンガン団塊

は episodicな生物生産活動によって，著しく還元的

な環境になった堆積物中の間隙水から，大量のマンガ

ンが堆積物表層へ供給されて形成されたと考えられて

いる。化学的には，特にマンガン，鉄，ニッケル，銅

などの遷移金属元素の含有量の違いによって特徴づけ

られる。マンガン団塊について詳しく知りたい方は，

竹松（１９９８）を参照されるとよい。

２．２ 深海底マンガン団塊の希土類元素存在度パ

ターン

Fig．１aに太平洋深海底マンガン団塊の希土類元素

存在度パターンを，Clコンドライトの対数規格値と

Table１ The classification of Pacific deep-sea ferromanganese nodules and their dis-
tinct mineralogical and chemical characters.
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して表示した。マンガン団塊の希土類元素存在度パ

ターンは，軽希土類元素に富み，重希土類元素が平ら

な直線的なパターンを示し，負の Eu異常を持つ，Y/

Ho比が１より小さいなどの共通した特徴を示す。分

類別に見ると，hydrogenous型の試料は，希土類元

素含有量が高く，顕著な正の Ce異常をもつ。一方，

diagenetic型の試料は，希土類元素含有量がやや低

く，Ce異常がないか，逆に小さな負の異常が見られ

る。また，南極海マンガン団塊の希土類元素パターン

は，非常に酸化的な深層海水と接している事を反映し

て，太平洋の hydrogenous型と同じ特徴を有し，測

定試料中最大の正の Ce異常を示した（Ohta et al.,

1999b）。マンガン団塊は海成堆積物にも関わらず，

海水や石灰岩（負の大きな Ce異常や下に凸の顕著な

テトラド効果を示すなどの特徴を有する）よりはむし

ろ，大陸頁岩のパターンに類似している（Fig．１

b）。この理由については，Ohta et al.（1999a）や太

田（２００１）に詳しく述べられているため，ここでは省

略する。むしろ興味深い点は，海水や石灰岩がコンド

ライトや平均頁岩より大きな Y/Ho比を示す事とは対

照的に，マンガン団塊の Y/Ho比はコンドライトや平

均頁岩よりも小さい事である（Kawabe et al.,

1991）。Y３＋はHo３＋と類似したイオン半径をもつが，

両者の電子配置は異なっている（Y３＋：［Kr］４d０，

Ho３＋：［Xe］４f１０）。ゆえに化学反応という熱力学的な

過程において両者に差が生じるのは不思議ではない。

イオン半径と価数のみで元素の挙動がすべて説明でき

る訳ではない事を示すよい例である。

２．３ マンガン団塊の Ce異常―Co/（Ni＋Cu）比に

見られる直線関係

Fig．１aから読み取れるマンガン団塊の分類別に見

た大きな違いは Ce異常である。Ce異常はMn/Fe比

とよい相関関係にあることはすでに知られている（例

Elderfield et al., 1981; Calvert et al., 1987）。しか

し，Ohta et al.（1999a）は，Ce異常はMn/Fe比よ

りも Co/（Ni＋Cu）比の方が遙かによい相関関係を示

すことを見いだした。Fig．２は，縦軸に Ce異常（log

（Cen）－｛２log（Lan）＋log（Ndn）｝/３：下付き文字 nは

Clコンドライトで規格化された値を示す），横軸に

Co/（Ni＋Cu）比を対数表示で示したものである。Ce

異常と Co/（Ni＋Cu）比の関係には suboxic-diagenetic

型，diagenetic型，hydrogenous型の順に右上がり

のきれいな直線的な傾向が見えてくる。多くのマンガ

ン団塊の内部構造には，異なる端成分の互層構造が認

Fig．１ Chondrite-normalized REE abundance patterns for Pacific ferromanganese nod-
ules, North American shale composite (NASC), Post-Archean Australian average
shale (PAAS), limestone, dolomite, and Pacific seawater (after Ohta 2001).
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められる事から（Halbach et al., 1981, 1982; Piper

and Williamson, 1981），この直線関係は，３つの端

成分の混合で説明できるはずである。しかし，suboxic

-diagenetic型の端成分に相当する物質が見つからな

い，３つの端成分がなぜ直線上に配列するのか不明な

ど，実際には単純な物理混合では説明できない（Ohta

et al., 1999a）。

Ce異常と Co/（Ni＋Cu）比の分母に当たる元素は，

鉄と同じく海水の深度と共にその溶存濃度が増加す

る栄養塩型元素に属する（Bruland, 1980; Elderfield

and Greaves, 1981）。一方，セリウムやコバルトはマ

ンガンと同じく，海水の深度と共にその溶存濃度が減

少する除去型元素に属する（Chester, 1990; Li,

1991）。このことから，Ce異常も Co/（Ni＋Cu）比も

栄養塩型元素に対して，どのくらい効率的に除去型元

素の酸化的取り込みを行ったかを示す共通したパラ

メーターであることが分かる。これに対しMn/Fe比

は，除去型元素に対する栄養塩型元素の比であるもの

の，分母も分子も海洋では酸化され除去される元素で

あることから，Ce異常や Co/（Ni＋Cu）比と完全に対

応しない。同じ地球化学的パラメーターである Ce異

常と Co/（Ni＋Cu）比に直線的な関係が見られるとい

うことは，マンガン団塊は共通した起源物質を持つ事

に他ならない。マンガン団塊は海水表層の生物生産活

動と関係があることが知られていることから

（Halbach et al., 1981; Glasby and Thijssen, 1982;

Takematsu et al., 1984; Glasby et al., 1987; Dymond

et al., 1984; Halbach, 1986），共通起源物質として生

物起源粒子が考えられる。確かに，生物起源粒子は

様々な元素を表層海水から深層海水や堆積物へ運ぶ重

要な役割を担っている（例Martin and Knauer, 1983;

Palmer, 1985）。さらに，Ohta et al.（1999a）は沈

降粒子の大きさと Ce異常や Co/（Ni＋Cu）比に逆比例

関係があることを見いだし，沈降粒子の供給量と沈降

速度が重要と考え，次のような単純なモデルを考え

た。

生物生産が活発な地域では，生物起源粒子は沈降途

中であまり分解することはなく沈降するため，粒子を

覆っていた（沈降途中で粒子に吸着した）鉄―マンガ

ン（水）酸化物がセリウムやコバルトの酸化的取り込み

を充分行う前に海底へ運ばれ，結果として小さな Ce

異常や低い Co/（Ni＋Cu）比を持つマンガン団塊が形

成される。また，有機物（生物起源粒子）の供給が多

いため，堆積場は比較的還元的な環境になる。一方，

生物生産が活発でない海域では，表層から降ってくる

有機物が少ないため，沈降途中で有機物は分解して鉄

Fig．２ The correlation of Ce anomaly with log [Co/(Ni＋Cu)] in Pa-
cific (circle, triangle, and square symbols) and Antarctic deep
-sea nodules (cross symbol). The reference for the data plot-
ted here is listed in Ohta et al. (1999a, b). All the Ce anoma-
lies are calculated by log (Cen)－{2 log(Lan)＋log(Ndn)}/3,
where the suffix of “n” denotes the chondrite-normalized
REE content.
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―マンガン（水）酸化物を主とした粒子へと変化する。

微細粒子である鉄―マンガン（水）酸化物はゆっくり沈

降するため，セリウムやコバルトを充分に取り込み，

結果として大きな Ce異常と高い Co/（Ni＋Cu）比を持

つマンガン団塊が形成される。また，有機物量供給量

が少ないため，堆積場は酸化的となる。

Ce異常は酸化還元環境を示すパラメーターとして

よく利用されている。しかし，本研究結果は，パラ

メーターを鵜呑み解釈することが非常に危険であるこ

とを示している。Fig．２のマンガン団塊の Ce異常と

Co/（Ni＋Cu）比は，結果として生成場の酸化還元環境

を直接反映したものではないと解釈された。パラメー

ターは何を意味し，どのような因果関係によって値が

決まるのかを正しく考える機会を卒業研究時に得たの

は非常に幸運であったと言える。

３．鉄水酸化物やマンガン酸化物と水溶液間

の希土類元素の分配に関する実験的研究

３．１ 希土類元素存在度パターンの持つ意味

マンガン団塊は海洋の化学的堆積物であるにも拘わ

らず，その希土類元素存在度パターンは大陸頁岩のパ

ターンに似ている（Fig．１）。しかし，希土類元素存

在度パターンを正しく理解するためには，単なるパ

ターンの類似点・相違点の議論ではなく，規格化の真

の意味を考慮すべきである。コンドライトで規格化し

た大陸頁岩のパターンは，隕石を出発物質として大陸

頁岩が形成されるまでの長い何段階かの反応の結果を

表すと解釈できる。すなわち，規格値は分配係数に対

応し，その常用対数値に－２．３０３RTを乗すると，最

終的にギブスの自由エネルギーに対応する熱力学量に

なる。希土類元素存在度パターンの規格値を対数表示

すべきという主張はこの理由による（Kawabe et al.,

1998）。一方，マンガン団塊を隕石で規格化した場合

は，隕石―地球―大陸―河川―海洋―マンガン団塊と

いう一連の反応過程の結果を表していると解釈でき

る。反応過程が途中で異なる両者を比較しても，パ

ターンの類似・相違点がどの段階で生じたか特定する

ことは困難である。従って，この場合は，より直接的

な反応関係にあった海水を規格化に用いるべきであ

る。

Fig．３には，マンガン団塊と同じ海洋の化学的堆

積物であるマンガンクラストを深層海水で規格化した

時の希土類元素存在度パターンを表している。直接の

反応関係で規格化したため，規格値は分配係数に等し

い。天然系の分配係数パターンは，軽希土類元素側に

富み，上に凸の顕著なテトラド効果を示す，Y/Ho比

が１より小さい，大きな正の Ce異常を持つなどの特

徴が認められる。このパターンを実験的に再現するこ

とで，マンガン団塊と海水間の希土類元素の反応過程

を明らかにすることが修士課程から博士課程での研究

テーマである。

３．２ 鉄水酸化物と塩化ナトリウム水溶液間の希土

類元素の分配実験

マンガン団塊をはじめとする，鉄マンガン堆積物中

の希土類元素は主に鉄水酸化物と共沈していると考え

られ（Piper, 1974; Elderfield et al., 1981; Calvert et

al., 1987），様々な実験的な研究がなされてきた

（Koeppenkastrop and De Carlo, 1992; Bau, 1999;

Kawabe et al., 1999）。しかし，分配反応過程の化学

的解析，溶液中での錯形成，天然系と実験系の比較な

どの議論がなされていない（または不十分）な場合が

多いことから，これらの問題点を解決すべく室内再現

実験を試みた。実験の詳細は Ohta and Kawabe

（2000a）に記載されているため，ここでは結果のみ

を見てゆく。

Fig．４には，鉄水酸化物と塩化ナトリウム水溶液

Fig．３ The apparent distribution coefficients of
REEs between marine Fe-Mn nodule or
crust and seawater (after Ohta and Kaw-
abe, 2000b). The abbreviations of ND, NCP,
SCP, and SW denote Pacific deep-sea nod-
ule, Northern and Southern Central Pacific
crust, and Pacific deep-sea water, respec-
tively.
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間の希土類元素の分配実験結果を示している。得られ

た希土類元素分配係数（Kd（REE: precipitate/solu-

tion））の特徴としては，重希土類元素側ほど分配係

数値が高い，上に凸の顕著なテトラド効果が見られ

る，セリウムの正の異常は認められるが小さい，Y/Ho

比が１より小さいなどが挙げられる。しかし，Fig．３

のマンガン団塊と海水間の希土類元素分配係数パター

ンを再現しているとは言えない。これまでの研究結果

より，鉄水酸化物・マンガン酸化物が希土類元素の取

り込みに重要な役割を果たすことは間違いないであ

ろう（Elderfield et al., 1981など）。従って，溶液側

（海水）に原因があると推測される。

希土類元素イオンの錯化学の研究結果より，希土類

元素イオンは海水中では主として炭酸イオンと錯体

を形成していると考えられている（例 Byrne and

Sholkovitz, 1996; Liu and Byrne, 1998）。そこで，水

溶液に炭酸イオンとして，様々な濃度の重炭酸ナトリ

ウムを加えた実験を行い，その結果を Fig．５に示し

た。水溶液に加えた重炭酸ナトリウムの濃度が増加す

るに従い，分配係数パターンには軽希土類元素側に富

む，上に凸のテトラド効果が小さくなる，イットリウ

ムのホルミウムに対する分別やスカンジウムの重希土

類元素に対する分別の程度が小さくなるなどの著しい

変化が見られ，炭酸錯体効果がいかに大きいかを示し

ている。Fig．５と Fig．３の分配係数パターンを比較

すると，水溶液中の炭酸イオン濃度が１０－４．８３－１０－４．２６

mol/l（［NaHCO３］＝１．３－２．４×１０－３mol/l）の時の実験

結果が，天然界の分配係数パターンの特徴を最もよく

再現していることが分かった。この値は，深層海水中

の炭酸イオン濃度１０－４．６７－１０－４．３０mol/l（全炭酸量２．３５

×１０－３mol/l，pH＝７．８－８．２，salinity＝３５‰よ り 算

出）と非常によく一致している。この結果から，単純

Fig．４ Experimental results of log Kd(REE: pre-
cipitate/solution) in 0.5 M NaCl solutions
without NaHCO3 over the pH range from
5.78 to 6.59 (after Ohta and Kawabe, 2000
a).

Fig．５ Experimental results of log Kd(REE)－3 pH
for the systems of Fe oxyhydroxide precipi-
tates and 0.5 M NaCl solutions with differ-
ent NaHCO3 concentrations (0.0-12.0 mM).
The data are from Ohta and Kawabe (2000
a).
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な実験手法ではあるものの，Ce異常を除き，マンガ

ン団塊と深層海水間の希土類元素分配係数に見られる

パターンの特徴を非常によく再現することができた。

３．３ 希土類元素分配実験の化学的解析

これまでは，パターンの比較から天然系の分配反応

の再現を行ってきたが，さらに具体的に解析を行う。

実験溶液中の希土類元素イオンは，様々な陰イオンと

錯体を形成しているため，統一的な反応式が得られな

い。そこで，錯生成定数を用いて水溶液の全希土類元

素イオン濃度（［REE３＋］total）を各陰イオンとの錯体種

の濃度の合計で表す。

［REE３＋］total＝［REE３＋，aq］＋［REECl２＋，aq］

＋［REEOH２＋，aq］＋［REEHCO３２＋，aq］

＋［REECO３＋，aq］＋［REE（CO３）２－，aq］

＝［REE３＋，aq］・（１＋ψ）， �

ここでψは希土類元素イオンと陰イオンの錯生成定数

βを用いて次のように表される。

ψ＝βREECl２＋・［Cl－，aq］＋βREEOH２＋・［OH－，aq］

＋βREEHCO３
２＋・［HCO３－，aq］＋βREECO３

＋・［CO３２－，aq］

＋βREE（CO３）２
－・［CO３２－，aq］２ �

水溶液中の希土類元素イオンが全て REE３＋（aq）としたと

きの分配反応式は次式で表わされる。

REE３＋（aq）＋（３＋n）H２O（l）＝REE（OH）３・nH２O（ss）

＋３H＋
（aq） �

沈殿物中の希土類元素のモル濃度（［REE，pre］）の代

わりに，モル分率比（XREE＝［REE，pre］/（［Fe，pre］＋

Σ［REE，pre］））を用いると，式�の分配係数 K（３）は活

量（a）と活量係数（λ：沈殿物，γ：水溶液）を用い

て，以下のように導ける。

log K（３）＝log｛（λREE（pre）・XREE（pre））/aREE３＋（aq）｝

・（a３H＋（aq）/a
３＋n

H２O（l））＝log（XREE（pre）/［REE３＋，aq］）

－３pH＋log（λREE（pre）/γREE３＋（aq）） �

式�の第３項は定数と見なしてよい。すると，実験で
得られた分配係数（Kd（REE））は，pH補正を行うこ

とで，式�・�より以下のように導かれる。

log Kd（REE）－３pH＝log XREE（pre）/［REE３＋］total－３pH

＝log［XREE（pre）/｛［REE３＋，aq］・（１＋ψ）｝］－３pH

＝log K（３）－log（１＋ψ）＋const. �

式�は，pHの補正を行った分配係数（Kd（REE））に

なんらかの変化が見られた場合は，すべて錯体効果

（log（１＋ψ））によることを表している。Fig．５は，

pH補正を行った分配係数値を縦軸に表しているが，

例えば Gdの分配係数は炭酸イオンを加えていない系

と比較して最大１０５．３も変化する。このことから，炭酸

錯体効果が如何に著しいかが理解できる。

次に，重炭酸ナトリウムを加えた系と，加えてい

ない系の分配係数をそれぞれ，｛log Kd（REE）－

３pH｝（ψ≠０），｛log Kd（REE）－３pH｝（ψ≠０）と表す。炭酸錯

体以外の錯体は事実上無視できるので（Ohta and

Kawabe, 2000a），式�，�から次式が得られる。

｛log Kd（REE）－３pH｝（ψ＝０）

－｛log Kd（REE）－３pH｝（ψ≠０）
～～log（１＋βREECO３

＋・［CO３２－，aq］

＋βREE（CO３）２
－・［CO３２－，aq］２） �

式�を用いて，Fig．５の実験データから希土類元素

―炭酸錯体生成定数を求めることができる。結果は，

Table２に無限希釈溶液下の値に直した値として示し

た。実際には，イオン強度のばらつきや他の錯体（塩

化物錯体など）の補正を行っている（Ohta and

Kawabe, 2000a）。本実験で得られた錯生成定数値

を，溶媒抽出法で得られた値（Liu and Byrne, 1998）

と比較してみる。すると，本研究で得られた錯生成定

数値は，溶媒抽出法で求められた値と比較していずれ

も高い値を示す（Table２）。しかし，重希土類元素

の方が大きな定数を示す，イットリウムの錯生成定数

値はホルミウムの値よりも小さいなどの共通点が見ら

れる。絶対値の違いは，実験溶液の違いや（NaCl水

溶液か NaClO４水溶液），実験 pH領域の違いによる

と考えられる。

３．４ 海水中の希土類元素イオンの存在形態

次に，海水中で希土類元素イオンがどのような状態

で存在しているか，という点から分配係数を見てい

く。海水中の希土類元素イオンの錯体種の存在割合に

ついては，式�および�を用いて計算できる。ただ
し，式�に示した錯体以外に REESO４＋（aq）も考慮し

た。海水のような高塩濃度溶液下（イオン強度０．７）

における錯生成定数は，下記のように活量係数γの補

正を行う必要がある。

βREEXn
３－nm＝KREEXn

３－nm・｛γREE３＋・γ
n
Xm－/γREEXn

３－nm｝ �

ここで，K とβは無限希釈溶液下と海水下の錯生成

定数を表し，陰イオン（Xm－）と希土類元素イオン
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（REE３＋）との錯体種を REEXn
３－nmと表した。計算に

用いた錯生成定数は Ohta and Kawabe（2000b）よ

り引用した。各イオンの活量係数は Pitzer et al.

（1978）やMillero and Schreiber（1982）に基づい

て，また錯体種（REEXn
３－nm）の活量係数は，Millero

（1992）に基づいて計算した。計算結果は Table３

に示した。比較として，溶媒抽出法で求められた炭酸

錯生成定数（Liu and Byrne, 1998）を用いた場合の

結果も示した。いずれの結果においても，炭酸錯体が

主要であるという点に関しては同じである。しかし，

本研究の結果では，重希土類元素側を除き，主溶存種

は REECO３＋（aq）であるが，溶媒抽出法の結果ではこれ

とは逆に，軽希土類元素側を除き，REE（CO３）２－（aq）が

主溶存種である。また，溶媒抽出法の結果では軽希土

類元素側では REE３＋（aq）や REESO４＋（aq）も決して無視で

きない溶存種であることが分かる。しかし，錯生成定

数の比較だけでは，どちらがより妥当であるかの判断

は出来ない。

そこで，どちらの結果が天然系も実験系も統一的に

説明できるかを確かめるために，式�，�及び�を利
用して，実験系と天然系の分配係数（Kd（REE））を，

溶液中の希土類元素の錯体種が REECO３＋（aq）のみの仮

想的な分配係数（Kd（REE）（ω））として再計算した（仮

想溶存種として REE（CO３）２－（aq）や REE３＋（aq）を用いても

よい）。Table３より，REECl２＋（aq），REEOH２＋
（aq），REE-

HCO３２＋（aq）の存在度は無視できるため，計算式は下記

の３式で表される。

［REE］total＝［REE３＋，aq］＋［REESO４＋，aq］

＋［REECO３＋，aq］＋［REE（CO３）２－，aq］

＝［REECO３＋，aq］・（ω＋１）， �

ω＝｛KREE（CO３）２
－・a２CO３

２－＋γREECO３
＋/γREE３＋

＋KREESO４
２－・aSO４

２－｝/（KREECO３
＋・aCO３

２－）， 	

log Kd（REE）（ω）＝log Kd（REE）＋log（ω＋１） 


ここで，KREECO３
＋，KREE（CO３）２

－，KREESO４
２－は無限希釈溶液

下の錯生成定数，a は活量，γは活量係数を表す。錯

生成定数として本結果か従来の結果かどちらかを用い

るかで，補正係数（ω）の値が変わってくる。ここで，

もし用いる錯生成定数が妥当であれば，天然界の分配

係数を用いても実験系の分配係数を用いても，同じ平

衡定数を求めることになるため，両者の分配係数パ

ターンは一致するはずである。そこで，天然系の結果

（Fig．３）と異なる濃度の重炭酸ナトリウムを加え

た時の実験結果（２通り）の計５つのデータを用いて

比較検討することにする。

結果を Fig．６に示した。図中の小さな＋印は，重

Table２ Infinite dilution stability constants for REE(III)‐carbonate complexation
constants at 25°C.
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炭酸ナトリウムを８．２３mM加えたときの分配係数の

結果を表し，パターンの類似性の目安に用いている。

Ohta and Kawabe（2000a）の結果を用いた場合は，

天然系と実験系の分配係数パターンの一致度が非常に

優れている事が分かる。一方，溶媒抽出系の結果を用

いた場合は，軽希土類元素側で実験系と天然系のパ

ターンの一致度が悪いだけでなく，実験系間の一致も

悪い。従って，本研究結果が示すとおり，海水中の希

土類元素は REECO３＋（aq）が海水中の主溶存種であるこ

とが強く支持される。

通常，我々は，マンガン団塊ならマンガン団塊だ

け，海水なら海水だけで議論を進めて解釈を行う事が

多い。しかし，互いに反応系にあるもの同士を組み合

わせないと，解釈を誤ってしまう可能性がある。主溶

存種問題はまさにこのよい例である。これまで報告さ

れている錯生成定数が天然系の現象を正しく再現でき

ているかどうかは，適切な天然の反応系を選び出し，

系を再現できるか実際に確かめる必要がある。最近，

Byrneらのグループは，我々の研究結果（Ohta and

Kawabe, 2000a, b）を受けて溶媒抽出データの再検

Table３ The calculated concentration ratio of each REE species to
the total dissolved REE in seawater.
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討を行い，希土類元素―炭酸イオンの錯生成定数の改

訂を行った（Luo and Byrne, 2004）。Luo and Byrne

（2004）の値を用いると，我々の主張と同様

REECO３＋（aq）が海水中の主溶存種となるが，Fig．６に

おける一致度は我々のデータには及ばない。

３．５ マンガン酸化物と塩化ナトリウム水溶液間の

希土類元素分配実験および Ce異常の成因

鉄水酸化物の実験系では，天然系の分配係数パター

ンの特徴のうち，正の Ce異常だけを再現する事がで

きなかった。これは，Goldberg et al.（1963）らの指

摘にあるように，マンガン団塊の重要な構成鉱物であ

る，二酸化マンガン（δ-MnO２）によるものと考えら

れる。しかし，その反応機構については，それから３０

年以上確かめられることがなかった。そこで，鉄水酸

化物の代わりにδ-MnO２を用いた分配実験を行った

（Ohta and Kawabe, 2001）。Fig．７は，炭酸イオン

を含まない条件下で，pHが４．８～６．８の時の希土類元

素分配実験の結果を示している。分配係数には上に凸

の顕著なテトラド効果，重希土類元素からのイットリ

ウム及びスカンジウムの分別などの鉄水酸化物系と共

通の特徴が見られる。しかし，鉄水酸化物系では見ら

Fig．６ The series variations of experimental and field data of log Kd(REE) corrected by the (ω＋
1) values according to eqs. (8), (9), and (10). The data are from Ohta and Kawabe (2000b).
[A]: log Kd(REE)(ω) (NaHCO3＝8.23 mM), [B]: log Kd(REE)(ω) (NaHCO3＝1.30 mM), [C]: log
Kd(REE): ND/SW)(ω), [D]: log Kd(REE: NCP/SW)(ω)，[E]: log Kd(REE: SCP/SW)(ω). Plus sym-
bols are the data with NaHCO3＝8.23 mM. The abbreviations of ND, NCP, SCP, and SW
are the same as Fig. 3.

Fig．７ The series variations of log Kd(REE) be-
tweenδ-MnO2 suspension and 0.5 M NaCl
aqueous solutions over pH ranges from 4.78
to 6.80 (after Ohta and Kawabe, 2001).
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れなかった非常に大きな正の Ce異常が認められる。

また，実験溶液の pHが増加するに従って，上に凸の

テトラド効果がより顕著になる，イットリウムとスカ

ンジウムの重希土類元素からの分別もより顕著にな

る，そして正の Ce異常がより大きくなる等の変化が

見られることも分かった。pHの増加に伴い，テトラ

ド効果が顕著になる理由は後述するとし，ここでは

Ce異常の生成機構の解明を行う。

Fig．７に見られる顕著な正の Ce異常の成因として

は，１）３価のセリウムはδ-MnO２を触媒として溶存

酸素によって４価に酸化される，２）δ-MnO２中の４

価のマンガンによって３価のセリウムが４価に酸化さ

れる，という二通りが考えられる。De Carlo et al.

（1998）は Ceがδ-MnO２へ吸着する際のδ-MnO２の

表面電位の変化を調べ，後者のメカニズムを支持して

いる。Ohta and Kawabe（2001）は，様々な濃度の

３価のセリウムをδ-MnO２へ吸着させた試料に対し

て，ヨウ素還元滴定を用いて見かけのMnの酸化数

の変化を調べ，この反応機構を明らかにした。実験条

件と結果は Table４に示した。ヨウ素還元滴定では，

４価・３価のマンガンおよび４価のセリウムを全て還

元するため，求められた見かけのMnの価数（x）は

次式で表される。

x＝２＋［Total oxidized equivalents］/［total Mn]

＝２＋｛２［Mn（IV）］＋［Mn（III）］＋［Ce（IV）］｝/

［total Mn］ �

３価のセリウムがδ-MnO２を触媒として溶存酸素に

よって酸化される場合は，δ-MnO２中のマンガンの価

数を変えることなく４価のセリウムが増えるため，見

かけのマンガンの価数（x）は４から４．２４まで単調に増

加する。３価のセリウムがδ-MnO２中の４価のマンガ

ンを還元し，自らは４価に酸化される場合は，４価の

マンガンが減少した分だけ４価のセリウムが増えるた

め，見かけのMnの価数（x）は一定となる。Table４

にまとめられた結果を見ると，加えた３価のセリウム

の量にかかわらず，見かけのMnの価数（x）は一定で

あることがわかる。すなわち，３価のセリウムはδ-

MnO２によって直接酸化されることが分かる。この結

果から，なぜ鉄水酸化物系では大きな正の Ce異常が

できなかったのかも推定される。鉄水酸化物中の３価

の鉄は４価のマンガンほど酸化力が強くない，つまり

３価のセリウムから電子を奪って４価にするほど３価

の鉄は酸化力が強くないためと推測される。

４．希土類元素分配係数・錯生成定数の

理論解析について

４．１ Refined Spin-pairing Energy Theory

（RSPET）とは

従来，地球化学における元素分配の研究は，PC-IR

（Partition coefficient-ion radius）図に代表される

価数とイオン半径を用いた静電場論，すなわち元素は

すべてイオン結合するという前提で議論を行ってき

た。しかし，物質中の元素の振る舞いを正しく理解す

るためには，共有結合性つまり量子力学的な取り扱い

を考慮するべきである。多くの元素の中で，ランタノ

Table４ The apparent oxidation state of Mn ofδ-MnO2 suspension with various
amounts of scavenged Ce.
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イド（Ln）は量子力学的な取り扱いが比較的簡単な元

素に当たる。以降，希土類元素のうちランタノイドに

絞り議論を進めてゆく。３価のランタノイドイオンの

電子配置は［Xe］（４f）qと表され，４f電子軌道に q＝０

（ランタン）から q＝１４（ルテチウム）まで電子が収

容される。４f電子軌道の外側には５s２５P６の計８個の

電子殻が存在し，これが外界との相互作用を妨げてい

るため，ランタノイドイオンはシリーズを通し互いに

良く似た挙動を示す。

Fig．３～７に認められるテトラド効果は，Refined

Spin-pairing Energy Theory（RSPET）といる理論

式によって解析できる（Jo/rgensen, 1979; Kawabe,

1992）。ここで，４f電子のエネルギー（E（４fq））の

みに着目すると，ランタノイド化合物（錯体も含む）

のうち４f電子が関与するエネルギーは RSPETより

以下の式で表される（Kawabe, 1992）。

E（４fq）＝qW０＋（１/２）q（q－１）｛E０＋（９/１３）E１｝＋

（９/１３）n（S）E１＋m（L）E３＋p（S , L , J）ζ４f �

W０は４f電子１個あたりの平均エネルギー，（E０，E１，

E３）はラカー係数，ζ４fはスピン・軌道相互作用を表

すエネルギー，n（S），m（L），p（S , L, J）は基底レ

ベル（２S＋lLJ）の量子数から決まる事実上の定数であ

る（詳細は Kawabe, 1992）。式�は複雑であるが，
言わんとすることは単純である。まず式�の第１・２
項は，基底エネルギーをキセノン核の周りに４f電子

が均等に配置した時の平均的なエネルギーで表したも

のである（主として静電場エネルギー）。

４f電子軌道は７つあるが，同じ軌道に電子が２個

ずつ収納されるより，別々の軌道に入った方が電子間

の反発エネルギーは小さくなる。また，実際の４f電

子軌道は球体状の軌道ではなく，ある方向に偏った存

在確率分布を示す。そのため，空間的に近い軌道を避

けて電子が収容される傾向がある。このような規則を

フント則と呼び，式�の第３～５項として表される。
つまり，式�は平均的なエネルギー（第１・２項）か
らフント則（第３～５項）によって基底エネルギーが

さらに安定化する事を示す。ただし，第５項（スピ

ン・軌道相互作用項）は寄与が小さい場合が多いので

省略する。ちなみに，式�の第３・４項（LS多重項）

による基底エネルギーの安定化傾向を表したのが

Fig．８である。n（S）とm（L）はいずれも負の定数で

あり，その線形一次式（n（S）＋（３/１０）m（L））にはっ

きりと上に凸のテトラド効果が確認される。従って，

式�は，ランタノイド化合物の内部エネルギーに，テ
トラド効果が内在していることを示す。また，第３・

４項に表われるラカー係数（E１，E３）は，電子反発

エネルギーを表し，テトラド効果の大きさと向きを決

める項である。分かり易く説明すると，ランタノイド

イオンが共有結合的な化合物を形成する場合，４f電

子軌道が相手の元素に引き寄せられて広がる結果，４f

電子の感じる電子反発エネルギーがわずかに減少す

る。この現象を電子雲拡大効果と呼び，その効果は分

光データからラカー係数として決められる。共有結合

的な化合物ほどラカー係数（E１，E３）が系統的に小

さくなる事が報告されている（例 Caro et al., 1981）。

式�は，熱力学的にはギブスの自由エネルギーでは
なくエンタルピーに結びつく量である（Kawabe,

1992; Kawabe et al., 1999）。しかし，実験系の温度

は２５°Cと比較的低いことから，ギブスの自由エネル

ギーはエンタルピー項だけで近似してもよい。そのた

め，分配係数や（Kd（Ln））錯体生成定数（KLn）に対

して式�を適用すると，次のように表される。

Fig．８ Coefficients of n(S ), m(L) and n(S )＋(3/10)
m(L) in the refined spin-pairing energy
theory as functions of number of 4f elec-
trons of Ln3＋ (Kawabe, 1992). Tetrad effect
variation is approximately giving by {n(S )
＋(3/10)m(L)}E 1, whenΔE 3/ΔE 1～～0.21.
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log Kd（Ln）or log KLn＝｛ΔGf（Ln）反応物

－ΔGf（Ln）生成物｝/（２．３０３RT）
～～｛ΔHf（Ln）反応物－ΔHf（Ln）生成物｝/（２．３０３RT）

＝［qΔW０＋（１/２）q（q－１）｛ΔE０＋（９/１３）ΔE１｝＋

（９/１３）n（S）ΔE１＋m（L）ΔE３］/（２．３０３RT）

式の第１・２項である qΔW０＋（１/２）q（q－１）｛ΔE０

＋（９/１３）ΔE１｝は，ランタノイドシリーズを通してな

めらかに変化する項である（多項式で近似できる）。

第３・４項｛（９/１３）n（S）ΔE１＋m（L）ΔE３｝は，分

配係数・錯生成定数のテトラド効果が，反応物側（溶

液側）のテトラド効果｛（９/１３）n（S）E１＋m（L）E３｝反応物

から生成物（沈殿物・錯体）側のテトラド効果

｛（９/１３）n（S）E１＋m（L）E３｝生成物を差し引いた結果と

して表われる事を示す。もし反応の前後で化学種がと

もに共有結合的同士またはイオン結合的同士の場合，

ラカー係数の差が小さくなり（ΔE１or３～～０：E１or３
生成物

～～E１or３
反応物），分配係数・錯生成定数にはテトラド効果

が見えなくなる。逆に，反応の前後で化学種の共有結

合性に大きな違いがあれば，ラカー係数（E１，E３）

の差が大きくなり，湾曲の大きなテトラド効果が見ら

れる。また，n（S）とm（L）は負の値を持つため，生

成物側がより共有結合的な場合は，ラカー係数の差が

正（ΔE１or３＞０）となり，Fig．８と同様の上に凸のテ

トラド効果が分配係数・錯生成定数に表れる。生成物

側がよりイオン結合的である場合は，逆に下に凸のテ

トラド効果が得られる。つまり，テトラド効果の向き

で，どちらがより共有結合的であるか判断できるので

ある。

４．２ 構造変化によって生じる分配係数・錯生成定

数パターン変化

実際に分配係数や錯生成定数の解析を行う前に，一

つ重要な問題点がある。それは，この RSPETはもと

もと自由イオンの分光データ解析用の方程式が基本と

なっている。そのため，ランタノイドシリーズを通し

て化学種の配位状態が一定でない場合は，それによっ

て生じる熱力学量の変化をあらかじめ取り除かなくて

はならない（Kawabe, 1999a; Kawabe et al., 1999）。

具体例を Fig．９に示しながら説明する。ランタノイ

ドの水和イオンは，ランタニド収縮によって配位して

いる水分子の数が９個から８個へと変化する（例

Habenschuss and Spedding, 1980; Rizkalla and

Choppin, 1991）。水和数の変化によってエネルギー

変化が生じ，軽希土類元素側が水溶液中でより安定に

存在する結果となる（Miyakawa et al., 1988; Kawabe,

1999a）。炭酸イオンを含まない実験結果で，軽希土

類元素が垂れ下がったパターンを示すのは，この水和

数変化が原因である（Fig．９）。また，溶液側だけで

なく，沈殿物側にも構造変化が存在する（Fig．９）。

例えば，Fig．１aのマンガン団塊の希土類元素存在度

パターンにエルビウム―ツリウム間の階段状の折れ曲

がりや，Fig．４の分配係数パターンにイッテルビウ

ム―ルテチウム間の折れ曲がりなどが認められる。希

土類元素水酸化物の結晶構造は，水酸化ルテチウムの

み hexagonal構造ではなく cubic構造を取ることが

Mullica and Milligan（1980）によって報告されてい

る。沈殿物中の希土類元素は純粋な水酸化物ではない

が（Ohta and Kawabe, 2000a），同様の構造変化が

マンガン団塊や実験系の鉄水酸化物・マンガン酸化物

中の重希土類元素にも起きていると考えられる

（Kawabe et al., 1999; Ohta and Kawabe, 2001）。

現在，この構造問題を明らかにすべく，放射光施設を

利用した非晶質鉱物中の希土類元素の局所構造解析実

験に取り組んでいる（Ohta et al., 2002）。

４．３ 分配係数・錯生成定数の RSPET解析

Fig．１０はランタノイド―炭酸錯体生成定数の

RSPET解析結果を示しており，得られたラカー係

数の差は Table５にまとめている。構造変化の補正

については，Kawabe（1999b）に基づき，Ln３＋（aq）と

Ln（CO３）２－（aq）について補正がなされた。Fig．１０より

KLn（CO３）２
－/KLnCO３

＋，KLnCO３
＋，KLn（CO３）２

－の順に上に凸のテ

トラド効果が大きくなる事が認められ，これに対応し

Fig．９ An example of the structural changes found
in the log Kd(REE) data.
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てラカー係数の差も大きくなる（Table５）。従って，

炭酸イオンと錯形成することでランタノイドイオンは

より共有結合的になっていくことが理解できる。ま

た，KLn（CO３）２
－/KLnCO３

＋のテトラド効果（ラカー係数の

差）が最も小さい事は，LnCO３＋（aq）と Ln（CO３）２－（aq）の

間では共有結合性の差が比較的小さいことを示してい

る（Table５）。

Fig．１１には，鉄水酸化物実験結果より，ランタノイ

ドイオンの溶存種がそれぞれ Ln３＋（aq），LnCO３＋（aq），

Ln（CO３）２－（aq）のみ存在したと仮定した時の，補正分配

係数パターンの解析結果を示している。Ohta and

Kawabe（2000b）に基づき，Ln３＋（aq），Ln（CO３）２－（aq），

Ln（OH）３・nH２O（ss）について構造変化の補正は既にな

されている。log Kd（Ln（pre）/Ln３＋（aq））には，最も大きな

上に凸のテトラド効果が認められ，鉄水酸化物に取り

込まれたランタノイドイオンは水和イオンよりも遙か

に共有結合的であることを示している。また，log

Kd（Ln（pre）/LnCO３＋（aq））にも，log Kd（Ln（pre）/Ln３＋（aq））程

ではないが，はっきりとした上に凸のテトラド効果が

認められるのに対し，log Kd（Lnpre/Ln（CO３）２－（aq））で

はほとんどテトラド効果が認められない。従って，

Ln（CO３）２－（aq）は沈殿物中のランタノイドイオンとほぼ

同じ共有結合性を持つ化学種であることを示す。Ta-

ble５にまとめられた RSPET解析結果より，最終的

にラカー係数の大小関係は次の通りとなった。

Ln３＋（aq）＞LnCO３＋（aq）＞Ln（CO３）２－（aq）

＞
－Ln（OH）３・nH２O（ss） �

これらの結果を考慮に入れると，Fig．５において，

水溶液中の炭酸イオン濃度が増加するに従って，分配

係数に見られるテトラド効果が次第に小さくなる理由

Fig．１０ The series variations of log (KLn(CO3)2
－/

KLnCO3
＋), log KLnCO3

＋，and log KLn(CO3)2
－are fitte

to the RSPET equation (13). Solid circles:
original data. Open symbols: complexation
constants corrected for structural changes
according to Kawabe (1999b). Multiplica-
tion and plus symbols: tetrad effect and
smooth variations obtained by the RSPET
fitting (eq. (13)), respectively.

Table５ Fitting results of Ln(III)-carbonate complexation con-
stants and log Kd(Ln) by the RSPET equation (13).
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がはっきりする。すなわち，沈殿物中の希土類元素の

化学種は変わらないが，炭酸イオン濃度が増加するに

従って水溶液側ではより共有結合的な化学種である炭

酸錯体の割合が増えてゆくために，テトラド効果が次

第に小さくなっていくと解釈できる。

最後に，テトラド効果をパラメーターとして利用す

る場合について見てゆく。３．４節でも述べたが，海水

中 の 希 土 類 元 素 の 炭 酸 錯 体 が，LnCO３＋（aq）と

Ln（CO３）２－（aq）のどちらが主溶存種であるか錯生成定数

からは判別できなかった。しかし，マンガン団塊と海

水の分配係数のパターンには，はっきりと上に凸のテ

トラド効果が見られる（Fig．３）。もし，海水中の希

土類元素が主として Ln（CO３）２－（aq）として存在してい

るならば，Fig．１１の log Kd（Lnpre/Ln（CO３）２－（aq））の結

果の様に，テトラド効果がほとんど見えないはずであ

る。従って，海水中の炭酸錯体は，LnCO３＋（aq）である

と間接的に証明される。また，Fig．７の二酸化マン

ガン（δ-MnO２）の実験系では，pHの増加に伴い上

に凸のテトラド効果がより顕著になっていく。実験条

件下でのランタノイドイオンの溶存種は Ln３＋（aq）のみ

で近似できるため，テトラド効果が顕著になる様子

は，沈殿物側のランタノイドイオンの化学種がより共

有結合的になっていくことを表す。この場合は，δ-

MnO２に取り込まれたランタノイドイオンが加水分解

して水酸基の配位数が増加したか，配位水和数が変化

したかなど配位子場の変化が生じた結果と解釈された

（Ohta and Kawabe, 2001）。このように，テトラド

効果は化学種の推定や配位子場の変化の解析に威力を

発揮する。

５．終 わ り に

我々が手にする地球（地球外）試料は，元素の集合

体である。従って，地球（地球外）試料を化学分析す

るということは，まさに地球（地球外）試料の成り立

ちそのものを明らかにする事に他ならない。しかし多

くの場合，地球化学データは分類や混合比の見積もり

に役立つパラメーター程度の認識しかないのが現状で

ある。天然における反応は，多成分系であり理想状態

から大きくずれている，反応系が閉じていない，反応

時間が著しく長く平衡状態に達していない事が多いな

ど，化学的に取り扱うには問題点が多い。しかし，希

土類元素存在度パターンの規格化でも述べたとおり，

現象論的な議論に化学的な解釈を加えるだけで，遙か

に生産的な議論が出来ることも多い。本稿が化学現象

の本質から地球化学を捉えるきっかけになれば幸いで

ある。
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Fig．１１ The series variations of log Kd(Ln(pre)/Ln3＋
(aq))’,

log Kd(Ln(pre)/LnCO3

＋
(aq))’, and log Kd(Ln(pre)/

Ln(CO3)2
－

(aq))’ are fitted to the RSPET
equation (13). The latter two data have
been calculated from the Kd(Ln) data in the
system with NaHCO3＝1.30 mM (Ohta and
Kawabe, 2000b). Prime means that struc-
tural change effects have been corrected ac-
cording to Ohta and Kawabe (2000b). Solid
circles: log Kd(Ln)’ data. Multiplication and
plus symbols are the same as Fig. 10.
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