1E01
(Keynote)

地球外有機物の化学進化
奈良岡 浩
（九州大院・理）

元素の太陽系存在度が最も高い H, He, O, C, N は、不活性ガスである He を除けば、水
や有機物を形成する元素群である。始原的で揮発性物質に富む地球外物質（炭素質隕石
など）に含まれる炭素のほとんどは有機物として存在する。地球外物質中の有機物が地
球上での化学進化にどの程度寄与したのかは未だにはっきりしていないが、地球突入時
に蒸発してほとんど寄与しなかったという考えの一方で、隕石中に見られる L-アミノ酸
の過剰が地球上での生命の起源に影響を及ぼしたという仮説もある。地球外有機物の存
在状態や反応メカニズムを知ることは原始地球における化学進化を理解する一助にな
るかもしれない。
隕石有機物の起源として、分子雲での反応や原始星雲内での生成、隕石母天体上での
水質変成や熱変成の過程が示唆されているが、その詳細は理解されていない。隕石有機
物はその大部分が不溶性有機物(IOM)として存在するが、溶媒で抽出される多様な可溶
性有機物(SOM)も含まれる。いずれも隕石毎に構造および同位体的に不均一である。
隕石 SOM にはアミノ酸やカルボン酸、ジカルボン酸、ヒドロキシカルボン酸など生
体関連有機化合物が比較的多量に存在する(~100 ppm)。これらは水抽出物あるいはその
加水分解で得られるので母天体上での水質変成作用が重要である。一方で、それらの
δ13C, δ15N, δD は大きく、前駆体物質は分子雲からの関与が示唆されている。非極性成分
は主に多環芳香族炭化水素(PAH)として存在しているが、存在量は水抽出成分に対して
少なく、δ13C も水抽出成分と比較して同位体的に軽く、地球有機物に近い。２つの抽出
化合物群の存在量および δ13C の分布から炭素伸長反応による生成過程が提案されてい
る。２つの抽出物の中間に位置する極性成分は窒素・イオウなどのヘテロ原子に富む化
合物を含み、構造の多様性も非常に高く、今後の更なる解析が必要である。
隕石 IOM は CHNOS から構成される比較的高分子量の非晶質物質で、主要な炭素骨
格は PAH である。より始原的な IOM にはミクロンサイズの 15N, D の極端な濃縮（ホッ
トスポット）が発見され、分子雲との関連性が示唆されている。しかし、IOM 全体の
δ13C は SOM の PAH と同じであり、起源が異なる。IOM は水質変成により酸素を取り
込み、カルボン酸を排出し、熱変成によりヘテロ原子を失ってグラファイト化する。
これまでの隕石有機物や初期地球でのシミュレーション実験の研究はアミノ酸など
の生体関連物質に焦点が絞られてきた。真に化学進化を解明するためには、様々な化合
物の構造と量、および同位体組成を体系的に明らかにする必要がある。
Chemical evolution of extraterrestrial materials
*H. Naraoka (Dept. Earth & Planet. Sci., Kyushu Univ.)
– 55 –

1E02
(Keynote)

初期太陽系および初期地球における水素同位体比の進
化
○石田章純 1、小池みずほ 1、佐野有司 1
（1 東京大学大気海洋研究所）

初期地球の進化史において、海洋がいつ、どうやって形成されたかは地球惑星科学に
おける第一級の問題として広く議論が交わされている。特に、地球における生命の起源、
あるいは生命前駆物質(アミノ酸やタンパク質)の生成を考えたとき、地球表層に液体の
水が存在することは必要不可欠である 1,2。この問題にアプローチするためには初期地球
だけでなく、初期太陽系における水の生成や挙動、または地球型惑星における水の進化
史などを包括的に理解する必要がある。そこで本講演では、特に水素の同位体比に注目
して、(1)太陽系の始原的な水素同位体比、(2)火星表層水の進化史、(3)初期地球におけ
る水素同位体比について、我々のグループの最新の研究成果を交えてレビューを行う。
地球の水は原始地球の集積後期に、炭素質コンドライトや彗星(ただし寄与は大きく
ても 10%程度)によって獲得されたと考えられている 3。これらの D/H 比に注目すると、
炭素質コンドライトが 128-181*10-6、彗星が 298-324*10-6 であり、現在の地球海洋の D/H
比 155.7*10-6(SMOW: standard mean ocean water)に酷似している 3。こうした見積は各小
天体の水含有量や、炭素質コンドライトと地球核の親鉄元素の存在比が似ていることな
どからも支持されている 4。一方で、マントルの D/H 比は SMOW に比べてやや D に枯
渇した値(143-149*10-6)を取ることが知られており、水を初めとした揮発性元素の地球内
部からの脱ガス史についても議論が行われている 5,6,7。
火星における海の存在も地球型惑星における水環境の進化史を知る上で重要である。
近年の火星観測や火星隕石の研究により、過去火星に液体の水が存在したことはほぼ確
実視されるようになった 8。火星表層(大気、土)における D/H 比は分光分析によって、
SMOW の約 5-7 倍(δD=5000~7000‰)の値が報告されている 8。一方で火星形成時の水
のδD 値は 300‰程度と見積もられており 8、これらの結果から火星の水は時間と共に
散逸し、現在みられるような値を持つようになったと解釈されている。そこで我々は
様々な年代を示す火星隕石について、その中に存在するメルリライトやアパタイトなど
リン酸塩鉱物を対象として、NanoSIMS50 を用いて U-Pb 年代測定ならびにδD 値分析
を同一グレインに対して行った。その結果、火星表層の水は火星の形成後数億年以内に
大部分が散逸し、その後も緩やかに散逸を続けていったことが明らかになった。これは
火星隕石や観測などによって過去の研究から見積もられている変遷史や地球の脱ガス
史と矛盾しない結果であった 8,9。
地球における最古の海洋の証拠はジャイアントインパクト直後の約 44 億年前まで遡
ることができる。これは西オーストラリア、ジャックヒルに産する約 44 億年の年代を
示すジルコン(ZrSiO4)の酸素安定同位体比(δ18O)が、当時のマントルのδ18O よりも高く、
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O に富んだ海洋地殻とのミキシングを見ている(=海洋が存在した)という解釈から成
り立っている 10,11。しかしその後の後期隕石中爆撃の時期を終えるまで原始海洋は何回

18

も蒸発と液化を繰り返した可能性がある。安定した海洋の証拠は約 39-37 億年前の地層
が残るグリーンランドのアキリア島やイスア地域で見られる。縞状鉄鉱層やタービダイ
トなどの海洋堆積層が直接的な証拠として認められている 12,13。イスア地域に産するサ
ーペンティンから、太古代における海洋のδD 値は現在より最大で 25‰低かったことが
見積もられている 14。一方で、太古代におけるマントル中水素のδD 値を直接求めた研
究は少ない。そこで我々はカナダ Nuvvuagittuq 帯のトーナル岩を対象に、その中に産す
るジルコン結晶中の包有物アパタイトの D/H 測定を行った。分析には NanoSIMS50 を用
い、まずはジルコン自体の U-Pb 年代値の測定を行った。その結果、約 36 億年の年代値
を得たが、一部のジルコンに変成による Pb の損失が認められた。D/H 比の測定におい
てはこのような変成を受けたジルコンを対象外とし、初生的な情報を保存していると考
えられる包有物アパタイトのみを対象として分析を行った。その結果、アパタイトのδ
D 値として 17±43‰を得た。この値は現代のマントルのδD 値(-80~-40‰)と比較して D
に富んでおり、マントル中δD 値が地質年代を通して変化していた可能性を示している。
この値が初生的な隕石の値を反映しているのか、あるいは太古代における大気-マント
ルでの分別を見ているのかについては更なる検討が必要である。今後、地質時代を通じ
た試料で同様の分析を行い、地球史における水素同位体比の進化について明らかにして
いく予定である。
[1]Nisbet, E. G., and Sleep, N. H., (2001) Nature, 409, 1083-1091.; [2]Furukawa, Y. et al., (2009) Nature
geoscience, 2, 62-66.; [3]Data are summarized in Pinti, D. L., (2005). Lectures in Astrobiology vol.1
(Advances in Astrobiology and Biogeophysics), pp.83-112.; [4]Dauphas, N. and Marty, B. (2002) J. Geophys.
Res., 107, 1-7.; [5]Marty, B. and Yokochi, R. (2006) Rev. Mineral. Geochem., 62, 421-450.; [6]Halliday,

A.

N. (2013) GCA, 105, 146-171. ; [7]Tolstikhin, I. et al. (2014) GCA, 136, 229-246.; [8]Data are summarized in
Koike, M. (2014) Master Thesis.; [9]Kurokawa, H. et al., (2014) EPSL. ;[10]Wilde et al. (2001) Nature, 409,
175-178.; [11]Peck, W. H. et al., (2001) GCA, 65, 4215-4229.; [12]Rosing, M. T., et al. (1996) Geology, 24,
43-46.; [13]Nutman, A. P. et al., (1997) GCA, 61, 2475-2484.; [14]Pope, E. C. et al. (2012) PNAS, 109(12),
4371-4376.

Evolution of hydrogen isotopic compositions in the early Solar System and the Early Earth
*A. Ishida1, M. Koike1, and Y. Sano1 (1Atmosphere and Ocean Research Institute, the University
of Tokyo.)
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1E03

地球化学的反応における時間スケールの重要性	
 
○小嶋	
  稔 1	
 
(1 東京大学理学系研究科)	
 

	
 
	
  	
  	
  地球化学の研究対象として扱う化学反応も室内実験と同様、基本的には温度（T），
圧力（P），時間（t）の三つの外的パラメターで規定される(1)。しかし両者間の決定的
違いは自然現象の時間ファクターが多くの場合室内実験にくらべ桁違いに永い点に有
る。	
  一例をとろう。化石は数十万又はそれ以上の時間をかけた有機変成でつくられた。
室内実験で此の様な長時間をかける事は論外であり、我々が化石を実験室で創る事は出
来ない。このため時間と反応速度の逆相関性を利用し温度を上げる事により化学反応速
度をあげ永い時間を要する自然界での有機変成のシュミレーションを試みる事も考え
られる。本論文では地殻内での石油生成にかかわる有機変成の議論（2）を参考に、ア
ーレニュース・プロットと化学反応の活性化エネルギーから、地球化学現象の室内実験
シュミレーションを行う上での注意点をぎろんする。	
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1E04

模擬星間物質からのアミノ酸・核酸関連分子の生成と	
 
そのロバストネス	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

○ 小林憲正 1,2，時村隼人 1，松田知之 1，榎本真吾 1, 癸生川陽子 1,
金子竹男 1，大林由美子 1，三田肇 3，吉田聡 4，福田一志 5，小栗慶之 5
	
  	
  （1 横浜国大院工/理工，2 自然科学機構，3 福岡工大工，4 放医研，	
 
	
  	
  	
  5 東工大院理工）	
 
１．緒言	
  1950〜70 年代の初期の化学進化模擬実験において，原始地球環境下におけ
るアミノ酸や核酸塩基の生成や，オリゴペプチド・オリゴヌクレオチドの無生物的生成
が報告され，生体モノマーがまず生成し，そのオリゴマー化，機能化による生命起源の
シナリオが提案された。近年，原始地球環境下での生体分子の生成が限定的である可能
性が指摘され，地球圏外有機物の寄与が注目されている。炭素質コンドライトや彗星な
どにより原始地球に届けられた有機物として，アミノ酸，核酸関連分子，多環芳香族炭
化水素などが議論されている。本講演においては，星間で生成した有機物の「ロバスト
ネス」に注目し，原始地球に供給され，生命の誕生に寄与した有機物について議論する。	
 
２．実験	
  模擬星間物質として，種々の混合比の一酸化炭素，メタン，メタノール，ア
ンモニア，水などの混合物にタンデム加速器（東工大）からの 2.5	
 MeV 陽子線，HIMAC
（放医研）からの 290	
 MeV/u 炭素線などを照射した。生成物は，そのまま，あるいは酸
加水分解後，HPLC，GC/MS,	
 LC/MS によりアミノ酸，核酸塩基等の分析を行った。また，
照射生成物やアミノ酸・核酸関連分子に炭素線を照射し，その安定性を評価した。	
 
３．結果および考察	
  粒子線照射生成物をそのまま分析するとアミノ酸は微量しか検出
されなかったが，加水分解後に多種類のアミノ酸が高収率で検出された。また，GC/MSも
しくはLC/MSにより５種類の核酸塩基のすべてと，いくつかの非核酸型塩基が同定された。
これらの結果は，星間でアミノ酸前駆体および核酸塩基類が生成可能であることを示唆
する。また，生成したアミノ酸前駆体は高分子量の複雑な構造を有するものを含むこと
がわかった。	
 
	
  アミノ酸（グリシンなど），アミノ酸前駆体（ヒダントインなど），核酸塩基（アデ
ニンなど），陽子線照射により生じた高分子態アミノ酸前駆体の水溶液に，重粒子線（炭
素線など）を照射した場合，遊離アミノ酸に比較して，アミノ酸前駆体や核酸塩基は高
い回収率を示した。これまで，アミノ酸前駆体類が遊離アミノ酸よりも紫外線，軟Ｘ線，
熱などに対して高い安定性を示すことがわかっており，宇宙環境下ではアミノ酸前駆体
や核酸塩基がロバスト生命素材分子といえる。一方，多環芳香族炭化水素(PAH)などは，
確かに安定性は高いが，生体有機物のもとになるとは考えられず，ここでいうロバスト
生命素材分子には含めない。地球の海に届けられた地球外ロバスト生命素材分子からの
生命機能創出機構の解明が必要である。	
 
Formation of amino acid precursors and nucleic acid bases from simulated interstellar media and
evaluation of their robustness. *K. Kobayashi1, 2, H. Tokimura1, T. Matsuda1, S. Enomoto1, Y.
Kebukaswa1, T. Kaneko1, Y. Obayashi1, H. Mita3, S. Yoshida4, H. Fukuda5, and Y. Oguri5
(1Yokohama Natl. Univ., 2NINS, 3Fukuoka Inst. Tech., 4NIRS, 5Tokyo Inst. Tech.)	
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1E05

アミノ酸の衝撃化学反応	
 -反応の温度依存性-	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○菅原春菜 1、三村耕一 2
（1 海洋研究開発機構、2 名大院環境）

【はじめに】
	
  小惑星や彗星、宇宙塵などの地球外物質には多種多様な有機物が含まれ、これらが地
球上での生命の誕生に必要な有機物を供給した可能性が提案されている。これらの地球
外物質の中には、生命の誕生に必須と考えられるアミノ酸も含まれている。しかしなが
ら、地球外物質による初期地球へのアミノ酸の供給について検証するためには、これら
の地球外天体が地球に衝突する際に発生する衝撃波がアミノ酸に及ぼす影響について
評価する必要がある。衝撃圧力とアミノ酸の残存率との関係についてはいくつかの研究
があるが(e.g., Peterson et al., 1997; Blank et al., 2001)、アミノ酸の衝撃化学反応（分解お
よび重合）がどのような温度、圧力条件のもとで起きているのか？その反応のメカニズ
ムについてはほとんどわかっていない。そこで本研究では、衝撃時の温度を変化させる
ことで、アミノ酸の衝撃化学反応の温度・圧力に対する依存性を調べる実験を行った。
【実験方法】
	
  衝撃を与えるアミノ酸として選んだのは、隕石中に多く含まれ、かつ単純な構造をし
ているグリシンとアラニンである。グリシンは最も単純なアミノ酸であり、彗星の塵か
らも見つかっている(Elsila et al., 2009)。これらのアミノ酸を 1 種類ずつカンラン岩粉末
に 1:10 の質量比で混合して衝撃を与える試料とした。本実験では衝撃時の温度条件を
変化させるために、常温(301 K)での衝撃実験の他に、液体窒素温度(77 K)および高温(473
K)に試料を保持した状態で衝撃を与える実験を行った。77 K での実験では試料を封入
したターゲットを液体窒素で満たした発泡スチロール製容器の中に入れることで実現
し、473 K の実験では、ターゲットをヒーターで取り囲み 473 K に保持することで実現
した。回収した試料についてはアミノ酸およびペプチドの分析を行った。
【結果と考察】
	
  2 種のアミノ酸はほぼ同様の挙動を示し、衝撃圧力の上昇に伴い減少し、301 K の実
験では約 20 GPa を境に急激な減少を示した。77 K での実験においてもほぼ同様の傾向
を示したが、急減する圧力は 301 K の実験よりもやや高圧であった。一方、473 K の実
験は他の 2 つの実験とは異なる挙動を示し、他の 2 つの実験から予想される圧力よりも
低圧でアミノ酸の多くが分解された。本発表ではこれらの結果をもとに、衝撃圧力・温
度とアミノ酸の残存率およびペプチドの生成率との関係について議論する。
Shock chemistry of amino acids: temperature dependence of the reactions
*H. Sugahara1, K. Mimura2 (1JAMSTEC, 2Graduate School of Environmental Studies, Nagoya
Univ.)
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ホウ酸共存環境におけるアデノシンのリン酸化：RNA の
起源に関する有機地球化学	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 

1E06

○古川善博 1、Hyo-joong Kim2、Daniel Hutter2、Steven Benner2
（1 東北大学、2Fundation for Applied Molecular Evolution）
生命を構成する有機分子のうち RNA は、DNA の遺伝情報の一部を保持すると伴にタ
ンパク質に似た触媒機能を持っていることから、始原的な生命は DNA-タンパク質に基
づくものではなく、RNA に基づくものであったという仮説が RNA world 仮説として提
唱されている。RNA はヌクレオシドがリン酸化してできるヌクレオチドが規則的に重
合した巨大分子である。ヌクレオシド(例えば adenosine(図))にリン酸が付加できる位置
は 2’, 3’または 5’-OH 基の３カ所である。しかし、リン酸化の位置を前生物的に可能な
過程で制御する方法は提案されていない。一方で、ホウ酸はリボースの生成と安定化に
重要な役割を果たしたと考えられており、ホウ酸が共存する環境でヌクレオシドのリン
酸化が起こった可能性がある。ホウ酸はリボースの特定の位置に付加して複合体を形成
することが知られているが、その現象がリン酸化に及ぼす影響は明らかになっていない。
本研究ではホルムアルデヒド中でアデノシンがリン酸化する際に共存するホウ酸およ
びケイ酸が与える影響について報告する。
リン酸二水素ナトリウムおよびアデノシンを
NH
N
N
含むホルムアミド溶液に四ホウ酸ナトリウム十水
HO
N
N
和物を加え、窒素雰囲気で加熱(90℃)し、24 時間
O
H
H
+ NaH2PO4
H
H
ごとに一定量の溶液をサンプリングし、リン酸化
OH
OH
Adenosine
物の量について HPLC を用いて測定した。四ホウ
Na2B4O7 10H 2O
NH
酸ナトリウム十水和物を加え無い実験も同時に行
NH
N
N
N
った。また、H-NMR を用いてアデノシンとリン酸
N
O
N
N
HO
N
O
の複合体形成について検討した。ホウ酸塩の代わ
N
O P O
O
H
H
H
H
O
H
H
りにケイ酸塩を用いた同様の実験も行った。
O
O
H
H
OH
OH
P
Adenosine 5'-monophosphate
実験の結果、ホウ酸を加えない環境ではアデノ
O
O
Adenosine 2',3'-cyclicmonophosphate
シン 5’リン酸がはじめに生成し、その後にアデノ
シン 2’,3’リン酸が生成した。一方で、ホウ酸を加えた場合は、アデノシン 5’リン酸が
選択的に生成することが明らかになった。H-NMR による分析の結果、ホウ酸はアデノ
シンの 2’-OH と 3’-OH に選択的に複合体を形成することが明らかになったが、ケイ酸と
の複合体形成は検出できなかった。このことは前生物的なヌクレオチド形成においても
ホウ酸が位置選択的リン酸化を引き起こした可能性を示唆している。
Phosphorylation of adenosine with borate: organic geochemistry for the origins of RNA
*Y. Furukawa1, H. Kim2, D. Hutter2, S. Benner2
(1Tohoku University, 2Foundation for Applied Molecular Evolution)
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熱水条件中のアミノ酸の存在形態と安定性
○淵田茂司，益田晴恵
（大阪市立大学大学院 理学研究科）

【背景】
海底熱水環境は原始生命が誕生した場として古くから考えられてきた。しかし水熱合
成実験の結果から，高温の熱水条件下(>200°C)ではアミノ酸を含む有機物は急速に分解
し，生分子が安定して存在できないことわかっている。一方，300°C を超える天然の熱
水試料からはアミノ酸が検出され，その大部分は単量体ではなく，高分子体として存在
することが報告されている(Horiuchi et al., 2004; Fuchida et al., 2013)。Ito et al. (2006)およ
び Yamaoka et al. (2007)は，海底堆積物試料を模擬海水中で反応させ，アミノ酸の溶出速
度や安定性について評価している。しかし，これらの報告ではアミノ酸の存在形態につ
いては言及しておらず，天然熱水中でアミノ酸が高分子体で存在する理由について考察
されていない。本研究では，海洋堆積物を熱水と反応させ，溶出するアミノ酸の存在形
態(単量体/高分子体)とその安定性について評価した。
【実験】
水熱合成実験には沖縄トラフ熱水域周辺から採取した海底堆積物を用いた。堆積物中
にはおよそ 15.3μmol/g の加水分解性アミノ酸が含まれていた。粉末状にした堆積物を
3%の NaCl 水溶液と混合し，テフロン容器を用いて 150°C で最大 240 時間加熱させた。
熱水中に溶出したアミノ酸の濃度は HPLC で定量した。濃塩酸で加水分解処理をして得
られたアミノ酸を高分子体，加水分解せずに得られたアミノ酸を単量体として考察を行
った。
【結果・考察】
堆積物中のアミノ酸は加熱に伴って急速に熱水中に溶出し，24 時間後には堆積物中
に含まれていたアミノ酸の 27.8%が溶出した。その際，高分子体として存在するアミノ
酸の割合は 67.0%であった。その後，熱水中のアミノ酸濃度は徐々に減少し，96 時間後
には高分子体アミノ酸の存在比は 59.7%まで減少した。このことから，溶出したペプチ
ドやアミノ酸は熱水中で不安定となり，徐々に加水分解されていることがわかる。一方，
高分子体として存在するアミノ酸の割合は 144 時間後から徐々に増加し始め，240 時間
後には 81.1%まで上昇した。アミノ酸の濃度は増加してないため単量体が再び高分子化
している可能性は低い。しかし，熱安定性の高いタンパク質などが存在し，単量体アミ
ノ酸よりも遅い速度で分解していることが示唆される。
Stabilities of biological amino acid monomers and polymers under hydrothermal conditions
*S. Fuchida and M. Masuda (Osaka City Univ.)
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グリシン重合化に及ぼす鉱物種の影響
○大西浩之 1、北台紀夫 2、福士圭介 3
(1 金沢大・自然科学研究科、2 東工大・地球生命研究所、3 金沢大・環日研
セ)

[はじめに] 生命の化学進化において，アミノ酸の重合化は重要なプロセスであり，これまで鉱物の促進効
果を利用した多くの重合模擬実験が行われてきた(e.g., Bujdak and Rode, 1997)．しかし，過去の研究はそ
れぞれ異なった条件下(温度，継続時間，含水量，アミノ酸/鉱物比など)で実験を行っており，互いの結果
を比較することが難しい． そこで本研究では，様々な鉱物をアミノ酸と混合し，同一条件下で加熱実験を
行うことで，重合を促進する鉱物の特徴についての評価を行った．
[試料と実験方法]アミノ酸にはグリシン(Gly)を，鉱物は Amorphous silica, Quartz, γ-Al2O3, Corundum,
Hematite, Magnetite, Rutile, Anatase, Forsterite (全て人工合成物) を用いた．鉱物表面 1nm2 あたりに
10 個の Gly が存在する比率で Gly 水溶液と鉱物粉末を混合し，3 時間撹拌を行った．その後 50℃に保っ
たオーブンで 24 時間乾燥させ，容器をステンレス容器で密閉した後に 80℃のオーブンで 10 日間の加熱を
行った．加熱後の試料は純水に溶解させ，生成した Gly 重合物及び残存する Gly 量を HPLC で定量した．
[結果・考察] 図 1 に鉱物－Gly 混合物の加熱により生成した Gly の重合物量[%]を示す．いずれの鉱物も
Gly 重合化を促進することが確認されたが，中でも Rutile が最も優れた効果を示した．また，同じ金属元
素からなる酸化物では似たような重合促進効果を示し，その序列としては Ti > Al > Fe > Si の順となった．

図 1 鉱物－Gly 混合物の加熱により生成した Gly の重合物量
[参考文献] Juraj Bujdak and Bernd M. Rode (1997) GLYCINE OLIGOMERIZATION ON SLICA AND
ALUMINA, Reaction Kinetics Catalysis Letters , Vol. 62, No.2, 281-286
Effect of mineral species on the glycine polymerization
○H. Onishi1, N. Kitadai2, K. Fukushi3
(1 Department of Nature System, Kanazawa Univ., 2 Earth Life Science Institute, Tokyokogyo Univ.，
3Inst

Nature and Environmental Technology, Sci., Kanazawa Univ.)
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カナダ・ラブラドルネーン岩体の地球最古の表成岩から
読み解く初期地球の表層環境	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○小宮 剛 1、山本 伸次 1、青木 翔吾 1、田代 貴志 1、石川 晃 1、
堀 真子 2、石田章純 2、佐野 有司 2、平田 岳史 3
（1 東京大学・駒場、2 東京大学・大気海洋研、3 京都大学）

地球上に岩石や地質体が残されていない時代は冥王代と呼ばれ、いまだ、その理解は
冥い。しかし、この時期に、海洋の形成、プレートテクトニクスの開始、生命の誕生な
ど生命地球を決定付ける数多くのイベントが起きたとされる。私たちは初期地球のテク
トニクスや表層環境を解読する為に、2011 年以来、カナダ・ラブラドル地域のネーン
岩体の地質調査、地質年代、地球化学的研究を行ってきた。本地域は太古代最初期の年
代をもつ Uivak I 片麻岩 (3.6~3.96Ga)とそれに貫入された Nulliak 表成岩帯から主になる。
表成岩帯は比較的低角で層と平行な断層によって境界された複数のサブユニットから
なる覆瓦状構造をなし、サブユニットは構造的下位から超塩基性岩、縞状ハンレイ岩、
玄武岩、堆積岩の順で累重し、構造的最上位の堆積岩はチャート、縞状鉄鉱層(BIF)、炭
酸塩岩や礫岩・砂岩からなる。また、オフィライト層序をもつ岩体や泥質岩をマトリッ
クスとするメランジェも存在する。覆瓦状構造と上述の層序の存在は初期太古代の付加
体であるイスア表成岩帯と類似し、最古の付加体であることを示唆する。本地域には塩
基性岩と互層して産する深海成のアルゴマタイプと炭酸塩岩に伴って産する浅海成の
タイプの二種の BIF が存在する。その微量元素組成は Zr 濃度と良い相関が見られるこ
とから火山砕屑物の混入の影響を受けていると考えられる。その影響が小さい低 Zr 濃
度をもつ BIF の希土類元素パターンには正の La, Eu と Y 異常が存在する。それぞれの
現在の海洋と熱水で特徴的に見られることから、この最古の縞状鉄鉱層に当時の海洋組
成の情報が保存されていることが期待される。その BIF の組成を用いて、当時の海水の
Co, Zn, Ni の組成を推定した結果、初期太古代の海水中にはそれらの元素が多く含まれ
ていることが分かった。また、砕屑性堆積岩中には球状または不定形の微小な炭質物が
存在する。それらの炭素同位体値は約-29‰ (δ13CPDB)と、とても低く、生命由来である
ことを示唆し、現在知られている最古の生物由来物質であると考えられる。

Decoding of surface environment in the early earth based on the oldest supracrustal rocks in the
Nain complex, the northeastern Labrador in Canada
*T. Komiya1, S. Yamamoto1, S. Aoki1, T. Tashiro1, A. Ishikawa1, M. Hori2, A. Ishida2, Y. Sano2,
T. Hirata3 (1The University of Tokyo·Komaba, 2The University of Tokyo·AORI, 3Kyoto
Univeristy)
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1E10

初期地球大気における有機物エアロゾル：気候安定性・
大気進化に対する役割
○関根康人 1、小林潤平 1、洪鵬 2
（1 東京大学大学院新領域、2 東京大学博物館）

大気中の酸素濃度が上昇する以前の初期地球大気には、メタンを含む還元的分子
種が存在していた可能性が示唆されている[1,2]。このような還元的大気中では、太陽光
や高エネルギー粒子をエネルギー源として、土星の衛星タイタンに見られるような有機
物エアロゾルが生成していた可能性が指摘されている[3,4]。また、近年では、太陽系外
惑星の大気中にも、有機物エアロゾルと考えられる厚いもやが存在する可能性も示唆さ
れており[5]、中性的・還元的な惑星大気において、有機物エアロゾルは普遍的な存在で
あると考えられている。しかしながら、これら有機物エアロゾルが地表環境に及ぼす影
響はよくわかっていない。
大気中に生成される有機物エアロゾルは、大気中で太陽光を遮断する反温室効果
を持つ一方、紫外線を遮蔽することでアンモニアなどの温室効果気体の存在量を増やす
間接的温室効果も持つ[3,4]。したがって、有機物エアロゾルが生成した際の地表環境に
与える影響を評価する上では、大気中でのエアロゾルの生成率やその光学特性を明らか
にする必要がある。
本研究では、太陽光や高エネルギー粒子を模擬した有機物エアロゾル生成実験を
行い、広いガス組成に対する成長率を、分光エリプソメータを用いて調べた。また、生
成した有機物エアロゾルの光学特性を紫外・可視分光光度計を用いて測定した。その結
果、大気中の CO2/CH4 の比が 1 を境として、これを上回ると化学反応経路が大きく変化
して、エアロゾルの生成率が急激に低下することがわかった。
これらの実験結果に基づき、本研究では、様々な大気組成における有機物エアロ
ゾルの存在量や放射強制力を求め、地球史において大気組成や地表温度が変化したとき
の気候や大気進化への影響も議論した。その結果、太陽光度の上昇に伴い大気中の CO2
が低下し、CO2 /CH4 が 1 を下回るときに気候の不安定が引き起こされることが示唆され
た。このような気候不安定化は、原生代初期に繰り返しおきたヒューロニアン氷河時代
の引き金となった可能性も考えられる。
[1] Pavlov et al., 2001, JGR. 106, 23267, [2] Kasting, 2005, Precam. Res. 137, 119, [3] Sagan
and Chyba, 1997, Science 276, 1217, [4] Trainer et al., 2006, PNAS 103, 18035, [5]
Kreidberg et al., 2014, Nature 505, 69
Organic aerosol on early Earth: its role for climate stability and atmospheric evolution
*Y. Sekine1, J. Kobayashi1, and P. Hong2 (1Dept. Complexity Sci. & Engr., University of Tokyo,
2
The University Museum, University of Tokyo)
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Paleoarchean coastal hydrothermal field inhabited by diverse microbial communities
*K. Sugitani1, K. Mimura1, M. Takeuchi2, T. Yamaguchi2, Y. Asahara2, R. Sednda3 and K.
Suzuki3 (1Nagoya Univ., 2Tokyo Univ., 3JAMSTEC)
– 66 –
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縞状鉄鉱石中の窒素・鉄同位体組成が示す始生代海洋表
層における窒素サイクルとその変動
○橋爪 光 1、ピンティ ダニエレ ルイージ 2,3
（1 阪大・理、2 東大・大気海洋研、3GEOTOP, UQAM）

縞状鉄鉱床(BIF)の大部分は、18 億～38 億年前の年代を持ち、世界各地で広範に見ら
れる。酸化鉄含有鉱物あるいはシリカを主要構成鉱物とする層が交互に縞状に現れる堆
積岩である。希土類元素をはじめとした微量元素組成は、熱水の影響を強く受けた原始
海洋中で構成鉱物が析出し BIF が形成したことを示唆する。BIF には原始海洋の酸化還
元状態およびその変動の様子が記録されているかもしれないが、今のところ複数の鉄酸
化素過程が提案されており、BIF の出現が海洋の酸化を具体的にどのように反映してい
るのかは明らかにされていない。また、BIF の鉄とシリカの互層がどのようにして出来
たのかも大きな謎である。私たちは、この互層に原始海洋を特徴付ける環境変動の様子
が記録されていると考え、この研究に取り組んでいる。
私たちは 27 億年前に堆積した南インド産の BIF を用い、窒素・鉄・アルゴンの同位
体、希土類元素, Ge, Fe, Si などを含む 57 種類の元素の組成を分析した。BIF を磁気テー
プに見立て、その記録を読み解くため、鉄あるいはシリカを主とする層を単離し、10
枚の層で同じ分析を行った。希土類元素と Ge-Fe-Si 分析からは、鉄層とシリカ層に同じ
程度の熱水の影響が記録されていることがわかった。すなわち、鉄層が、より強い熱水
の影響下の海洋で形成したという従来の形成仮説とは整合的でない結果が得られた。
本研究の最も重要な発見は、 15N と 56Fe が層ごとに変動しており、両者が正の相関
を示すことである。 15N には+2.4±1.0‰から+12.0±0.8‰、 56Fe には+0.90±0.10‰から
+2.16±0.29‰の間の値が見られた。 15N 値の変動は、アルゴン同位体と組み合わせて、
以下の４成分の混合で説明できることがわかった。(1)海水に溶解した大気成分; (2) 海
水に溶解したマントル成分; (3)おそらくは現世のコンタミ; (4) 15N に富む有機物成分。
(1)-(3)の成分が各層でほぼ一定量含まれるのに対して、シリカ層には(4)の成分が多く含
まれることが窒素同位体変動の主要因であった。なお、K(40Ar)と相関した粘土鉱物起源
アンモニウム形窒素は無視できることもわかった。マントル起源の鉄を酸化させること
により説明できる 56Fe 値の上限はせいぜい+1.2‰である。シリカ層中微量に含まれる酸
化鉄において見られた特に高い値は、海洋に溶解した Fe2+の酸化では説明出来ない。私
たちは、鉄が還元され溶失する際に 54Fe が優先的に還元される同位体効果によりシリカ
層の高い 56Fe 値を説明した。これらの結果から、シリカ層形成期には 15N に富む有機
物が大量に海洋中に存在し、それらが Fe(III)と反応し、酸化鉄が溶失したことによりシ
リカ層が出来たと説明する。海洋表層における窒素サイクルの、おそらくは、千年単位
の生産性の揺らぎが BIF の縞模様という形で記録されているのではないかと提案する。
The fluctuation of nitrogen cycle at the surface of the Archean ocean deciphered from
band-to-band N and Fe isotope studies in a banded iron formation.
*K. Hashizume1 and D. L. Pinti2,3 (1Osaka Univ., 2AORI, Univ. Tokyo, 3GEOTOP, UQAM)
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数理モデルによる原生代初期酸素濃度進化の制約：全球
凍結後のオーバーシュートと深海の富酸素化	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○	
 原田真理子 1，尾崎和海 2，田近英一 3，関根康人 3
（1 東京大学理学系研究科，2 東京大学大気海洋研究所，3 東京大
学新領域創成科学研究科）

	
  地球大気中の酸素濃度は，原生代初期（24.5−22.2 億年前）にほぼゼロから 0.01PAL
（PAL: 現在を 1 としたときの酸素レベル）程度にまで上昇したと考えられてきたが，
近年の地球化学的データ及び地質記録は，酸素濃度が 0.01PAL の定常状態に達する前に，
一時的に現在と同レベル程度にまで上昇したこと（酸素濃度オーバーシュート）を示唆
している．原生代初期の酸素濃度上昇過程の理解は，好気性細菌や真核生物誕生等の生
命進化の環境要因を制約する上で不可欠である．しかしながら，地球化学的データや地
質記録を整合的に説明するメカニズムは未だ提唱されておらず，オーバーシュートを含
む酸素濃度変動について定量的な理解は得られていない．
	
  本研究は，オーバーシュートを伴う酸素濃度変動は原生代初期全球凍結の終焉に伴う
必然的結果であるとの仮説を新たに提案する．生物地球化学循環ボックスモデルを用い，
全球凍結直後の気候回復過程と大気組成変化をシミュレートした結果，全球凍結脱出直
後の超温暖環境条件下での大陸風化の促進が、海洋の著しい富栄養化と有機物埋没の増
大をもたらすことで酸素濃度オーバーシュートが実現されることが明らかとなった．オ
ーバーシュートの規模は計算条件に依存するが，全球が氷で覆われるハードスノーボー
ルを仮定した場合，0.1−1PAL 程度のオーバーシュートが必然的に起こることがわかっ
た．次に，得られた結果を鉛直一次元海洋生物地球化学循環モデルの境界条件として与
えることで海洋化学環境の応答を調査し，地質記録との整合性を検討した．その結果，
酸素濃度が 1PAL にまで到達する大規模なオーバーシュートが発生した場合，100−1000
万年程度の期間にわたって海洋深層水に酸化的な水塊が発生することが示された．また，
酸素濃度上昇に伴って陸上における硫化物の酸化的風化が促進されることに伴い，1000
万−1 億年程度の時間スケールで海洋中の硫酸イオン濃度が 1−10mM 程度まで上昇し，
硫酸塩が沈殿し得ることもわかった．これらの結果は，南アフリカ共和国の全球凍結後
の地質記録や，ガボン共和国における約 21 億年前の地球化学記録と整合的であり，私
たちの仮説を支持するものである．
Oxygen transition with an overshoot and the oxidation of the deep ocean after the
Paleoproterozoic snowball Earth: quantification from biogeochemical cycle modeling
*M. Harada1, K. Ozaki2, E. Tajika3, Y. Sekine3 (1School of Science, The Univ. of Tokyo,
2
Atmosphere & Ocean Research Institute, The Univ. of Tokyo, 3Graduate School of Frontier
Science, The Univ. of Tokyo)
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北大西洋における溶存態微量金属の分布：
GEOTRACES＆CLIVAR	
 国際海洋観測プログラム	
 
○八田真理子1、Christopher I. Measures1	
 
（1University of Hawaii）

A primary goal of the international GEOTRACES program is to elucidate the fluxes
and processes controlling the distributions of trace elements and their isotopes in the global
ocean by mapping their distributions at the global scale. Iron (Fe), designated as a key
parameter for the GEOTRACES program, is an essential micronutrient for phytoplankton, and
regulates primary production in various regions of the oceans. Defining the inputs, sinks and
processes controlling the distribution of Fe in the oceans is a high priority of the GEOTRACES
program. An important aspect of the GEOTRACES program is that by providing full depth
water column samples on which other trace elements and their isotopes with varying
oceanographic behavior can be determined, it will be possible to gain insights into processes that
are not revealed by the measurement of a single parameter. Additionally, the contemporary
CLIVAR sampling program in the upper 1000m provides data for these elements at much higher
spatial resolution.
High-resolution dissolved Fe, Mn, and Al distributions were obtained using a trace
metal clean rosette during the GEOTRACES GA03 zonal transect across the North Atlantic
Ocean. In this talk, we present a general overview of the dFe, as well as dMn and dAl
distributions that reveal several Fe inputs at varying depths across the study region. Elevated
dFe concentrations correlate with elevated dissolved Al concentrations in the surface waters of
the subtropical gyre, indicating a significant atmospheric source of Fe, in contrast there is no
apparent significant dust source for Mn. In the subsurface oxygen minimum waters, dFe
maxima are a result of the remineralization process. Within this minimum, the ratio of dFe to
apparent oxygen utilization is lower than would be expected from the measured Fe content of
surface water phytoplankton, suggesting that a significant amount of the remineralized dFe
(~63-90%) is subsequently scavenged from the water column. Sedimentary inputs are apparent
from elevated dMn signals in the eastern basin, particularly near the African coast. The largest
dFe anomaly (~68 nM), which also corresponds to a dMn anomaly (up to ~33 nM) and dAl
anomaly (up to 40 nM) is seen in the neutrally buoyant hydrothermal plume sampled over the
Mid-Atlantic Ridge, and that signal is visible for ~500 km to the west of the ridge.
Dissolved trace metal distributions in North Atlantic Ocean during the GEOTRACES and
CLIVAR expeditions
*M. Hatta1 and C. I. Measures1 (1Univ. of Hawaii)
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相模湾および伊豆小笠原海溝域における鉄・亜鉛の挙動	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○小畑 元 1・西岡 純 2・金 泰辰 1・則末 和宏 3・武田 重信 4・
涌田 陽平 4・蒲生 俊敬 1
（1 東大大気海洋研、2 北大低温研、3 新潟大理、4 長崎大院水産・
環境）

<はじめに>
	
  国際 GEOTRACES 計画の進行に伴い、海洋における微量金属元素の分布や循環に関
する研究は急速に進みつつある。日本では、2013 年度に建造された学術研究船(東北海
洋生態系調査研究船)新青丸に、国際 GEOTRACES 計画で求められるレベルのクリーン
採水を行う機器が装備された。そこで、2013 年 10 月下旬に習熟航海を行い、実際にク
リーンな採水が可能かどうかを検討した。また、相模湾・伊豆小笠原海溝域で得られた
結果をもとに日本近海における海水中の溶存鉄と亜鉛の分布を検討する。
<方法>
	
  海水試料は新青丸慣熟航海 KS-13-T3 において採取した。ベクトラン樹脂で被覆した
ケーブルワイヤーに CTD-CMS を接続し、採水作業を行った。試料は CTD-CMS に搭載
した 24 本の X 型ニスキン採水器により採取した。採水器を船上に揚収した後、採水器
を取り外し、クリーンコンテナ内に持ち込んだ。採取後速やかに、クリーンコンテナ内
で孔径 0.2µm のカプセルフィルターにより、海水を濾過した。海水は高純度塩酸により
pH2 以下に調整した。pH2 以下で一日以上置いた後、海水中の鉄はルミノール化学発光
法を用いた船上分析法により測定を行った。また、一部の海水は陸上の実験室に持ち帰
り、Cathodic Stripping Voltammetry 法によって、亜鉛濃度を測定した。
<結果と議論>
	
  本研究により、水深 6500m までの海水中の鉄、亜鉛の鉛直分布を明らかにすること
ができた。最も汚染の可能性が高いと考えられる鉄・亜鉛についても、本採取法は有効
であった。また、伊豆・小笠原海溝域においては、海溝深部の試料を採取することがで
きた。鉄・亜鉛ともに栄養塩型の鉛直分布となり、外洋域の特徴が観測された。相模湾
における結果と比較しながら、日本近海における両元素の分布と挙動を検討する。

Dissolved iron and zinc in the Sagami Bay and Izu-Ogasawara Trench area
*H. Obata1, J. Nishioka2, T. Kim1, K. Norisuye3, S. Takeda4, Y. Wakuta4 and T. Gamo1 (1AOR
U.Tokyo, 2Hokkaido Univ., 3Niigata Univ., 4Nagasaki Univ.)
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Dissolved zinc and its speciation
in the northeastern Indian Ocean and Andaman Sea
○Taejin Kim1, Hajime Obata1, Toshitaka Gamo1
(1Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)

Introduction
Zinc (Zn) is an essential micronutrient for bacteria and phytoplankton in the ocean. Laboratory
studies examining the influence of Zn on phytoplankton growth showed that coastal species could be
zinc-limited (Bruland et al., 1983). Reportedly, organic complexes of dissolved zinc in surface waters
account for about 98% of the total dissolved zinc, which reduces the bioavailable fraction of zinc, the
free metal ion (Zn2+), to a level as low as 1 pmol/L (Bruland et al., 1991). Therefore, Zn speciation is
important to understand biogeochemical cycles of Zn in the ocean. The Andaman Sea forms the far
eastern part of the northern Indian Ocean, separated from the western Bay of Bengal by the Andaman–
Nicobar island chain. In the northern region, the submarine delta has been built by the outflow of the
Irrawaddy and Salween rivers. Therefore, biogeochemical cycles might be influenced by fluvial
dissolved and suspended sediment loads. Total dissolved Zn and its speciation in the Andaman Sea
have not been reported yet. In this study, by using cathodic strriping voltammetry (CSV), distributions
of dissolved Zn and its speciation were determined to investigate the geochemical processes of Zn in
the northeastern Indian Ocean and Andaman Sea.
Methods
Seawater samples were collected in the northeastern
Indian Ocean (station NR-1) and Andaman Sea (stations
MY-1 to MY-6) by using acid-cleaned X-type Niskin
samplers installed on the CTD-CMS during R/V
Hakuho-maru KH-13-4 research cruise (in July and
August 2013) (Fig. 1). Seawater samples for total
dissolved Zn (CZn) were filtered with capsule filters
(<0.2µm, Acropak) and acidified to pH<1.8 with ultra
pure HCl. On a land-based laboratory, total dissolved Zn
was determined by using CSV after UV-digestion.
Samples for Zn speciation analysis were also filtered
(<0.2µm, Acropak) and frozen immediately onboard the
ship. Ligand concentrations (CL) and conditional
stability constants (K’ZnL) were obtained from a titration
Fig. 1. Location of sampling stations in the
using competitive ligand equilibrium / adsorptive
northeastern Indian Ocean (NR-1, square)
cathodic stripping voltammetry (Van den Berg, 1985).
and the Andaman Sea (MY-1 - MY-6,
circle).
Results and Discussion
In the Andaman Sea, salinity data indicated the influence of fluvial discharge from Irrawaddy and
Salween rivers. In the northern Andaman Sea, where high Chl a content has obtained, total dissolved
Zn were relatively lower than those of southern Andaman Sea, which might reflect the biological
uptake of dissolved Zn in the northern Andaman Sea. Furthermore, total ligand concentrations only in
the northernmost station of the Andaman Sea (MY-6) are well correlated with Chl a contens, but not in
other stations. In the high productivity area of the marginal sea, phytoplankton and bacteria-excreted
organic substances might be one of the dominant sources for Zn complexing ligands, but the details of
the ligands have not been clearly investigated, like its structure, production and decomposition.

Dissolved zinc and its speciation in the northeastern Indian Ocean and Andaman Sea
*Taejin Kim1, Hajime Obata1, Toshitaka Gamo1
(1Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)
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西部北太平洋および縁辺海における白金の分布
○鈴木 麻彩実 1 小畑 元 1 大久保 綾子 2 蒲生 俊敬
(1 東大・大気海洋研、2 原子力研究開発機構)

1

1. はじめに
白金 (Pt) は地殻中での存在量が 0.01 mg/kg と低いが、現在は自動車触媒や抗がん剤
など様々な分野で利用されているため、環境中での白金濃度が上昇している可能性が指
摘されている(Ravindra et al. 2004)。
一方、白金の海洋地球化学的研究は長年続けられているが、海水中の溶存濃度が極め
て低い (< 0.2 pmol/L) ために、未だに外洋域における分布は十分に解明されていない。
その鉛直分布については、海域によって栄養塩型、除去型、保存型という全ての型が報
告されており、分析法の違いがこのような分布の違いを生み出している可能性がある。
本研究では、海水中の極微量の白金の高精度分析法を確立するとともに、海洋環境に
おける白金の分布を調べる。また、人間活動による白金の排出量の増加により、海洋環
境がどのような影響を受けているかを検討する。
2. 実験方法
分析に用いた海水試料は、学術研究船白鳳丸 KH-10-2 次航海(2010/6/21~7/14)において
西部北太平洋、オホーツク海、日本海で採水したものを利用した。採水にはクリーン洗
浄した X 型ニスキン採水器を用い、孔径 0.2 ㎛のポリサルフォン製カプセルフィルター
(Acropak, PALL) により船上でろ過を行った。
白金の測定は陰イオン交換樹脂カラムを用いた濃縮分離法を使用した。陰イオン交換
樹脂 (AG-1 X8) を充填したテフロン製のカラムに、0.5 M 塩酸酸性にした海水をペリス
タポンプによって通過させ白金を濃縮する。0.05 M 塩酸と Milli-Q 水により海塩を除去
した後、溶離液 (5 M HClO4 + 5 M HNO3) で白金を溶離する。溶離した白金は蒸発乾固
させ、5% HCl 1.5ml に溶かし、四重極型 ICP 質量分析計 (ICP-MS) で測定する。定量に
は同位体希釈分析法を用いた。
3. 結果と考察
確立した分析法で得られた検出限界は 0.015 pmol/L であり、ブランク値は 0.01 pmol/L
程度であった。この方法を用いて白鳳丸 KH-10-2 次航海において採取した海水試料を測
定したところ、鉛直プロファイルは保存型の分布を示し、0.19 ～ 0.25 pmol/L という濃
度範囲にあった。過去の北太平洋において観測された値(Colodner et al. 1993)と比較した
結果、今回測定したデータと有意な濃度変化は確認されなかった。
Distributions and geochemical cycles of platinum in the western North Pacific and marginal seas
around Japan
*Asami Suzuki1, Hajime Obata1, Ayako Okubo2, and Toshitaka Gamo1 (1Atmosphere and Ocean
research Institute, The University of Tokyo, 2Japan Atomic Energy Agency)
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北極海およびベーリング海におけるヨウ素の存在状態
○三輪一爾 1、小畑元 1、鈴木崇史 2、蒲生俊敬 1
（1 東大大気海洋研究所、2 日本原子力研究開発機構）

＜はじめに＞
海洋中には、さまざまな形態でヨウ素が存在しており、海域によってその存在状態は
大きく変化している。無機態のヨウ素は世界中の海水にほぼ一様に存在しており (約
500 nM)、この無機ヨウ素は主に I- と IO3- である。無機ヨウ素は酸化還元状態に敏感に
反応するため、海水中のヨウ素の存在状態を調べることは、海洋環境の酸化還元状態を
知る手がかりとなる。海水中の I- は反応性が高く、有機ヨウ素となって大気へ放出され
たり、粒子と反応して沈降する可能性もある。海水中で比較的安定な IO3- と、反応性の
高い I- の存在量を知ることは、海洋におけるヨウ素のサイクルを解明する上で不可欠で
ある。しかし、今回対象海域とした北極海およびベーリング海において、ヨウ素の存在
状態については未だによくわかっていない。そこで、本研究では北極海およびベーリン
グ海でヨウ素の存在状態を調べた。
＜方法＞
サンプルは北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸による北洋航海 C255 において、
2013 年 6 月 14 日から 7 月 23 日にかけて(Leg-1, Leg-2)、CTD 鉛直採水により採取し
た。北太平洋から北極海まで観測を行い、特にベーリング海、北極海において重点的に
採水を行った。
分析には、Cathodic stripping voltammetry 法を用いた (Campos, 1996) 。ガラスセル中
に注いだ海水 10ml に、1M borate buffer を 100l、0.2% Triton X-100 を 100l 加え、square
wave cathodic stripping voltammetry で I- の分析を行った。 I- の濃度は標準添加法により
算出した。全ヨウ素量は、ICP 質量分析法により測定した。
＜結果と考察＞
I-はベーリング海においても、北極海（北緯 70 度前後）においても、表層で極大を示
し、深層で増加するという分布を示した。ベーリング海の St.6（62o 30’N, 170o3’W）に
おいて表層は 80 nM、底層は 109 nM (平均 72 nM)、北極海の St.42（70o 45’ N, 164o 37’
W）においては表層 60 nM、底層 (40 m) 79 nM (平均 59 nM) であった。このことから、
北極海およびベーリング海の底層と表層には何かしらの I- のソースが存在するという
ことが示唆された。今後、I- のソースについて考察を加え、発表では全ヨウ素について
も説明をする予定である。
Distribution of Iodine speciation in Arctic Sea and Bering Sea
*K. Miwa1, H. Obata1, T. Suzuki2, T. Gamo1, (1Atmosphere and Ocean Research Institute,
University of Tokyo, 2Japan Atomic Energy Agency)
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海洋魚の 129I/127I 同位体比
○楠野葉瑠香 1、松崎浩之 1、徳山 裕憲 1、宮入陽介 2、永田俊 2、
横山祐典 2、大河内直彦 3
（1 東京大学・MALT、2 東京大学・AORI、3 海洋研究開発機構）

本研究は、海洋に生息する魚類のヨウ素 129（129I、半減期 1,570 万年）と 127（127I、
安定）の同位体比（129I/127I 比）をトレーサーとして利用することが目的である。
現代の地球表層に存在する 129I は、大気圏核実験や核廃棄物処理などによる人為起源
のものが支配している。129I 濃度は放出源の違いなどで、地域によって濃度差がある。
また、放出源からの直接的な汚染を除き、129I は大気から海水に溶け込む。海水の 129I
濃度を鉛直方向にみると、表層に最大値をとり、深くなるにつれて減少する傾向がみら
れる。一方、地球表層の 127I は平衡状態に達しており、海水中ではおよそ 60 ppb で一
定である。以上のことから、海水の 129I/127I 比は海洋の地域、深度を特徴づける。
ヨウ素は甲状腺ホルモンの主成分である。魚も回遊時に甲状腺ホルモンを利用するこ
とが知られており、なんらかの形でヨウ素を取り込んでいる。このことから、魚の 129I/127I
比は、その生息していた地域や深度の 129I/127I 比を反映していると考えられ、生息域を
追跡する手法（トレーサー）としての利用が期待できる。
ところが、トレーサー利用を目的とした魚の 129I/127I 比分析の例はなく、魚の 129I/127I
比を決定しているのは海水なのか、餌なのか、把握されていない。
本研究では、魚と海水の 129I/127I 比を分析し、比較した。同時に、分析値の信頼性を確
かめるために、前処理段階で生じるコンタミネーションについて検討した。

The 129I/127I Isotope Ratio of Marine Fish
*H. Kusuno1, H. Matsuzaki1, H. Tokuyama1, Y. Miyairi2, T. Nagata2, Y. Yokoyama2,
N. Ohkouchi3 (1MALT, The Univ. Tokyo, 2AORI, The Univ. Tokyo, 3JAMSTEC)
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鉄安定同位体を用いた海洋生物の鉄代謝評価法の開発
○山方優子 1、田中佑樹１、平田岳史 1
（1 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻）

海洋環境では、海水に含まれる鉄が非常に微量であるため、海洋生物がどのように鉄
を採取・代謝しているのか、さらには必須元素である鉄が、海洋環境中でどのように食
物連鎖を経て再利用されているのか（生物学的鉄循環）等について不明な点も多い。そ
こで本研究では、鉄濃度情報に代えて鉄の同位体情報を用いることで、生体内での鉄代
謝や、海洋環境での生物学的鉄循環に関する知見を引き出す試みを行う。
陸上動植物中の鉄同位体に関しては、 栄養段階に応じて鉄同位体比（ 56Fe/54Fe,
57
Fe/54Fe）が系統的に変化する（Walczyk and Blanckenburg,2002,2005）。これに対し、海
洋生物では、鉄同位体と栄養段階の関係は、陸上生物のそれと比較して大きく変化しな
いことが報告されている（Jong et al., 2007;Bergquist and Boyle, 2006; Walczyk and
Blanckenburg, 2002）。しかし先行研究では、同位体分析が行われた生物が低栄養段階の
ものが中心であり、さらに報告例も非常に限定的である。演者らの研究グループでは、
サメ、アザラシなどの血液に含まれる鉄に対し精密同位体分析を行った。高次の海洋生
物（特にサメ）では、鉄同位体比が栄養段階の増加とともに急激に低下し、なおかつ大
きな変動幅を有することを見いだした。しかしこの結果は、陸域に近い生物を対象とし
ていたため、鉄同位体比が河川の影響、あるいは鉄の局所的な酸化・還元の影響を受け
ている可能性を否定できない。そこで本研究では、高次の遠洋性の生物から同位体比情
報を取得することで、海洋生物における栄養段階と鉄同位体比の関係を調べ、海洋環境
における生体間での生物学的鉄循環を評価する。
本研究で分析対象とした試料は、カズハゴンドウ（23 個体）から摂取した赤血球試
料と、マカジキ（20 個体）、ビンナガ（28 個体）、メバチ（9 個体）から採取した筋肉
と肝臓である。これらの海洋生物に含まれる微量な鉄を検出するためには、高精度同位
体分析技術が必要であり、多重検出器型誘導結合プラズマ質量分析計（MC-ICP-MS）の
高分解能化と試料の分解および鉄の高収率回収を行うための化学的前処理を行った。
これまでの研究により、MC-ICP-MS によって分析精度が確かめられ、分析体制が整
った。本発表では、分析結果を発表する。これまでに測定されてこなかった栄養段階の
高い海洋生物の鉄安定同位体比を分析することで、海洋生物の鉄代謝効率および海洋に
おける鉄の生体循環に関する知見を引き出すことができることを示す。
Iron stable isotope signature for fish samples of high trophic level
＊

Y. Yamagata1, Y. Tanaka1, T. Hirata1 (1 School of Science, Kyoto University)
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壱岐サンゴによる 236U の日本海への供給史復元

[はじめに]

これまで、
“ミニチュアオーシャン”と呼ばれる日本海において、深層水の形成メ

○野村知哉 1、坂口綾 2、Peter Steier3、渡邉貴昭 4、渡邊剛 4、
高橋嘉夫５、山野博哉６
（1 広島大院理、2 筑波大数理、3VERA, Univ. of Vienna、4 北大院理、
5
東京大院理、６国環研）

カニズムや循環を詳細に明らかにすべく、人工放射性核種ウラン 236（236U）を用いた研究を進
めてきた。しかし、日本海への 236U 導入に関しては、大西洋と同様な 1960 年代の大気圏内核実
験による大気由来のインプットのほかに、1950 年代の赤道太平洋上の水爆実験による海流/大気
由来のインプットの可能性がマーシャル諸島で採取したサンゴ試料の分析結果より明らかにな
っているが、その起源や導入年代には議論の余地がある。そこで、本研究では実際に日本海表
層への 236U 供給変遷史を明らかにすることを目的とし、対馬海峡にある壱岐島で採取したサン
ゴコア試料中のウラン（U）同位体の分析を行った。
サンゴ試料（Dipsastraea speciosa）は、2012 年 11 月に壱岐島黒崎（N33o

[試料および実験方法]

48’22.5”E129o 40’02.9”）
の水深 2-4 m 地点で採取した直径 5 cm、長さ 89.5 cm のコアのうち 54 cm
を分析試料として用いた。サンゴ骨格の年輪を特定するためスラブ（薄片）を作成し、X 線写
真撮影を行った後にフィルムから年輪を読み取った。より 正確に年輪を識別するため
LA-ICP-MS による 87Sr/43Ca 測定も併せて行い、その変動から年輪を特定した。年輪ごとの骨格
を分取し、硝酸、過酸化水素を加えて 160℃で 3 時間加熱分解し、陰イオン交換樹脂を用いて U
の分離・精製を行った。最終的には酸化鉄を U の保持体とし、AMS で 236U/238U 比を測定した。
[結果と考察]

今回分析したサンゴ試料から

1935-2010 年までの 236U/238U 比を復元することができ
た(図１)。復元された

236

U/238U 比は、1955 年、1959

年、1963 年の 3 つのピークを示した。全世界における
大気圏内実験による核出力が最大であった 1963 年に
ピークは見られたものの（4.41×10-9）、大西洋でサン
ゴから復元されている 236U や、堆積物からの復元や降
下物で観測された 137Cs 降下量のパターンとは異なり、
最 大 値 を 示 さ な か っ た 。 236U/238U 比 の 最 大 は
（6.15×10-9）、太平洋核実験場で最も多くの核実験が

図 1：壱岐島サンゴから復元された

行われた 1958 年の一年後である 1959 年であった。こ

236

U/238U 供給史

のことから日本海への 236U 供給は、グローバルフォー
ルアウトによる 1960 年代の導入以前に、北赤道地域で行われた水爆実験の影響を受けた海水が
既に流入しており、その影響は相対的に大きいことが明らかになった。
Reconstruction of supply history of 236U to Japan Sea using Iki coral
*T. Nomura1, A. Sakaguchi2, P.Steier3, T. Watanabe4, T. Watanabe ４ , Y.Takahashi5, H. Yamano ６ .
(1Hirishima Univ., 2Univ. of Tsukuba, 3Univ. of Vienna, 4Hokkaido Univ., 5The Univ. of Tokyo , 6NIES)
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マンガンノジュール中の希土類元素組成の再考

1E22

○立花千恵子 1、赤木右 1
（1 九州大理 地球惑星科学）

〈はじめに〉最近、海洋の希土類元素の循環に関して、従来とは異なる解釈(Akagi, 2013)が提案された。そ
の新解釈に基づけば、海洋の希土類元素は珪藻ケイ酸殻への吸収とその溶解により鉛直的な輸送が支配
され、溶解した希土類元素は炭酸塩を主成分とする粒子へのスキャベンジングにより除かれる。そして、スキ
ャベンジングされた希土類元素は海底で最終的にマンガンノジュールに固定されると考えられる。定常状態
が水柱で成り立っていると仮定できれば、スキャベンジングされる希土類元素は表面付近でケイ藻の活動
“海風化”により水柱に補給される量と釣り合っていなければならない。すなわち、マンガンノジュールの希土
類元素組成は、ケイ藻により補給された希土類元素組成を反映している。本研究では、実際にマンガンノジ
ュール中の希土類元素組成の報告値を整理し、“海風化”により供給される希土類元素組成の特徴を整理
した。
〈引用データ〉考察に用いたデータは主に以下より引用した。
De Carlo and McMurtry(1992), Alpin et al., (1986), Bau et al., (1996), Elderfield et al., EPSL (1981)
Elderfield et al., GCA(1981), Elderfield et al., GCA(1981), Varentsov et al., (1991), Addy(1978)
〈結果と考察〉“海風化”は海洋表層の表面流によって運搬される陸起源物質に対して行われると推測される。
海底の酸化物相中の Nd の同位体比もその特徴を反映しているようにも見える。表面流とマンガンノジュー
ルの希土類元素組成との関係をについて議論する。
100

D of Manganese nodule

AlpinEPSL(1986)CP
DeCarlo(1992)CP
Bau GCA(1996)SCP
Elderfield EPSL(1981)NP

10

Elderfield GCA(1981)CP
Elderfield GCA(1981)NP
Varentsov and
MarGeol(1991)EA
Addy(1978)

1
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

図 1．太平洋・大西洋におけるマンガンノジュール中の希土類元素パターン

CP: Central Pacific, SCP: South Central Pacific, NP: North Pacific, EA: Eastern Atlantic,
NWA: Northwest Atlantic

Revisiting rare earth elements in ferromanganese nodules.
*C. Tachibana1, T.Akagi1 (1Fac. Sci., Kyushu Univ.)
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自己無撞着計算によるケイ藻ケイ酸殻の希土類元素組
成の推定

1E23

○西野博隆、赤木右
（九州大理 地球惑星科学）

【序論】 海水中の希土類元素(REE)の循環において、ケイ藻ケイ酸殻が重要な担体であることが最
近報告されたが、ケイ酸殻の REE 組成はベーリング海を除いては推定されていない。ケイ藻ケイ酸
殻は、変質を受けやすいため、ベーリング海のように生産性の極めて高い海域でなければ、その組
成を分析によって直接求めるのは困難である(Akagi et al., 2011)。明らかにされたケイ酸組成に基づ
き、深層水中の REE 濃度を決定する機構について 1) REE はケイ藻ケイ酸殻の溶解によって供給さ
れ、炭酸カルシウム粒子や有機物によってスキャベンジされる（Akagi, 2013）、という新しい考えが
提案された。ところで、2) スキャベンジングに際し、海水中の REE 元素とスキャベンジされる REE
元素との間で、速やかに交換反応が起こる(Tachikawa et al., 1997; Akagi, 2013)。本研究ではこれら二
つの知見を拠り所に、海水とスキャベンジされる希土類元素間の分配パタ
ーンが一定になるという仮定を導入し、ある海域における REE と Si の鉛
直濃度分布のみからその海域における珪藻のケイ酸殻中の REE 組成を推
定した。
【手法】 スキャベンジされた REE の濃度([Ln]scavengedd)は、各深度(d)におけ
る海水中の希土類元素濃度([Ln]swd)を用いて、式(1)で表される。この式を用
いて、図 1 に示す一連の作業を各深度で繰り返し、式(2)のスキャベンジン
グ時の分配定数(DLn)の残渣を最小にするケイ酸殻中の REE 濃度([Ln]diatom)
を推定した。
[Ln]dscavenged=[Ln]d=0sw+[Ln]diatom×([Si]dsw-[Si]d=0sw)-[Ln]dsw
d

D

d

d

Ln=[Ln] scavenged/[Ln] sw

(1)
(2)

【使用データ】 希土類元素と溶存ケイ酸の鉛直分布が揃っている報告

図 1 計算のフローチャート

値(Piepgras & Jacobsen, 1988, 1992; Zhang & Nozaki,1998; Bertram & Elderfield, 1993) を使用した
s【結果と考察】自己無撞着計算により多くの海域においてケイ藻
ケイ酸殻の REE 濃度をおよそ 10％以内の精度で決定することがで
きた。そのことは海水の REE 組成がケイ藻ケイ酸殻によって供給
され、その後のスキャベンジングにより水中より除去されている
ことを強く支持している。珪藻ケイ酸殻の REE 組成は、ケイ素と
ともに供給される深海の REE 組成と、その海域に供給されるアル

ミノケイ酸塩の双方を反映する。各海域におけるケイ藻ケイ酸殻の 図 2 北太平洋のケイ藻ケイ
REE 組成のバリエーションが上記の供給源から調和的に説明可能 酸殻二つの計算例およびベー
であることを示す予定である。また、スキャベンジング時の分配比 リング海で見積もられた値と
D についてもその変化を粒子組成の変化から解釈する予定である。 の比較

Estimate of rare earth element composition in diatom silicic frustules by self-consistent
calculation
*H. Nishino, and T. Akagi (Faculty of Sciences, Kyushu University.)
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