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北大 EES ラボ実習（安定同位体実習）の報告	 
	 

	 

実施日時：平成 26年 12月 15日（月）〜12月 19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：伊藤 昌雅、星野 悠美、工藤 英恵 

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） 
	 南川 雅男（北海道大学	 名誉教授） 
	  関	 宰	 （北海道大学大学院 地球環境科学研究院 准教授） 
	 島村 道代  (北海道大学 高等教育推進機構	 特任准教授) 
 
 
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 7 回目となるもので、卓越した大学院拠点形

成および北海道大学教育交流支援事業の支援を得て実習を行った。また、本実習は、8 月にロシ

ア・ヤクーツクで実施した野外実習プログラムである「北極寒冷圏フィールド＆ラボ実習」のフォローア

ッププログラムでもある。 
実習は前回のラボ実習（安定同位体）とほぼ同様のやり方で、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。前回同様、日本語と英語で講義を分けて 2 回ずつ行った。 
 実習には 16 名の募集に対し、23 名の応募があり 16 名の実習生（企画実習生 4 名、受講生 12 名）

が参加した。また、実習をサポートするため 4 名の博士課程学生が手伝った。参加者の内訳は、学内

からが 11 名(うち 7 名が留学生)、海外から 5 名（ロシア、アメリカ、モンゴル）で、4 つの企画（グルー

プ）のうち 3 つは英語グループ、1 つは日本語グループとした。 
大半の参加者が日本国籍ではないため、グループ内外で、英語および日本語でのコミュニケーショ

ンを工夫しながら、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、議論を深めた。多く

のことを学ぶよい機会になったと思われる。 
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Schedule of the Short Course 
全体スケジュール 

 
All lectures and seminars are held at room A102.  
The final presentations of each mini-research project are held at room C204 on the 19th. 
Every morning, we are having a meeting at 8:50am, room A102 to check the daytime schedule, then 
we start the lab works.  
講義とセミナーは、すべて地球環境科学研究院A102で行います。最終日の成果発表は、C棟
204で行います。毎朝8:50からA102で その日の予定を確認後、開始します。 
 
Dec 15th, 2014 (Mon) 
 
8:50   Meet at #A102 
   A102に集合 
9:00～10:00  Guidance for short course.     Prof. Sugimoto, Mr. Ito 
               ガイダンス	 	 杉本敦子・伊藤昌雅 
10:00～12:00 Laboratory works for each mini-research project. 
   ミニ研究プロジェクトごとの作業 
12:00～13:30 Lunchtime 	 昼食 
      Participant’s seminar,  5mins/person 	 自己+研究紹介 
               Participant’s name 
13:30～14:30 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) 
14:40～15:40 Lecture1．”Principles of IRMS and online analyses” (in English) 

 Atsuko SUGIMOTO (Faculty of Environmental Earth Science) 
15:40 ～  Laboratory works for each mini-research project. 
   ミニ研究プロジェクトごとの作業 
18:00〜  Welcome party	 	 懇親会 
 
Dec 16th, 2014（Tue） 
 
8:50   Meet at #A102 
   A102に集合 
9:00～12:30	  Laboratory works for each mini-research project. 
   ミニ研究プロジェクトごとの作業 
12:30～13:30 Lunchtime 	 昼食 
       Participant’s seminar,  5min/person 	 自己+研究紹介 
13:30〜14:30 	  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) 
14:40〜15:40   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) 
15:40〜	  	  Laboratory works for each mini-research project. 
  	 	 	 ミニ研究プロジェクトごとの作業 



  3 

 
Dec 17th, 2014（Wed） 
 
8:50   Meet at #A102 
   A102に集合 
9:00～9:30  Laboratory works for each mini-research project. 
   ミニ研究プロジェクトごとの作業 
9:30～10:30	    Lecture 3  “Temporal change of human diet, an outline and example of dietary 

analysis using carbon and nitrogen isotopes” 
Masao MINAGAWA （The Professor Emeritus of Hokkaido University） 

10:40～11:40  講義3．「ヒトの食物はどのように変ってきたか、炭素と窒素の同位体によ
る食性分析の概要と実例」 

               南川 雅男	 （北大名誉教授）	  
11:40～12:00 Laboratory works for each mini-research project. 
   ミニ研究プロジェクトごとの作業 
12:00～13:30 Lunchtime 	 昼食 
 	 	 	 	 	     Summer School Report “REPORT ON 2014 FIELD SCIENCE SHORT COURSE”  
13:30〜14:30 	 	 講義4．「バイオマーカーの安定同位体比測定とその古気候研究への応用」 
 	 	 	 関 宰	 	 (北大低温研究所	 准教授) 
14:40〜15:40   Lecture 4．“Application of compound specific stable carbon and hydrogen isotope 

ratios for paleoclimate study” 
	 	 	 	 	 	    Osamu SEKI (Institute of Hokkaido University, Low Temperature Science)  
15:40〜	 	 	 	 Laboratory works for each mini-research project. 
  	  ミニ研究プロジェクトごとの作業 
 
Dec 18th, 2014（Thu） 
 
8:50   Meet at #A102 
   A102に集合 
9:00～ 	 	 	 Laboratory works for each mini-research project. 
  	  ミニ研究プロジェクトごとの作業 
9:30〜10:30  講義5. 「炭酸塩同位体比と古気候」 

      島村	 道代	 （北大高等教育推進機構特任准教授）	  
10:40〜11:40  Lecture 5 “Isotope composition of calcium carbonate and Paleo-climate” 
               Michiyo SHIMAMURA  (Hokkaido University, Institute for the Advancement of 
               Higher Education) 
11:40～12:30	 	 Student seminar.  
               #1 “The principle of plant δ13C, δ15N and research example”  
              「植物のδ13C、δ15N の原理と実際の研究紹介」  
               Speaker: Rei FUJIYOSHI   藤吉	 麗	 (環境科学院)	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 #2 “Stable isotopes of water and application to hydrological processes”  
              「水の安定同位体比から見る水文過程」 	 
               Speaker: Shinya TAKANO   鷹野	 真也	 (環境科学院)	 
12:30〜13:15 	  Lunchtime 昼食 
13:15〜	 	 	 	 Laboratory works for each mini-research project. 
  	  ミニ研究プロジェクトごとの作業 



  4 

 
 
Dec 19th, 2014（Fri） 
 
8:50   Meet at #A102 
   A102に集合 
9:00～10:30 	 	 Laboratory works for each mini-research project. 
  	  ミニ研究プロジェクトごとの作業 
10:30～12:30  Presentations of each mini-research projects  成果発表会 
               Closing Ceremony, Certificate of Completion, Questionnaire  
    修了証授与式, アンケート記入（終了後解散） 
 
Dec 20th, 2014（Sat） 
       	 	 	 	 Excursion in Jyozankei-Onsen 
  	  エクスカーション	 定山渓温泉 
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Overview of the Mini-research Projects & the List of Participants 
各ミニ研究プロジェクト概要、受講生名簿 

	 	 

Mini-research project ; Project A; Water group（English） 
ミニ研究プロジェクト;  A; 水  

 

Project title: Investigation of source of water for plants in Siberian taiga forest 
using stable oxygen isotope ratio of water 
 
We will analyze stable oxygen isotope ratio (δ18O) of water in larch stems and soil 
samples, which were taken at a taiga forest in Yakutsk, central part of eastern Siberia. 
For the analysis, we first extract water from stems and soil samples. The δ18O values 
will be compared with that of precipitation, which were obtained at the site, to clarify 
the source of water for plants in the forest.  
 
東シベリア中央部に位置するヤクーツクのタイガ林で採取した土壌とカラマツの枝

に含まれる水の酸素安定同位体比を分析する。分析の前処理作業として、まず土壌と

植物の枝から水を抽出する。分析で得られた水の酸素安定同位体比と、同サイトで採

取した降水の酸素安定同位体比を比較し、タイガ林において植物がどのような水を利

用しているかを明らかにする。 

 

Research Project Coordinator 
Hikari SHIMADA	 	 BC4 
Hokkaido University, School of Scince 
島田	 光	 	 	 	 北海道北海道大学理学部地球惑星科学科	 学部 4年	 
	 

Trainees 
Tiffany Ann Gatesman	 	 M1 
University of Alaska Fairbanks/Environmental Chemistry 
 
Satya Candra Wibawa SAKTI	 	 DC3 
Hokkaido University, Graduate School of Environmental Science 
 
Badrun Nessa 	 	 M1 
Hokkaido University, Graduate School of Environmental Science 
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Mini-research project B; Marine group（Japanese） 
ミニ研究プロジェクト B; 海洋 (日本語) 

 

規格名: ホタテ貝とその付着生物間の餌競合関係 

	 

海洋生態系食物網の研究において、炭素•窒素安定同位体比は広く用いられている。

本研究プロジェクトでは、2012 年に陸奥湾で採取されたホタテ貝柱、直腸、付着生物、

潜在的な餌資源について、炭素•窒素安定同位体比を測定する。これらの同位体マッ

ピングを作成することにより、ホタテ貝とその付着生物間の餌競合関係について解明

する。	 

 
Project title: Competition for food between scallop and sessile organisms 
 
Carbon and nitrogen isotope ratios are commonly used in the study of marine food 
webs. Scallop adductor muscles, sessile organisms and possible food sources were 
collected in Mutsu bay in 2002. Carbon and nitrogen stable isotope ratios of these 
samples will be measured to reveal the relation of competition for food between 
scallop and sessile organisms. 
 

Research Project Coordinator 
Shijie CHEN	 MC1 
Hokkaido University, Graduate School of Environmental Science 
陳	 世傑	 	 MC1	 

北海道大学	 大学院地球環境研究院 
	 

Trainees 
Kazuhiro YOSHIDA	 	 MC1 
Hokkaido University, Graduate School of Environmental Science 
吉田	 和弘	 	 MC1	 

北海道大学	 大学院地球環境研究院	 

	 

Yuka WATANABE	 	 BC4 
Hokkaido University, Faculty of Fisheries Sciences 
渡辺	 友日	 	 BC4	 

北海道大学水産学部	 

	 

Rio KOBAYASHI	 	 MC1 
Hokkaido University, Graduate School of Environmental Science 
小林	 理央	 	 MC1	 

北海道大学	 大学院地球環境研究院	 
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Mini-research project C; Plant 1 group（English） 
ミニ研究プロジェクト C; 植物 1(英語) 

 

Project title: Carbon and nitrogen stable isotope ratios of plants in taiga-tundra 
boundary ecosystem 
 
Carbon and nitrogen stable isotope ratios of plants are known as an integrated 
indicator of environment. In this project, plant samples taken from different 
environment such as riverside, lowland fen, highland hill tundra, tundra lakeside are 
analyzed. Based on the obtained δ13C and δ15N difference, we will compare to 
wetness and nitrogen dynamics at the sampling site. 
 

企画名: タイガ-ツンドラ境界生態系の植物葉の炭素窒素安定同位体比 

 
植物の炭素窒素安定同位体比は生態系の環境指標として知られている。本プロジェク

トでは、異なる環境(河岸、低地湿原、台地ツンドラ、湖岸ツンドラ)から採取した植
物サンプルの分析を行う。分析で得られた同位体比(δ13C,δ15N)の違いについてサイ
ト毎の水分環境、窒素動態との比較を行う。 
 

Research Project Coordinator 
Rong Fan	 	 Research Student 
Hokkaido University, Faculty of Environmental Earth Science 
	 

Trainees 
Mozammel Haque	 	 DC2 
Hokkaido University, Graduate School of Environmental Science 
 
Tuyara Tikhonovna  Atlasova	 	 MC 1 
NEFU, Institute of environmental sciences, department of ecology 
 
Oyuntogtokh Bat-Erdene	 	 MC1 
Mongolian state University Agriculture	 
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Mini-research project D; Plant 2（English） 
ミニ研究プロジェクト D; 植物 2(英語) 

 
Project title: Carbon and nitrogen stable isotope ratios of larch needles from 
taiga in eastern Siberia 
 
Larch is a dominant tree species of permafrost ecosystem in eastern Siberia, where 
climate is continentally dry. Larch needle samples collected in larch forest and pine 
forest were analyzed for C and N isotope ratios, and the data will be compared with 
the soil moisture at the sampling site. Obtained data will be also compared with 
previously measured data to investigate year to year variation. 
 
東シベリア永久凍土上のタイガ林で採取したカラマツの葉の炭素・窒素同位体比を測

定する。サンプルはカラマツ林とアカマツ林で採取したものを比較し、水分環境と比

較するとともに、過去のデータと比較し年々変動についても考察を行う。 
 

Research Project Coordinator 
Anisiia Kuzminichna Lazareva	 	 MC1 
North-Eastern Federal University named after Ammosov/Institute of Finance and Economics 
	 

Trainees 
Lea Végh	 	 DC1 
Graduate school of Environmental Science, Hokkaido University 
 
Ruslan Shakhmatov	 	 研究生 
Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University 
 
Batdorj Lhagvasureb	 	  
Plant protection research Institute 
 

	 

	 

 

 
	 



  9 

【実習中の様子】	 

	 	 

←水グループの皆さん。バイアル瓶にサンプ

ルの水を入れていきます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

←南川先生の講義です。ゆったりとした

雰囲気ですが、内容の濃い講義で、質疑

応答も弾みます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

懇親会の様子。「スシハタベラレマスカ？」→	 
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←各自、英語で自己紹介をしてもらいまし

た。日本語での自己紹介を頑張ってくださ

った方も。お互いのことを知る第一歩です

ね。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

最終日には、分析結果と→	 

講義での知識などを総動員し

て、ミニ研究プロジェクトの

プレゼンテーションを	 

行います。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

←鋭い質問も！	 
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無事に修了証を授与されました。→	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

←モンゴル語は難しくて、名前が・・・	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

一週間、お疲れさまでした！	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 


