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北大 GCOE プログラム「統合フィールド環境科学の教育拠点形成」 

IFES-GCOE ラボ実習（安定同位体実習）の報告 

 

実施日時：平成 22年 10月 25日（月）~ 29日（金） 
場所：北海道大学大学院 地球環境科学研究院 
実施責任教員：杉本 敦子 
実施補助員：星野 悠美、田中加奈子 
短期支援員：上田哲大、鄭 峻介、Alexandra POPOVA 
 
講義担当教員（講義日程順） 
 杉本 敦子（北海道大学大学院 地球環境科学研究院 教授） 
 吉川 久幸（北海道大学大学院 地球環境科学研究院 教授） 
 Carol KENDALL  U.S. Geological Survey on WebEX 
 中塚 武  (名古屋大学大学院 環境学研究科 教授) 
 
参加人数  
 企画実習生 4名 
 受講生   12名  

 
概要  
今回のラボ実習は安定同位体実習としては第 3回目となるもので、IFES-GCOE人材

育成プログラム自由企画の支援を得て「ラボ実習（安定同位体）の国際化」を目指した。実

習は過去 2 回のラボ実習（安定同位体）とほぼ同様のやり方、実習内容を企画する企画実習
生、実習に参加することで同位体を用いる技術と応用を学ぶことを目的とする受講生が一つ

のグループとなり実習を行った。これまでの 2 回と異なる点は、日本語と英語を併用したことで
ある。講義は一部を除いて全て英語とし、セミナーや最終日の研究発表会も基本的には英語

で行った。 
実習には 16名（企画実習生 4名、受講生 12名）の募集に対し、19名の応募があり 16名の実
習生が参加した。また、実習をサポートするため 3名のTAも加わった。参加者の内訳は、学内
からが 12名（うち 2名は留学生）、国内の他大学から 2名、海外から 2名（シンガポールとロシ
アからそれぞれ 1名づつ）で、４つの企画（グループ）のうち 2つは英語グループ、2つは日本
語グループとした。講師は学内 2 名、名古屋大学から１名、また、米国から１名で、米国からの
講師 Carol Kendall氏（USGS）はインターネットを利用したウェブ講義を行った。最終日の研究
成果報告会もインターネットで米国とつなぎ、Kendall氏も参加した。 
日本語グループに参加した多くの学生は、自己紹介セミナーや最終日の研究発表会の英語

での発表ははじめての経験であり、緊張した面持ちで発表した学生も多かったが、多くのこと

を学ぶ良い機会となったと思われる。英語および日本での議論では、自分とは異なる専門分

野の学生に自分の研究内容を伝える必要があり、グループ内、グループ外の参加者と日本語

や英語でコミュニケーションをとりながら議論が行われた。 
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全体スケジュール 

 

 昼休みセミナーおよび自己紹介はA棟102で行い、すべての講義は地球環境科学研究院

D棟101で行った。 
  

Oct 25th, 2010 (Mon) 
 
8:50   Meet at #D101 
   D101に集合 
9:00～10:00  Greeting and explaining about precautions of the research Projects.   
    Professor Sugimoto, Ms. Hoshino 
               ごあいさつと注意事項等の説明 杉本敦子・星野悠美 
10:00～12:00 Laboratory works for each confined research project. 
   マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
 
12:00～13:00 Lunch break  昼食 
   Self-introduction 1,  10min/person  自己紹介タイム① 
 
13:00～14:30 講義１．「安定同位体測定と利用の基礎」 (in Japanese) 
      杉本 敦子 (地球環境科学研究院)   
14:30～14:45 Break  休憩 
14:45～16:15 Lecture1．”Principles of IRMS and online analyses” 

 Atsuko SUGIMOTO (Faculty of Environment Earth Science) 
16:15～  Laboratory works for each confined research project. 
   マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
18:00~  A get together meeting  懇親会 
 
 
Oct 26th, 2010（Tue） 
 
8:50   Meet at #D101 
   D101に集合 
9:00～12:00  Laboratory works for each confined research project. 
   マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
10:30～12:00   Lecture 2  “Use of stable isotopes of water and materials which record 

information on water isotopes to investigate material cycling in ecosystem” 
Atsuko SUGIMOTO (Faculty of Environment Earth Science) 
 

12:00～13:00 Lunchtime  昼食 
   Self-introduction 2,  10min/person 自己紹介タイム② 
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13:00～14:30  講義２．「生態系物質循環における水と水の情報を含む物質の安定同
位体比の利用」(in Japanese) 

    杉本 敦子 (地球環境科学研究院)  
13:00～   Laboratory works for each confined research project. 
     マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
 
Oct 27th, 2010（Wed） 
 
8:50   Meet at #D101 
   D101に集合 
9:00～10:30  Laboratory works for each confined research project. 
   マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
 
10:30～12:00  Lecture3．”Tracing sources of N in human-impacted watersheds and 

airsheds 
  “ (On WebEX) 

   Carol KENDALL (U.S. Geological Survey) 
 
12:00～13:00 Lunch & Lunch seminar 昼食&ランチセミナー 
   Student Seminar①  
    ”Coalbed Methane Isotope Analysis for δ13C” 
    Speaker  Anne Marie SABINO 
   Student Seminar② 
    ”Dendroclimatological investigations in Yakutia” 
    Speaker Roman PETROV 
13:00～13:40  Student Seminar③  

  ”Carbon isotope δ13C as an indicator of plant water stress.”  
  Speaker: Akemi TSUKUURA  
「植物の炭素安定同位体比δ13Cは水ストレスの指標となる」 

         津久浦 朱美  
 13:40～14:20   Student Seminar④ 

  “Comparison of δ13C and δ15N values among plant species in    
  taiga-tundra ecosystem” 
  Speaker:  LIANG Maochang 梁 茂厂 

 
14:20~14:30 Break   休憩 
 
14:30～15:10  Student Seminar⑤  

”The habitat situation of northern fur seals at the Oshima peninsula in 
Hokkaido and the presumption of their food consumption and migration 
pattern.”  
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Speaker:  Takanori HORIMOTO  
「北海道渡島半島周辺海域におけるキタオットセイの来遊状況と食

性・ 
 回遊様式の推定」堀本 高矩           

 
15:10~15:40    Student Seminar⑥ 

         ”Groundwater flow system under a rapidly urbanizing coastal city as     
         determined by hydrogeochemistry.” 

  Speaker: Makoto KAGABU   
 「水文化学手法を用いた都市化する沿岸大都市の地下水流動機構」 
 利部 慎 

15:40～ Laboratory works for each confined research project. 
   マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
 
 
 
 

Oct 28th, 2010（Thu） 
 
8:50   Meet at #D101 
   D101に集合 
9:00～10:30  Laboratory works for each confined research project. 
               マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
10:30~12:00  Lecture 4 . ”Stable isotopes of C and O of atmospheric CO2”  
               Hisayuki YOSHIKAWA  (Faculty of Environmental Earth Scienc 
        講義４.   「大気中の二酸化炭素とその炭素、酸素安定同位体」 

吉川 久幸 （地球環境科学研究院）  
  

12:00～13:00 Lunchtime  昼食   
Self-introduction 3,  10min/person 自己紹介タイム③ 
 

13:00～14:30   Lecture 5.  ”Application of Nitrogen and Carbon Isotope ratios for Marine 
Material Cycling"  

   Takeshi NAKATSUKA (Graduate School of Environmental Studies, Nagoya 
University)  
講義５.「海洋物質循環における窒素・炭素同位体比の応用」 

               中塚 武（名古屋大学大学院 環境学研究科）  
14:30～  Laboratory works for each confined research project. 
   マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
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Oct 29th, 2010 (Fri) 
 
8:50   Meet at #D101 
   D101に集合 
9:00～12:00  Laboratory works for each confined research project. 
              マイクロ研究プロジェクトごとの作業 
 
12:00～13:00   Lunch break  休憩・昼食 
13:00～15:00 Presentations of confined research projects  成果発表会 
15:00～16:00  Closing Ceremony, Certificate1 of Completion, Quetionnare  
    修了証授与式, アンケート記入 
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各マイクロ研究プロジェクトの概要 

 

Confined research project A; Water group（English） 
マイクロ研究プロジェクト A; 水循環（英語） 

 

Project title: Regional characteristics of stable isotopes of water 
 
 To seek the difference in regional isotope value of water, we analyze water samples brought 
from several countries. This project includes not only Japanese but also foreign members, so we 
will be able to get global information on water isotopes. It has been well known that isotopic 
composition of precipitation shows clear geographic distribution. We will analyze various water 
samples, then, consider the reason for the isotopic gradient and isotopic deviation of our water 
samples from those of precipitation. Evaporation experiment or another additional 
measurements may be conducted to know the isotope fractionation. 
 
【Research Project Coordinator 企画実習生】 
 
Makoto KAGABU  DC3  
Kumamoto University, Graduate School of Science and Technology, New Frontier Science 
Course  
利部 慎  
熊本大学自然科学研究科 複合新領域科学専攻 博士後期課程 3年 
 
【Trainees受講生】  
 
Roman PETROV     Post Graduate Student 
Institute for Biological Problems of Criolithozone, Laboratory of Biogeochemical Cycles of 
Permafrost Ecosystems 
 
Anne Marie SABINO 
Oil & Gas Section, Geoscientific Research & Testing Laboratory, Department of Energy, 
Philippines 
 
Kaori HASHIOKA   B4 
Hokkaido University, School of Fisheries Sciences 
橋岡 香織  北海道大学 水産学部 海洋生物科学科 学部４年 
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Confined research project B; Animal group (Japanese) 
マイクロ研究プロジェクト B;   動物（日本語） 

 
Project title: Do stable isotopes in humpback whale bone show its 
seasonal movement and age? 
ザトウクジラの骨の安定同位体は季節回遊や年齢を反映するか？ 

 

Carbon and nitrogen isotope ratios of animals reflect their diet. The objective of this project is 
to assess the variability of stable isotope ratios in the baleen (whale bone) of humpback whale to 
determine seasonal changes in migration areas. Additionally, the project aims at searching the 
possibility of using stable isotope oscillations in the baleen plates to determine age. 

 
動物組織の炭素・窒素安定同位体は彼らの食性を反映する．本プロジェクトの目的は

ザトウクジラのヒゲ板(鯨骨)中の安定同位体の変動を調べることで，回遊域の季節変動
を明らかにする．さらに本プロジェクトでは，安定同位体の変動パターンを調べること

でザトウクジラの年齢推定の可能性を探る． 
 
【Research Project Coordinator企画実習生】 
 
Takanori HORIMOTO   DC1 
Hokkaido University, Graduate school of Fisheries Science, Division of Marine Bioresourses 
and Environmental Science 
堀本 高矩  北海道大学大学院 水産科学院 海洋生物資源科学専攻  
資源生物講座資源生態学領域 博士前期課程 1年 
 
【Trainees受講生】 
 
Midori MATSUNAGA   B４ 
Kumamoto University, Faculty of Science, Earth Science Course 
松永 緑 熊本大学 理学部理学科 地球環境プログラム 学部４年 
 
Emi TERASAKI   DC3 
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Marine 
Physics and Biogeochemistry 
寺崎 恵未 北海道大学大学院環境科学院 生物圏科学専攻 海洋圏科学 博士課程３年 
 
Ryuu HAYASHI 
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Animal 
Ecology 
林 瑠宇 北海道大学大学院 環境科学院 生物圏科学専攻 動物生態学コース  
生態保全研究室 
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Confined research project C; Plant group (English) 
マイクロ研究プロジェクト C; 植物（英語） 

 
Project title: Comparison of δ13C and δ15N values among plant species in 
taiga-tundra ecosystem 
 
 Carbon and nitrogen isotope ratios of plant samples reflect the environment of the site where 
the plants grow. The δ13C and δ14N of plant samples are mainly controlled by their physiological 
condition, and by N dynamics of the site, respectively, which were affected by environmental 
condition. The purpose of this research project is to know a variability of leaf δ13C and δ14N 
among plant species and sites in this ecosystem. Plant samples (willow, larch, moss) collected at 
several sites in taiga-tundra ecosystem in Eastern Siberia will be measured. 
 
【Research Project Coordinator企画実習生】 
 
LIANG Maochang  DC1 
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Geochemistry 
梁 茂厂  
北海道大学大学院環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース  
博士課程 1年 
 
【Trainees受講生】 
 
Ryo SHINGUBARA  MC1 
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Geo chemistry 
新宮原 諒  
北海道大学大学院環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース  
修士課程 1年 
 
SUNMONU Azizat Idowu  MC1  
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Plant Ecology  
 
Manami MARUYAMA  B4 
Hokkaido University, School of Fisheries Sciences  
丸山 真実  
北海道大学水産学部海洋生物科学科 学部４年 
 



 10 

Confined research project D; Tree ring group (Japanese) 
マイクロ研究プロジェクトD;  年輪 （日本語） 

 

Project title:  Carbon isotope analysis of tree-ring for estimation of 
moisture condition in semiarid area 
乾燥地樹木の年輪の炭素同位体比による環境の推定 

 

 Tree-ring δ13C shows negative correlation with precipitation and humidity in many cases. 
One of the main reasons for this relationship is a change in isotope fractionation during 
photosynthesis due to stomatal close under drought condition. In this confined research project, 
δ13C of tree ring samples which were taken in Mongolia will be analyzed, and compared with 
moisture condition.  
多くの研究で年輪炭素同位体比と水分環境とに負の相関があることが示されている。こ

の相関の主な理由の一つは乾燥状態下で起こる気孔閉鎖により、光合成の際に同位体分

別が変化することである。この実習ではモンゴル国で採取した樹木年輪サンプルの炭素

安定同位体比の分析やそれと水分環境との比較を行う。 
 
【Research Project Coordinator 企画実習生】 
Akemi TSUKUURA  MC1 
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Geochemistry 
津久浦 朱美   
北海道大学大学院環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 修士課程 1年 
 
【Trainees受講生】 
Asami ICHINO  MC2 
Hokkaido University, Graduate School of Environment Earth Science, Course in Marine 
Physics and Biogeochemistry 
市野 亜沙美   
北海道大学大学院環境科学院 生物圏科学専攻 海洋生物生産環境学コース 修士課程１年 
 
Mari YOSHIMURA  B4 
Hokkaido University, School of Fisheries Sciences 
吉村 真理   
北海道大学 水産学部 海洋生物科学科 学部４年 
 
Atsuko YAMAZAKI  DC1 
Hokkaido University, Graduate School of Science, Course in Earth and Planetary System 
Science 
山崎 敦子  
北海道大学大学院理学院自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 博士課程１年. 
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実習中の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←水循環チームは、初日から分析

を行いました。分析の前に、水の

入ったバイアルびんにガスを入

れる作業をしている所です。 

 

実習中に雪が降りました。

紅葉に降り積もる雪景色

はきれいでした。 
雪の降らない地域からの

参加者には、印象深くうつ

った事でしょう。 
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→グループごとの発表準備の時

間は、余裕のあるグループもあ

れば、足りずに悲鳴が上がるグ

ループもありました。 
 

限られた準備時間では 
ありましたが、しっかり成果

に結びついたでしょうか？ 

 

 

 

まじめな議論と気晴らしが同居→

するホワイトボート。 
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←WebEX を使用し、アメ
リカの Carol先生の講義を
受講しています。写真にす

ると、変な感じもしますが、

先生がすぐそこにいらっし

ゃるかのような臨場感のあ

る講義でした。 

 

中塚先生は、英語と日本語を→

交互に使用されて講義を進行。

日本人学生には、ちょっとほっ

とした講義だったのかもしれ

ません。終了後は、質問に長蛇

の列ができました。 

←成果発表も英語で行い

ました。アメリカの Carol
先生からも質問がやって

きます。 
 
分析から発表まで、一連の

流れを体験できました。 
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全員、修了証をもらう事ができました。一週間、お疲れさまでした！ 

 

 


