
宇宙化学分野からの提案 
○日高 洋 1，寺田健太郎 2，圦本尚義 3 

（1広島大院理，2大阪大院理，3北海道大院理） 

 

宇宙化学分野からは惑星探査，探査によってもたらされるリターンサンプルのキュレ

ーション体制の強化，新しい分析手法の開発を伴うリターンサンプルのキャラクタリゼ

ーション等を包含する大型研究計画を提案する。特に本計画の根幹を成す惑星探査機の

打ち上げにおいては，ロケット技術，宇宙航行学など工学的な要素が多く，到底，日本

地球化学会単独で行えるものではないため，本計画はこれまで惑星探査計画を実施して

きた経験のある JAXA，NASA等の国内外の宇宙開発研究関連機関をも含めた国際協力

必須のプロジェクトとなる。どのような惑星をターゲットにするかについては大いに議

論の余地があるが，例えば，トロヤ群の小惑星はその太陽系内における形成・進化過程

に関して不明な点が多く，観測データはもとより，天体からの物質回収が可能となれば

興味深い成果に結びつくことが期待できる。 

リターンサンプルのキュレーション体制に関しては，これまで数多くの南極隕石試料

を回収後，初期分析に基づく分類・保管・試料配分を実施している国立極地研究所や，

ハヤブサ試料を取り扱っている JAXAをコア施設とし，施設内の初期分析設備の充実と

これらの業務に携わる人員の確保を図り，また拠点となりえる大学・研究所との連携を

強化することで，体制の円滑化を促す。 

試料分析のアプローチ方法は回収試料の量に依存するが，グラム単位の試料量の分配

は通常は困難であると思われるため，局所分析が必須となる。ハヤブサ試料の初期分析

における成功例のように,  電子線・レーザー・イオンビーム技術を駆使したマイクロ・

ナノ領域の組成分析・同位体分析・構造観察 に加え，高感度化をはかったポストイオ

ン化技術の開発，放射光やミュオンを利用した非破壊３次元分析，レーザーパルス型ア

トムプローブによる高空間分解能質量分析計の導入等があげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research proposal from cosmochemistry group 

○H. Hidaka1, K. Terada2, and H. Yurimoto3 (1Hiroshima Univ., 2Osaka Univ., and 3Hokkaido 

Univ.) 
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固体地球分野からの提案：ビッグデータ解析とその本質 

○岩森光 1,2，鍵裕之 3，鈴木勝彦 1，折橋裕二 3 

（1 海洋研究開発機構，2 東京工業大学，3 東京大学） 
 

固体地球は、磁気圏まで含めた全地球システムの 99.98％の質量を占め、零下∼5000℃

の温度勾配、0∼360 GPa の圧力勾配、還元的な金属核から、酸素・水にあふれる酸化的な表

層に至る組成勾配など、大きなエネルギー・物質フラックスを内在する地球最大のサブシステ

ムである。さらに、固体地球の生成と進化は、地球形成時・ジャイアントインパクト時の物質の

昇華―溶融―凝固から、常温・低温での有機物や生物を含む反応に至るまで、その物理化

学条件や状態、及び反応機構のダイナミックレンジは幅広い。固体地球は、揮発性～難揮発

性元素、親石・親鉄・親銅・親水元素、軽～重元素同位体など、フルスペクトル・フルレンジの

元素―分子や同位体の挙動・分別を伴って進化してきた。従って、地球進化とその機構、ひ

いては起源を紐解くには、対象設定、試料・データ収集、及び試料分析・解析に至るまで、一

貫してアラユルニウム的でなくてはならない。これは、１９６０年代に始まった古く由緒あるテー

マである（松井義人、岩波講座地球科学第４巻付録; 松久幸久（2000）地質ニュース,556,66）。

これらに付け加えるとすれば、分析結果の解析や解釈・俯瞰といった「考え方」も、アラユルニ

ウム的に行うことである。これは、地球化学ビッグデータ解析に相当し、２つ重要点がある。一

つは、データの等重要性である。「すべての元素・同位体に同等な証拠提出能力を認める」 

（2004 年度地球化学会課題講演「アラユルニウム地球化学」 コンビナー：圦本尚義，平田岳

史）のと同様に、データには、本来、凡庸なデータもチャンピオンデータもない。データ全体

の持つ構造そのものが重要だからである。もう一つは、データの多変量性である。例えば、挙

動の異なる元素・同位体がどのように関連性をもつかが重要である（無関連性も、各変量を独

立に動かす機構が働いたことを示す、という点で積極的に重要である）。つまり、「データ数が

多い」ことが重要なのではなく、全体の構造・関連性を見ることが重要であり、結果としてデー

タは多くなる。これがビッグデータ解析の本質である。この点で、地球化学だけでなく、地質・

地球物理学など他分野データとの関係性が重要であることは自明である。本講演では、その

ような例として、マントル組成－表層地質－地球内部地震波速度の関連性や、岩石と微生物

の関係性についての具体例を示しながら議論を行う。 

松久（2000）は、２１世紀を迎えるに当り次のように述べた：（ゴールドシュミットの時代に比

べ）『分析機器からみればたしかに数倍すぐれた研究手段を手にしているが、ものごとを普遍

的原理から見る姿勢という点ではどうであろうか。研究手段が精密になるほど研究の興味の

対象が特化して、広い視野を失っていく傾向があるのではないか。とりわけ、地球における物

質循環を考える際に便宜的に分けた、気圏、水圏、岩石圏、生物圏という箱へのこだわり（あ

るいは、こだわらないまでも、そこから抜け出せない専門性）が、地球化学の総合的発展を妨

げているのではないか。』 多分野にまたがる多変量データを捉えようとすることで、上記の妨

げを乗り越える道筋が見えてくるのではないか。これが本講演の趣旨であり、従って「固体地

球分野からの提案」というタイトルやコンセプトは明らかに不適切であることを付記しておく。 

 

Big data analysis and its essential points 

* H. Iwamori1,2, H. Kagi3, K. Suzuki1, Y. Orihashi3 (1JAMSTEC, 2TITECH, 3Univ Tokyo) 
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飛行艇を利用した新しい大気・海洋観測：大気・海洋分

野からの提案	 

○角皆潤 1、小畑元 2、川口慎介 3 
（1名大院環境、2東大大気海洋研、3海洋研究開発機構） 

 
	 今回の提案者３名による議論の過程で具体的に「候補」として挙げられたものを項目

別に列挙すると、①地球規模大気・海洋環境変化の精密定量（温暖化・海洋酸性化・貧

酸素化などのグローバルな微小環境変化の現状把握）、②局所的極端現象と大気・海洋

環境の応答定量（地震・火山活動・熱水活動・台風・人間活動による汚染など局所環境

の変化と、そこでの環境の変化・生態系への応答を明らかにする）、③海洋資源研究（海

水中の微量元素分布／吸着動態実験／離島深層水くみ上げ実験施設、海底メタンハイド

レート／熱水鉱床／探査技術／掘削・回収技術）、④地球工学研究（成層圏硫黄散布に

よる人工地球冷却、新型気球／大規模実験施設）、⑤鉄等の人為散布による生物ポンプ

駆動＆CO2吸収研究、⑥新観測手法開発（高感度・高精度分析法、自動サンプリング装

置、センサー、微量分子の同時・連続測定など）である。 
	 大気・海洋分野に限らず、地球化学の主要な発展は、試料（試料の種別や、試料採取

法、採取場所、試料数など）を改善するか、もしくは、分析法を改善する、のいずれか

によって為されたと言って良いだろう。このうち、分析法の改善は個人もしくは少数の

研究者の努力と情熱に依存する部分が大きく、またその方向性は多様で、今回のように

研究対象領域をまとめて何らかの提案を行うのは難しい。本発表では、全員の意見が一

致した、⑥の新観測手法開発の一つである飛行艇を用いた大気・海洋観測構想に集中し

てその意義を紹介し、導入を提案したい。 
	 ここで言う飛行艇とは、新明和工業が製造している US-2（全長 33.3 m、 大離陸重

量 47.7 ton）に代表されるような大型飛行艇のことであり、海洋上の任意の場所に離着
水して作業出来る。飛行艇を用いた海洋観測は約 10 年前に一部の海洋研究者の間で話
題に挙がり、シンポジウムが開催されるなどした（今回の提案代表者の角皆も講演）。

しかし、世界中を見渡しても飛行艇を研究に使用した前例は無く、さらに初期投資に

200 億円近い費用がかかるなど、導入のハードルは極めて高い。さらに 1983 年に墜落
事故を起こしたことを根拠に安全性への疑問を指摘する声も出たため、結局具体化には

至らなかった。 
	 しかし現在は機体の改良が進み、唯一の使途である海難救助の実績を伸ばし、安全面

での信頼性は大幅に増大した。島嶼部を結ぶ旅客機として US-2 の導入を検討している
国もある。また過去 10 年の間に一般の船舶観測で得られるデータは豊富になり、従来
の船舶観測では実現不可能な項目への観測需要は桁違いに増大している。またそもそも

国内には、大気観測に共同利用可能な航空機が存在しない（船舶がその需要の一部を代

替している）。飛行艇は大気観測専用として利用することも可能であり、高速・高高度

飛行を余儀なくされる一般のジェット機より、低速・低空飛行可能な飛行艇の方が、大
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気観測に好都合であることが多い。さらに遠隔の無人島（沖ノ鳥島や南硫黄島、尖閣諸

島、渡島大島など）の陸上学術調査にも、利用出来る可能性がある。 
	 現状で具体的に思い描かれる観測としては、①地震や火山噴火、竜巻、隕石落下、タ

ンカー沈没、油田事故、原発事故等の突発イベントに即対応した大気・海洋観測、②海

洋定点における長期間繰り返し観測、③外洋海水中の不安定化合物観測、④自由対流圏

−海洋同時観測、⑤台風擾乱観測（台風到達直前・直後の海洋・大気観測）、⑥個別プラ

ンクトンブルームの追跡観測、⑦流氷上陸観測、⑧長期観測装置の広域同時設置・回収

等が挙げられる。これらの多くは、船舶や航空機では実現が困難であるか、実質的に実

現不可能であった。つまり、飛行艇によって世界初の観測が実現することになるので、

関係する分野に革命的な成果をもたらすだろう。また、実際に飛行艇が観測に利用可能

となれば、より優れた観測研究プロポーザルが多分野から提案されることになるだろう。 
	 また 200 億円は一見すると高額だが、「白鳳丸」のような大型観測船と同レベルであ
り、「ちきゅう」や「はやぶさ２」より安い。また「白鳳丸」なら 30 名以上、「ちきゅ
う」なら 100名以上の乗員が運航に必要となるが、飛行艇は 3名で済むため、長期的な
運用コストは一般の観測船より安くなる可能性がある。さらに飛行艇は、現状では船舶

を用いて約一ヶ月かかる海洋観測や大気観測を、半日で終了させることが出来るポテン

シャルがある。大学教員を中心に長期出張は困難になって来ており、観測に所要する時

間が削減出来るのは研究者にとって非常に魅力的である。これは、現状で大気・海洋分

野を専門とする研究者だけに利益をもたらすものでは無い。実験室レベルで高い分析・

解析技術を保有する優れた非大気・海洋分野の研究者の大気・海洋分野への参入を促進

することになるため、国内の科学全体に利益をもたらす。 
	 そもそも日本の飛行艇製造技術は世界一と言える水準であり、US-2 の場合、大型観
測船でも観測を断念する波高 3 mの海域で離着
水可能である。さらに離着水距離は 300 m前後
で、海洋どころか湖沼でも離着水出来る。飛行

艇を観測研究へ導入出来るポテンシャルが も

高いのは日本である。「世界に前例が無い」こと

は、導入の促進要因となることはあっても、障

害となってはいけないだろう。結論として、「白

鳳丸」や「ちきゅう」のような、科学研究に共

同利用可能な飛行艇を国内に導入すべきである

と考えており、これを機会に同志と導入実現の

ためのアイデアを広い分野から募りたい。 
 
Applying flying boat for studying ocean and atmosphere. 
*U. Tsunogai1, H. Obata2 and S. Kawagucci3 (1Environ. Studies, Nagoya Univ., 2AORI, Univ. 
Tokyo, 3JAMSTEC) 

Photo 1	 新明和工業製US-2（同社HPより） 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 砕氷船を利用した海氷・海洋の生物地球化学研究	 
	 

                 ○野村大樹 1, 2, 西岡純 1, 川合美千代 3, 大木淳之 4, 田村岳史 5 
       （1北大低温研, 2学振, 3海洋大, 4北大水産, 5極地研） 

	 

高緯度海域に分布する“極域海洋”は、海洋面積の約1割を占めており、地球規模の気候
変動を制御する要因として注目されてきた。これまで国内外の多くの研究によって、極

域海洋の気候変動要因についての理解は深まりつつあるが、海氷の存在する厳しい自然

環境のため、冬季の観測データは依然として不足している。従来研究では、生物地球化

学研究の観点から、海氷は単なる大気－海洋間の物質交換の“障壁”として認識されてき
た。しかし、近年の研究により、海氷は、普段我々が目にする淡水氷とは異なり、多孔

性の構造を持つため、気体や物質のやり取りが起きる可能性が指摘されるようになって

きた。また、海氷の生成が駆動する特有の海洋循環が、極域だけでなく周辺海域の物質

循環に多大な影響を与えていることも明らかになりつつある。現在、地球温暖化の影響

による極域での急激な環境変動が懸念され、海氷が物質循環や生態系システムに果たす

役割を把握する必要性が認識されつつある。また、近年、海氷を介した物質循環過程の

重要性が認知され、海洋研究科学委員会（SCOR）に国際ワーキンググループが設置さ
れるなど注目されている。 
 
我が国におけるこれまでの海氷研究は、物理過程を明らかにすることに主眼が置かれ、

海氷の物理的動態を実測や衛星観測、モデリングから明らかにする研究が精力的に進め

られてきた。一方で、海氷に関わる化学過程や生物過程に関しては、これまで十分な研

究が展開されていなかった。海氷内に生息するアイスアルジーに関しては生物学的視点

から詳細な研究が実施されているが、海氷動態とアイスアルジー生態が関連する生物地

球化学的視点からの研究情報はほとんど無い。また海氷の生成が生み出す独特の海洋循

環を介して、他海域の物質循環にまで多大な影響を与えているシステムの存在が指摘さ

れており、これらのシステムを理解するためには、海氷の存在する時期から消失してい

くまでの詳細な時系列観測、ポリニヤ（海氷域に囲まれた疎氷域）における海氷の生成

が起こっている現場での観測が欠かせない。また、北極海のように陸に囲まれて、広大

な大陸棚を持つ海域では、河川からの物質流入や堆積物の続成過程・海水への溶出など

について把握することが必要となる。しかし、これらについての量的・質的な季節変化

については殆ど明らかになっていない。地球規模で起こっている環境変動を理解するた

めには、通年観測する必要があり、海洋研究プラットフォームを生物地球化学分野で最

大限活用すると同時に、厳冬期でも観測が続けられる本格的な観測研究用の砕氷船が欠

かせないだろう。 
 
Biogeochemical study using icebreaker for sea ice and polar oceans 
○D. Nomura 1, 2, J. Nishioka 1, M. Yamamoto-Kawai 3, A. Ooki 4 and T. Tamura 5 (1 ILTS, 
Hokkaido Univ., 2 JSPS, 3 Tokyo Univ. of Mar. Sci. Tech., 4 Facul. Fish. Sci., Hokkaido Univ. 5 
NIPR) 
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次世代の有機物・生命の地球化学 

 

奈良岡 浩 1、薮田 ひかる 2 
（1九大院理、2阪大院理） 

 
 
有機物・生命活動が関与する地球化学は非常に幅広く（図１）、単に宇宙地球化学に止まらず、

サイエンス全体に及んでいると言っても過言ではない。これらの中には地球上の生命の起源や

宇宙での生命普遍性のような根源的問題から進行中の国内外の様々な大型プロジェクトのほか

に、人類が直面している様々な問題も含まれる。一方で、現代のサイエンスの進歩は著しく速

く、一世代前には予想もされなかったことが解明されている。ブレークスルーは徐々に起こる

のではなく、初めて手にする試料、全く新しい分析法や実験によってもたらされる。それらに

は革新的な技術が欠かせない。 

 人類がかつて手にしたことがない試料の採取は IODP やはやぶさ２などの国際共同大型研究
などによって進行中であり、本発表では新しい分析技術・実験による次世代の有機物・生命の

地球化学研究について提案したい。有機物分析技術はこの数年でも革新的に進歩しており、超

高感度・高分解能質量分析による抽出に依らない分析が可能となるだろう。そのためには有機

物フリーのクリーンルームが必要となる。また、原始地球環境を模したダイナミックな大規模

実験設備も新たな研究をもたらすに違いない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organic geochemistry and biogeoscience to the next generation. 

H. Naraoka1 and H. Yabuta2 (1Kyushu Univ., 2Osaka Univ.) 
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古気候・古環境分野からの提案	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

○原田尚美 1、大河内直彦 1、南雅代 2、関宰 3、岡崎裕典 4 
（1（独）海洋研究開発機構、2名古屋大学、3北海道大学、4九州

大学） 
 
 
	 古気候・古環境研究とは、広い時空間スケール（特に時間スケール）にわたって宇宙

−地球間や海洋−大気−陸域の各系間における多様なリンクについて知り、そこから地球

表層環境の本質をえぐり出す研究分野である。この分野の多くのオープンクエスチョン

の中でも特に、「気候変動のドライビングフォース」・「物質循環」・「進化」に関する内

容は関心が高い。「気候変動のドライビングフォース」については、宇宙−地球間の相互

作用（地球外）に関係する太陽活動の変化などがあり、大気−海洋−陸域相互作用（地球

内）に関係するものとしては、海洋におけるグローバルな中深層循環の変動（大西洋−

太平洋−南大洋リンケージ）や大陸氷床や海氷分布の変動とその気候への役割解明、大

気中二酸化炭素濃度変動とその放射強制力の解明がある。気候変動は究極的には元素や

同位体の分布の問題であり、その根本にある「物質循環」に関しては、炭素・窒素・酸

素・ケイ素などの循環、海洋の塩組成の変動などといった現象論だけでなく、プロセス

の「進化」（例えば、光合成とクロロフィルの進化）を知ることが重要である。このよ

うな問題の解決に地球化学が貢献すべき点は多く、新しい代替指標や分析法の開発、デ

ータの時空間スケールの高度化といったアプローチが必要不可欠である。一方で、地球

化学分野のみでは解決が困難なものも多い。確度の高い古気候・古環境研究を推進する

ためには、過去のデータを矛盾なく再現可能な古気候モデルの開発、データとモデルを

融合させたデータ同化の開発など、他分野との緊密な連携が必須となっている。研究推

進には、労力と予算に加え、堆積物コア・アイスコア・サンゴなど古気候情報をもつ試

料採取・分配をはじめとし、分野全体を網羅かつ統括した体制づくりが重要となる。大

きな拠点を作り、微量安定同位体測定装置や目的に応じた各種質量分析計など先端的な

大型装置を導入するといった大型予算を伴うやり方、古環境・古気候研究を進める既存

のラボを有機的につなげたバーチャルラボラトリーの構築とネットワーク強化といっ

た低予算型のやり方まで、複数のプランを練っておく必要がある。まずは、研究テーマ

の絞りこみ、中でも当分野で世界をリードすることができるテーマの設定が多くの若手

に魅力を訴え、分野に引き込むためにも重要であろう。 
 
Perspective of Paleosciences 
*N. Harada1, N. Ohkouchi1, M. Minami2, O. Seki3, Y. Okazaki4 (1JAMSTEC, 2Nagoya Univ., 
3Hokkaido Univ., 4Kyushu Univ.) 
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分野横断的な新しい質量分析計の開発	 

	 

○	 平田岳史 1、佐野有司 2、角皆	 潤 3、寺田健太郎 4 
（1京都大学、2東京大学、3名古屋大学、4大阪大学） 

 
 
地球化学は、試料を構成する元素、同位体、化学種の存在度、分布、移動、変化を空

間的・時間的に調べ、それらを支配する法則や原理を見いだすことにより、地球や惑星

を構成する物質の構造や循環を調べる学問である。分析・データ解析技術の進歩により、

試料から得られる地球化学的知見の質と量は飛躍的に向上し、今では、鉱物学、岩石学、

地質学、地球物理学など、他の地球科学分野の発展を支える重要な学問となっている。

こうした地球化学研究の特徴、独自性、応用拡張性を将来てきに維持、発展させるため

には、長期的視点に基づく分析手法・技術の開発と実用化が不可欠である。こうした学

術的背景を受け、講演者らは次世代の地球化学を先導する分野横断的な新しい質量分析

計の開発を検討している。 
質量分析計は、最も高感度な元素分析法、同位体組成分析法の一つとして、地球化学

研究だけではなく、様々な応用研究分野でなくてはならないものとなっている。質量分

析法の進歩は、(1) 分析操作性の向上、ならびに(2) 分析性能の高度化、が両輪となり、
学際分野の拡大と特定分野の深化の両方を担ってきた。講演者らは、こうした質量分析

計の役割・優位性を維持しつつ、基本分析性能のさらなる向上を図るために、以下の三

つの技術開発を提案したい。 
(a) 原子配列を探る質量分析法の開発 
(b) 様々な試料タイプ、分析局面に対応できるマルチ・イオン源方式の開発 
(c) 分析効率・試料処理能力を飛躍的に進める高速分析体制の構築	 
	 これらの条件を満足する質量分析計として、講演者らは 2 種類の磁場型質量分析計

（マルチターン飛行時間型質量分析法および Mattach-Herzog 型質量分析計）に注目し、

分析局面に応じて最適なイオン源（電子衝撃、イオン衝撃、大気圧高温プラズマ、熱イ

オン化、レーザーイオン化等）を選択できる新しい質量分析計の開発を行いたい。また

現時点では、同位体分析に際しては、その分析感度・同位体分析精度の点から質量分析

計が優位であるが、将来的には分光法、特に分子分光法を組み合わせた同位体分析法も、

その基本分析性能の向上が期待でき、適用範囲が拡大すると考えられる。分子分光法を

用いることで、可搬型の同位体分析装置の実用化や、惑星探査への応用展開も実現でき

る。こうした分析手法・技術の開発には、長期的視点に基づく戦略が不可欠である。本

講演を通じて、多くの研究者から分析動向の指標となる意見をいただきたい。	 

Development of mass spectrometry techniques for the non-traditional geochemistry  
○T. Hirata, Y. Sano, U. Tsunogai, K. Terada (1 Kyoto Univ., 2 The Univ. Tokyo, 3 Nagoya 
Univ., 4 Osaka Univ.) 
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多重周回飛行時間型質量分析計 MULTUM が拓く 
リアルタイム・オンサイト地球化学 
○角野浩史 1、豊田岐聡 2、青木 順 2、河井洋輔 3、中山典子 4、 
古谷浩志 4、丸岡照幸 5、橘 省吾 6、西尾嘉朗 7、折橋裕二 8、 
森 俊哉 1、寺田健太郎 2 
（1 東大院理、2 阪大院理、3 阪大院工、4 東大大海研、5 筑波大院 
生命環境、6 北大院理、7 海洋研究開発機構、8 東大地震研） 

質量分析法は、地球化学において重要な指標である元素の同位体比や微量元素濃度

の測定に不可欠であり、地球化学は質量分析技術の進化とともに発展してきたとも言え

る。近年、更なる高感度・高精度を目指して質量分析装置の大型化が進む一方で、小型・

軽量の可搬型質量分析計の開発は、惑星探査機に搭載された特殊な例を除いて、ほとん

ど行われていない。本講演では、多重周回飛行時間型質量分析計”MULTUM”を用いた、

分野横断的なリアルタイム・オンサイト地球化学の展開を提案する。 
例えば火山ガスや地下水などに含まれる様々な元素の同位体比は、火山活動の活発

化や、大地震に伴う地下深部流体の流動系の変化に敏感に応答する。これを指標として

断層やマグマの活動度をモニターするには、少なくとも一日程度の時間分解能で同位体

データを取得しなければならない。しかし現状では、目的成分の分離抽出・精製など複

雑な前処理を要するため、試料採取と実験室での分析を、互いに結果をフィードバック

させつつ繰り返さざるを得ない。装置を観測点に設置するにしても、観測点の構築や場

所の選定が難しい。従って機動性を確保しつつ、複数の観測点で連続的な測定を行うに

は、可搬型質量分析計を用いたリアルタイム・オンサイト質量分析が必須となる。 
MULTUM はイオンを多重周回させることで、非常に小型（50×30×60 cm、重量 35 

kg）にもかかわらず、数万を超える高い質量分解能を実現している。緻密に設計された

イオン光学系により、多重周回に伴うイオンの損失はわずかで、従来の装置ではトレー

ドオフの関係にあった、高分解能と高感度を同時に、広い範囲の質量数について達成で

きる。高い質量分解能は従来の前処理を大幅に軽減するため、気体試料のオンサイト分

析は現状でも十分に可能だが、他の試料に対しては、主にイオン化法に開発の余地があ

る。例えば固体・液体試料に広く用いられる ICP イオン源は、プラズマ用ガスを多量に

要するため、現状ではオンサイト分析には適さない。また He など、同位体比のダイナ

ミックレンジが広い元素の分析に用いるには、検出システムの刷新も必要である。 
MULTUM を用いたリアルタイム・オンサイト質量分析は、断層やマグマの活動度

のモニターの他、地質調査のフィールドにおける年代測定や古環境変動解析、観測船や

飛行機上での水・空気・エアロゾルなど環境試料の微量成分・同位体比測定、遠隔地で

の無人モニタリング、幅広い質量数をカバーした同位体・高分子分析のための惑星探査

機への搭載など、多様な応用が考えられる。様々な分野の研究者が連携して、MULTUM
という共通のプラットフォームを基に、それぞれの用途に合わせた装置群を開発するこ

とで、新たな「リアルタイム・オンサイト地球化学」の地平が拓かれると期待される。 

Emerging new era of real-time and in-situ geochemistry with an ultrahigh resolution multi-turn 
TOF-MS (MULTUM) 
*H. Sumino1, M. Toyoda2, J. Aoki2, Y. Kawai2, N. Nakayama3, H. Furutani3, T. Maruoka4,  
S. Tachibana5, Y. Nishio6, Y. Orihashi7, T. Mori1 and K. Terada2 (1Univ. Tokyo, 2Osaka Univ.,  
3AORI, Univ. Tokyo, 4Univ. Tsukuba, 5Hokkaido Univ., 6JAMSTEC, 7ERI, Univ. Tokyo) 
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分子地球化学：化学的素過程解明による地球環境の 

精密予測 

○高橋嘉夫 1、石橋純一郎 2、益田晴恵 3、山岡香子 4 

（1 東大・院理、2 九大・院理、3 大阪市大・院理、4 産総研） 

 

宇宙での原子核合成が終わり、その集合体のちりが集積し原始惑星が形成された後の

現象の主役は化学である。地球化学の祖である Goldschmidt（1988-1947 年）は、溶融状

態にある地球が化学的に分別する過程を元素の性質に基づいて考えた。さらに我々が地

球上で目にする様々な現象（マグマの生成、元素の循環、鉱床の形成など）を元素間の

相互作用から理解することに努めた。しかしその時代に、地球の物質に含まれる元素と

元素の相互作用を実測のデータに基づいて議論することは困難であった。X 線回折を使

えば、結晶性の鉱物が存在し、その骨格部分に主成分元素があることは理解されるが、

それ以外の元素の化学情報は与えない。あらゆる元素が含まれる地球惑星物質中で、興

味ある元素・物質の情報だけを抽出しようとした場合、高い元素選択性を持ち高感度な

手法が必要である。様々な手法の登場はこのような分析を可能にし、現代の地球化学は

ようやく Goldschmidt が夢想した元素間の相互作用に基づく地球化学（＝分子地球化学

（Molecular Geochemistry）；欧米でも既に使われ始めている言葉））の時代に入ったと言

える。これは環境化学的な試料でも同様であり、地球化学・環境化学において、元素間

の相互作用や分子レベルの情報に基づく様々な研究分野が地球化学に生まれつつある。 

例えば、(i) 微量元素の分配や同位体分別が価数や結合距離などの直接的な情報から

議論が可能になり、(ii) 同位体の分野では化学反応の解析から非質量依存同位体分別や

分子内同位体比（アイソトポマー）の識別が実現され、(iii) 有機地球化学では驚異的な

分子認識に基づく生態系解析などの研究が進行している、などのように、原子・分子を

キーワードにした様々な地球化学的研究が進行している。このようなことから、「分子

地球化学」は、Goldschmidt の夢を継承した「地球」の「化学」を表現する上で有効な

研究分野名だといえる。 

 このような最先端の研究分野を携え、地球化学が地球惑星科学をリードする研究分野

として、化学素過程解明および地球化学的ツールによる素過程解明による地球環境の将

来像の精密予測を掲げたい。上記の研究分野は、元素の挙動の精密解析、新たな同位体

比の情報に基づく未知の物質循環の解明、生態系の解析と人為的影響など、他の分野で

は不可能な科学を進展させる力を備えている。これらを実現するための装置群として、

放射光分析を中心とした化学種解析、超微小領域の同位体比分析、分子認識可能な超高

精度質量分析計（FTICRMS）による有機物分析などが必要であり、これらを中心とし

た大型研究計画の提案が期待される。 

Molecular Geochemistry: Prediction of Future Earth by the Analysis of Elementary Process 

*Y. Takahashi1, J. I. Ishibashi2, H. Masuda3, K. Yamaoka4 (1Univ. of Tokyo, 2Kyushu Univ., 
3Osaka City Univ., 4 National Inst. of Advanced Industrial Sci. and Technol.) 
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沖縄トラフの海底資源環境研究の拠点形成 

 

○土岐知弘 1 

（1 琉球大学理学部） 

 

 
 本プロジェクトは，沖縄トラフの海底熱水鉱床掘削の推進施設として，コア保管庫，
物性計測装置，化学分析装置を有する「国際地球化学研究拠点“GUSUKU（Geochemical 
Universal Study Unit ‒ Knowledge Utility –）”」の建設を目指すものである。南海トラフの
掘削計画と抱き合わせて建設された高知コアセンターの沖縄版とも言える。本センター
では，海底掘削による深海底生態系への影響評価研究にも資するために，高知コアセン
ターには付設されていない深海大型生物の研究標本や微生物遺伝子ライブラリーの整
備など，大型生物を含めた生物関連分野との連携が大きな目玉である。また，沖縄本島
北部振興策とタイアップし，名護市周辺に掘削船からの直接搬入プラットホームや輸送
用鉄道の敷設，移動用ヘリポートの建設など，コア試料の運搬に関するインフラ整備も
同時に進める。推進母体としては，琉球大学，GODAC 及び OIST が連携し，沖縄本島
北部地域の協力を仰ぎつつ，「地域特性に基づく資源・環境に関する研究教育拠点の形
成」を行う。 
サイエンスの軸として，以下の三つの柱を掲げる。 

（1）海底熱水鉱床の形成メカニズムと分布規模の解明 
沖縄トラフは，世界でも例の少ない堆積物に覆われた島弧海底火山及び背弧拡大に伴

う海底熱水系を有する。これらの噴出口周辺の海底下には金属が濃集し，海底熱水鉱床
を形成している。これらの海底熱水鉱床の金属濃集メカニズムには，堆積物の存在がど
のように効果的に効いているのか，金属錯体を形成する配位子として何が効いているか，
溶解度や移動能を規定している因子は何か，といったことを明らかにする。 
（2）深海生物遺伝子の伝播及び進化過程の解明 
沖縄トラフには，他の海域には見られないゴエモンコシオリエビの巨大な生息域が存

在する。こういった沖縄トラフ独特の生態系の発生や他の海域への伝播に関して，いつ
からどのように発生したのか，海底熱水活動や沖縄トラフの拡大開始との関連はいかな
るものかを，深海大型生物の研究標本や微生物遺伝子ライブラリーの整備を通して明ら
かにしていく。 
（3）沖縄トラフの発達史，並びに生物との共進化 
沖縄トラフの海底熱水中には，超高濃度二酸化炭素及びメタン，並びに水素が含まれ

ており，これらは深海底に生息する独立栄養微生物にとって重要な代謝エネルギーとし
て大変大きな意味を持つ。沖縄トラフには，海底下数 km もの厚さで被覆している堆積
物がある。通常の地温勾配50°C/kmで考えれば堆積物の基底は約150°C程度と推定され，
生命の生息限界上限温度にほぼ等しい。このことから，まさに沖縄トラフそのものが巨
大な微生物培養装置の役割を果たしていると考えることができる。このことから，沖縄
トラフは地理的要因がもたらした結果として，微生物進化のための大きな役割を担って
いると考えることができる。では，そういった地形学的な現状が成立するのは，いつだ
ったのか。沖縄トラフが堆積物をトラップし始めて，火成活動による熱源で堆積物を熱
分解しメタンや水素を発生し始めたのは，いつからなのか。沖縄トラフが培養装置とし
ての役割を発揮し始めたのはいつからなのか，など。沖縄トラフの拡大開始と生物の種
分化の関わりを明らかにする。 
Geochemical Universal Study Unit ‒ Knowledge Utility – Perspective of “GUSUKU” project 
*T. Toki1 (1Faculty of Science, University of the Ryukyus) 
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