3B01

ベーリング海低塩分水の北極海への流入による鮮新世
の寒冷化	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○堀川恵司 1、エレン・マーティン２、小野寺丈尚太郎３、関宰４、
坂本竜彦５、池原実６、坂井三郎３、河村公隆４
（1 富山大学大学院、2 フロリダ大学、3 海洋研究開発機構、4 北大
低温研、5 三重大学、6 高知大学海洋コア）

中期鮮新世温暖期（現在より平均気温が 3 度高く，北半球に氷床がほとんど発達していなかった）
は，3.6Ma 以降の全球的な寒冷化によって勢力を弱め，北半球に大規模な氷床が発達する寒冷な気
候状態に遷移した。この鮮新世温暖期と 3.6Ma 以降に始まる全球寒冷化の原因は，4.6-4.7Ma に起こ
ったパナマ海峡（Central American Seaway, CAS）の閉鎖によって，大気海洋システムの大規模な再
編が生じたことによると考えられている。CAS の閉鎖は，カリブ海表層水の進路変化と高塩分化を
引き起こし，北大西洋子午面循環（AMOC）を強化させ，3.6Ma 頃の鮮新世温暖期の一因になって
いたと考えられている。一方，3.6Ma 以降に見られる寒冷化の原因として，AMOC の強化によって
北半球高緯度にもたらされた水蒸気が，河川を通じて北極海へ流出し，低塩分水が広がることで海
氷の形成を促し，アイスアルベドの増加によって北半球への熱輸送効率を低下させたとする仮説が
提案されている。しかし，北極海の淡水フラックは，河川水の流入（38%）だけでなく，ベーリン
グ海からの低塩分水の流入（30%）にも左右されるため，ベーリング海からの低塩分水の流入の有
無も北極海における淡水収支の変化に大きな影響を与えると指摘されている。実際に，ベーリング
海峡通過流は，海峡が形成された当初（約 5.5Ma）は，北極海からベーリング海へ流れ，3.6Ma に現
在と同様のベーリング海から北極海への流れになった。したがって，ベーリング海にいつ低塩分水
が形成されたかが，北極海の低塩分化と 3.6Ma 以降の全球寒冷化現象に果たしていた役割を評価す
る際に重要となる。
本研究では，IODP323 次航海において，ベーリング海南部で採取された海洋堆積物試料（U1341
コア）を用いた．U1341 は過去 430 万年間の連続的な堆積物試料であり，この試料について，砕屑
物のネオジム同位体・鉛同位体，C37:4 アルケノン，珪藻群集解析を行った。ネオジム同位体比は
-6.2~+6.9 eNd の範囲で大きく変化し，特に 3.0Ma 以降振幅が大きくなる。Nd-Pb 同位体比は，アジ
ア大陸からの黄砂の影響が 2%未満であることを示唆しており，ネオジム同位体比の変動がアラスカ
由来砕屑物とアリューシャン由来砕屑物の混合比によって決定されている事を示している。さらに，
アラスカ由来砕屑物の大部分が海氷や融氷期の河川流量の増加に伴ってベーリング南部まで運搬さ
れている。これらの知見とネオジムの同位体比，珪藻群集や%C37:4 アルケノンの結果から，海氷の
発達を伴う低塩分水が 3.3Ma 以降ベーリング海南部にまであったことを明らかにした。また，4.2Ma
以降アラスカ山岳氷河の拡大が起こっている事も明らかになった。したがって，少なくとも 3.3Ma
以降ベーリング海からの淡水流入が北極海の淡水収支に大きな影響を与えていたと考えられる。

Pliocene climate cooling enhanced by flow of low salinity Bering Sea water to the Arctic Ocean
*K. Horikawa1, E. Martin2, J. Onodera3, O. Seki4, T. Sakamoto5, M. Ikehara6 and K. Kawamura4 (1Univ.
of Toyama, 2Univ. of Florida, 3JAMSTEC, 4Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University,
5

Mie University, 6CMCR, Kochi University.)
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3B02

オマーン周辺海域におけるサンゴ骨格を用いた	
 
高時間分解能古環境復元	
 	
 	
 	
 
○渡邉貴昭 1 、渡邊剛 1 、山崎敦子 2 、Miriam Pfeiffer 3 、Dieter
Garbe-Schönberg 4、Michel R Claereboudt5
（ 1 北大院理,. 2 東大大気海洋研,. 3RWTH Aachen,. 4CAU Kiel,.
5
Sultan Qaboos Univ.）

	
  インド洋ではモンスーンの季節的な風向きの変化に応じて熱帯収束帯が南北に大き
く移動する。熱帯収束帯は雨を降らせながら移動する。北西インド洋での熱帯収束帯の
北限であるオマーン周辺地域では石筍，海洋堆積物などの古環境指標を使用して熱帯収
束帯の北限移動となぜ乾燥化したかに関する復元が行われてきた。しかし熱帯収束帯,
モンスーンの季節変動は明らかになっていない。本研究では現生から化石までの造礁性
サンゴを使用して熱帯収束帯の北限の移動に伴って熱帯収束帯の季節変動がどのよう
に変化してきたのかをより高時間分解能での復元を行うことを目的とした。まずはオマ
ーン湾内のアラビア半島北東沿岸で採取されたハマサンゴ(Porites.sp)を使用して同地域
で採取された化石サンゴに応用するためのキャリブレーションを行った。
	
  オマーン湾内(N23°30.973′, E58°45.190′)で採取したハマサンゴ(Porites.sp)を 5 ㎜
厚にスライスし軟 X 線写真を撮影し、２週間レベルの時間解像度でのサンゴ骨格中の酸
素(δ18Ocoral)・炭素安定同位体比(δ13Ccoral)、Sr/Ca 比の分析を行った。δ18Ocoral と同 Sr/Ca
比からサンゴの骨格中に記録された海水の酸素安定同位体比(δ18OSW-coral)を導出した。δ
13
Ccoral では負のピークを夏期に記録した。
	
  Sr/Ca 比 か ら 復 元 さ れ た 海 水 温 は 衛 星 AVHRR(Advanced	
  Very	
  High	
  Resolution	
 
Radiometer)で記録した海水温と比較するとよく海水温を記録しており古水温計として
使用できることを示唆した。また δ18Ocoral と海水温の換算式を作成すると、換算式の傾
きが他の海域で報告されているものよりも緩やかになった。（- 0.0839 ‰/℃）このこと
から夏期に高塩分海水もしくは冬期に低塩分海水の影響を受けていることを示唆した。
δ18OSW-coral では SODA(Simple Ocean Data Assimilation)に記録された表層の塩分変動と調
和的であった。夏期に大きい δ18OSW-coral 値を記録したことは高塩分海水が δ18Ocoral –海水
温換算式の傾きを緩やかにしていたことを示した。δ13Ccoral のピークは先行研究で記録
されているオマーン湾内の冷水渦に伴うブルームの時期がほぼ一致する。このことから
δ13Ccoral に夏期のオマーン湾内の冷水渦によるブルームが記録されることを示唆した。

High-resolution isotopic records in Oman corals: Indian Monsoon climate reconstruction
*T Watanabe1, T Watanabe1, A Yamazaki2, M Pfeiffer3, D Garbe-Schönberg4 , MR
Claereboudt5 (1Hokkaido Univ., 2AORI, Univ. Tokyo, 3RWTH Aachen, 4CAU Kiel, 5Sultan
Qaboos Univ.)
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3B03

サンゴ骨格の化学成分変動に与える共生藻の影響	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○井上麻夕里 1、中村	
  崇 2、井口	
  亮 3、Nikolaus Gussone4、鈴木	
 
淳 5、横山祐典 6、川幡穂高 6、酒井一彦 7
（1 岡大・院・自然科学、2 琉大・理、3 沖縄高専、4 ドイツ・ミュ
ンスター大、5 産総研・地質情報、6 東大・大気海洋研、7 琉大・
熱生研・瀬底）

	
  サンゴ骨格中の酸素・炭素同位体比および Sr/Ca 比や U/Ca 比などは海水温や塩分、
海水の炭酸系の間接指標になり得る。通常、このような古気候・古環境指標として用い
られる造礁サンゴは褐虫藻と共生しており、その褐虫藻の光合成によって炭酸カルシウ
ムの骨格成長が促進されていることが知られている。しかしながら、共生藻とサンゴ宿
主および骨格成長との間のプロセスは不明な点も残されており、具体的に共生藻が骨格
成長にどのように関与しているのか明確ではない。Inoue et al. (2012)では、褐虫藻を感
染させたサンゴ（Acropora digitifera）のポリプ骨格と非感染のポリプ骨格とを準備し、
海水温を 27, 29, 31, 33℃に制御した環境下で 10 日間飼育し、その骨格成長率と白化率
を比較検討している。その結果、共生藻を有しているポリプ骨格の方が 27, 29℃では有
意に成長率が高かったが、高温度区では白化が見られ、成長率が非共生サンゴと同程度
にまで低下した。本研究では、このように共生藻の有無、およびそれに伴う骨格成長率
の異なるポリプ骨格を用いて、各種化学成分の測定を行い、環境指標となり得る骨格中
化学成分に与える共生藻の影響を考察するとともに、化学成分変動から共生藻が骨格成
長へ与える影響評価も試みる。飼育実験は琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施
設で実施した。得られたポリプ骨格はウォーターピックによる軟体部除去の後、1 個体
づつ重量を測定し、2% HNO3 で溶解して東京大学大気海洋研究所所有の ICP-MS
(Thermo ELEMENT)にて、Sr/Ca 比、Mg/Ca 比、U/Ca 比の測定を行った。測定誤差は 0.4%,
0.4%, 1.0% (n=15)であった。また、主成分元素であるカルシウムの同位体についてドイ
ツ・ミュンスター大学所有の TIMS (Thermo TRITON)を用いて実施し、SRM 915a の繰り
返し測定による 1 セッションの測定誤差は 0.08‰ (2σm, n=3 or 4)であった。測定の結果、
共生藻の有無（27˚C）による明瞭なカルシウム同位体比（44Ca/40Ca）および Sr/Ca 比の
差は見られず、U/Ca 比には両者の間に有意な差が認められた。U/Ca 比は炭酸系（pH）
の変化に伴い変動することが報告されていることから、共生藻の有無はサンゴ体内の
pH を有意に変化させ、その結果石灰化にも有意差が生じている可能性が示唆された。
A role of coral-algal symbiosis on chemical compositions of coral skeleton
*M. Inoue1, T. Nakamura2, A. Iguchi3, N. Gussone4, A. Suzuki5, Y. Yokoyama6, H. Kawahata6
and K. Sakai7 (1Dep. Earth Sci., Okayama Uni., 2Faculty Sci., Univ. the Ryukyus, 3Okinawa
National College of Technology, 4Münster Univ., 5GSJ, AIST, 6AORI, the Univ. Tokyo,
7
Seeoko, TBRC, Univ. the Ryukyus)
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3B04

カリブ海の造礁サンゴ骨格に記録される過去 90 年間の
北大西洋窒素固定の変遷	
 
○山崎敦子 1,2、Steffen Hetzinger2,4、Jonas von Reumont2、Carrie
Manfrino3,4、角皆潤 5、渡邊剛 6
（1 東大大気海洋研、2GEOMAR, 3Kean Univ., 4CCMI, 5 名大院環境,
6
北大院理）

	
  窒素固定は、貧栄養海域において主要な栄養塩である窒素化合物を海洋表層に供給し、
生物生産を支える重要なプロセスである。窒素固定量の大きい北大西洋の低緯度域は、
その高い窒素固定能を支配する要因を解明するため、近年、海洋観測や堆積物コアを用
いた過去の数万年スケールの窒素固定量の変動の復元が行われてきた。しかし、継続的
かつ、年単位の高時間解像度の窒素固定量の記録は存在しない。
そこで、本研究では北大西洋の熱帯域に位置するカリブ海ケイマン諸島に生息する造
礁サンゴ骨格から過去 90 年間の窒素固定の変遷を復元した。造礁サンゴの炭酸塩骨格
は樹木のように年輪を形成しながら付加成長し、その成長方向に沿った化学組成の分析
によりサンゴの生息期間である数百年〜千年の海洋環境を高時間解像度で復元するこ
とが可能である。本研究では、サンゴ骨格中に保存されている有機物の窒素同位体比を
過去 90 年間分年単位で分析し、サンゴが取り入れた窒素の起源を推定した。
	
  サンゴ骨格の窒素同位体比は+1.9±2.6 (σ)‰ (n=139)で変動しており、海洋硝酸の窒素
同位体比の平均値（+5~+6‰）よりも低いことから、海洋表層の窒素固定によって生産
された窒素化合物（〜0‰）の影響を受けていると考えられた。1920 年代から 2000 年
代にかけてサンゴ骨格の窒素同位体比は約４‰の増大傾向があった。この 90 年間の傾
向を除去したサンゴ骨格の窒素同位体比の変動は大西洋数十年規模振動指数（AMO）
と高い負の相関を示した(R=-0.71, P<<0.001)。これらの結果から、カリブ海の窒素固定
量は過去 90 年間で減少傾向にあること、そして海水温に伴って数十年規模で変動して
おり、高水温時に窒素固定が増大してきたと推定される。本講演では復元された窒素固
定の変遷と温暖化および数十年規模の大気—海洋相互作用との関係を議論する。

The 90-year variation of north Atlantic nitrogen fixation in the Caribbean coral skeletons.
*A. Yamazaki1,2, S. Hetzinger2,4, J. von Reumont2, C. Manfrino3,4, U. Tsunogai5, T. Watanabe6
(1AORI, Univ. Tokyo, 2GEOMAR, 3Kean Univ., 4CCMI, 5Nagoya Univ., 6Hokkaido Univ.)
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3B05

Hydroclimate variability over last two and a half centuries
inferred from oxygen isotope records of Abies homolepis
tree-ring in Shikoku, southwestern Japan
○ LI Zhen 1、NAKATSUKA Takeshi1, 2、SANO Masaki 2
(1 Graduate School of Environment Studies, Nagoya University、
2

Research Institute of Humanity and Nature)

Introduction: Dendrochronology is one of the most important of available techniques for
reconstructing high-resolution chronologies of past climates. Because the δ18O value of tree-ring
cellulose varies in response to climatic conditions sensitively, the values can be a potential source
of paleoclimate information. In Japan, some oxygen isotope chronologies have been published
recent years. Study regions were located in Hokkaido, northern Japan and in central Japan.
However, no hydroclimate reconstruction from tree-ring cellulose δ18O chronology exists for the
southwestern Japan. In this study, we present the first oxygen isotope records of tree-ring for
southwestern Japan derived from Abies homolepis and reveal the hydroclimate variability over
last two and a half centuries in Shikoku Island.
Materials and Methods: Tree-ring samples of Abies homolepis were collected from the
timberline of Kamegamori Mountain in Shikoku, southwestern Japan. The cellulose component
of tree-ring was extracted from whole wood, after lipids, lignin and hemicellulose were removed
using the “plate” method. The oxygen isotope ratios of tree-ring cellulose were measured using
a continuous flow isotope ratio mass spectrometer (Thermo Fisher Scientific Delta V
Advantage) coupled to an elemental analyzer (Thermo Fisher Scientific Thermal
Conversion/Elemental Analyzer) via a ConFlo III interface.
Results and Discussion: The tree-ring δ18O chronology was examined on its climate sensitivity
by correlation analysis using instrumentally observed datasets on monthly average temperature,
precipitation and relative humidity in Shikoku as well as for the nearest grid point of CRU
TS3.21 dataset. The tree-ring cellulose δ18O was negatively correlated with the summer
precipitation and relative humidity. The spatial correlations indicated the moisture source in the
study region originates from the south, suggesting that the tree-ring oxygen isotope values are
controlled by the moisture source and by transport processes. In addition, the tree-ring δ18O
chronologies during last two and a half centuries are consistent with extreme climate events
recorded by some historical documents and meteorological records, such that the low δ18O years
are corresponding to the years of long-term stagnant Baiu front conditions and/or large-scale
typhoon occurrences. This tight relationship indicates that tree-ring δ18O in southwestern Japan
can be used as proxy of extreme climate events.

Hydroclimate variability over last two and a half centuries inferred from oxygen isotope records
of Abies homolepis tree-ring in Shikoku, southwestern Japan
*Z. Li1, T. Nakatsuka1, 2 and M. Sano2 (1Graduate School of Environment Studies, Nagoya
University, 2Research Institute of Humanity and Nature)
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3B06

アイスコア解析から明らかになった十年規模の気候変
動に対する炭素質エアロゾルのインパクト	
 
	
 
○	
 関宰 1、河村公隆 1、藤井理行 2、James Bendle3
（1 北大低温研、2 極地研、3 バーミンガム大）

	
  シュミレーションモデルによる将来の気候変動の予測精度向上には、十年から数十年
規模の気候変動のフォーシングおよびフィードバックのメカニズムの正確な理解が不
可欠である。十年規模の気候変動は太陽活動や火山活動などの外部強制力よって駆動さ
れると共に，北極振動などの地球内部の自励振動も重要な役割を果たしているとされる。
しかし現時点のシュミレーションモデルは古気候プロキシから復元された十年規模の
変動パターンは再現できるが，長周期の気温変動の振幅の再現に問題を抱えている。さ
らに、古気候プロキシによる気温の復元は実際の気温変動幅を過小評価している可能性
が示されている。このことは既知のフォーシングに対してモデルの感度が十分でないか，
もしくは我々がまだ知らないフォーシングかフィードバックメカニズムが存在するこ
とを示唆する。
	
  エアロゾルは地球の放射バランスに影響を与え、気候に実質的に作用する。無機エア
ロゾルの変動と放射強制力に関しては理解が比較的進んでおり、古気候モデルにも組み
込まれているのに対し、炭素質エアロゾルの自然変動に関してはよく解っていないのが
現状である。炭素質エアロゾルの主な自然起源である森林火災や土壌ダストの発生は気
候変動に敏感であると考えられている。従って炭素質エアロゾルがこれまで認知されて
いないフィードバックとして気候変動に対して実質的な役割を果たしている可能性が
ある。しかしながら、過去の炭素質エアロゾルの変動と気候変動との関連については、
ほとんどわかっていないのが現状である。
	
  そこで本研究ではグリーンランド（Site-J）およびカムチャツカ(Ushkovsky)で採取さ
れたアイスコアの有機分子トレーサー(高分子脂肪酸（Kawamura et al., 1996），高分子ジ
カルボン酸、レボグルコサン(Kawamura et al., 2012))の過去数百年の変動を解析し、土壌
有機物ダストや森林火災起源のエアロゾルと十年規模の気候変動との関連を考察した。
アイスコアの有機分子トレーサーの記録は北極振動や大西洋十年規模振動と同調した
変動を示し、正の偏差でエアロゾル濃度の増大がみられた。本研究によって北半球高緯
度における大気中の炭素質エアロゾルの変動は気候変動と密接に関連していることが
明らかになった。
Ice-core records of organic tracers reveal a carbonaceous aerosol feedback in multi-decadal
climate oscillations
*O. Seki1, K. Kawamura1, Y. Fujii2, J. Bendle3 (1Hokakido Univ., 2NIPR, 3Bermingham Univ.)
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3B07

小川原湖堆積物コア中の Sr 同位体比と古塩分濃度指標	
  	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○豊田和弘 1、米田成一 2、米延仁志３
（1 北海道大学、2 国立科学博物館、３鳴門教育大学）

青森県東岸に位置する小川原湖は、水深 16-18m に塩分躍層をもつ汽水湖（面積 63.2	
 
km2）で、表層水中の塩分濃度は１‰だが、躍層下の湖水中のそれは約 10‰と高い比重
である。2009 年秋にこの湖中央部（水深 26m）で掘削された約 20ｍ長コアの深度 0-10	
 m
程度には縞状葉理の存在が複数のコアで確認され、過去数千年間の高精度な連続記録媒
体と判明した。本研究の目的は、このコア試料中から堆積時の湖水中の塩分濃度の指標
を保存している相を分別抽出し、そのストロンチウム同位体比測定から、過去の湖水の
塩分濃度変化を復元できるかどうかを検討することである。	
 
	
  このコアの約 10 層準から分取した堆積物試料２ｇからテシエの抽出法などで、間隙
水、粘土鉱物中の交換イオン、炭酸塩、鉄マンガン水酸化物、有機物の各成分を順次抽
出した。珪酸塩成分が残渣として残る。これらの抽出液から、北大院地球環境に既設の
クリーンルーム内でストロンチウムを単離し、国立科学博物館設置の表面電離型質量分
析計 Triton または北大理学部 X 線分析室設置の MAT262 での測定に供した。Triton で
同時に測定した NIST-SRM987 の 87Sr/86Sr 比は 0.710246±0.000002 が得られている。	
 
	
  2011 年 6 月 3 日にコア掘削地点の近傍にてほぼ１ｍ間隔で水深別に湖水を採取して、
流入河川試料とともに化学分析と 87Sr/86Sr 比測定を行なった。湖水中の 87Sr/86Sr 比と
塩分濃度の代表としてのナトリウム濃度との相関を取ると、その測定値は流入河川水の
測定平均値（87Sr/86Sr 比：0.706355;	
 [Na]	
 =	
 31	
 ppm）と海水の文献値（87Sr/86Sr 比：
0.7091〜0.7092;	
 [Na]	
 =	
 10556	
 ppm）との混合曲線上にきれいに並んだ。	
 
	
  同一堆積物試料から抽出した５つの相のうち、陸源の有機物が大部分を占めているた
めか、どの層準でも有機物相中の 87Sr/86Sr 比は他の相の値よりも明らかに軽く、古塩分
濃度の指標としては適さないと考えた。また、間隙水の値にはコア採取時の湖水などの
汚染のためか、他相の値よりも明らかに軽い層準がいくつかある。残る３つの相（交換
イオン、炭酸塩、水酸化物）は試料ごとに値が連動していることが多いが、中でも「炭
酸塩相」中の 87Sr/86Sr 比の値の変動は、層序学的に推測される堆積環境の変動と大変よ
く同期しているように見える。コア深度約 10.4m（暫定的に炭素 14 年代で約 4600 年前）
より上層は現在のような汽水層、下層は主に海成層と層序学的に区分されているが、コ
ア深度 15〜17	
 m 付近は貝殻を含まないため、海成層ではなく汽水層なのではとも推測
されていた。現在、湖底表層の堆積物中の「炭酸塩相」中の 87Sr/86Sr 比の値を測定して、
湖水中の Sr 同位体比の垂直分布のどの深さでの値に相当するかを検討している。	
 
	
  Sr isotopic ratios in core sediment of Lake Ogawara and paleo-salinity indicators
*K. Toyoda1, S. Yoneda2, H. Yonenobu3 (1GSES, Hokkaido Univ., 2Dept. of Science and Engineering,
National Museum of Nature and Science, 3Grad. School of Education, Naruto Univ. of Education)
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3B08

化石サンゴのウラン系列年代測定を用いた、琉球列島黒
潮流域の放射性炭素海洋リザーバー年代への考察	
 	
 
○関有沙 1,2、横山祐典 1,2、鈴木淳 3、宮入陽介 1、菅浩伸 4、松崎
浩之 5、Tezer Esat6、Stephen Eggins6
（1 東大大気海洋研高解像度環境解析研究センター、2 東大理学系
研究科、3 産業技術総合研究所、4 九大地球社会統合科学府、5 東
大総合博物館、6 オーストラリア国立大学地球科学研究所）

海洋の放射性炭素リザーバー効果を復元することは、気候変動に大きな影響を及ぼす
過去の海流変動を理解する上で重要である。高層大気で生成され、大気中に拡散した放
射性炭素は海洋表層で海水中に取り込まれる。また、放射性炭素が枯渇した深層水が湧
昇により海洋表層にもたらされることにより、海洋表層の放射性炭素リザーバー効果は
地域間で異なることが知られている。従って、過去の放射性炭素リザーバー効果を復元
することで、海流の変動を復元することができる（e.g., Yokoyama et al., 2001）。
琉球列島を含む黒潮流域では、年代既知の試料の放射性炭素の分析により、黒潮の流
れに沿って地域的なリザーバー効果の値が変化していることが報告されている（Yoneda
et al., 2007）
。つまり、黒潮流域は、海流の影響にリザーバー効果が敏感に反応する海域
である。しかし、リザーバー効果復元に適した年代既知の試料が限られていることから、
これまで黒潮流域のリザーバー効果の研究は十分に行われてこなかった。
化石ハマサンゴ（Porites sp.）は、古気候復元に広く用いられている種であるととも
に、ウラン系列年代測定によって正確に年代決定を行うことができる。したがって、ウ
ラン系列年代測定による年代を用いることで、年代既知の試料と同様にリザーバー効果
を復元することが可能である。
そこで本研究では、化石サンゴを用いて過去の黒潮流域のリザーバー効果を算出する
ことを目的とし、研究を行った。本研究では、沖縄県久米島の隆起サンゴ礁から化石ハ
マサンゴの採取を行い、放射性炭素の測定とウラン系列年代測定を行った。放射性炭素
年代測定の前処理は東京大学大気海洋研究所で行い、測定は東京大学総合研究博物館の
タンデム加速器研究施設（MALT）のタンデム加速器質量分析計を用いて行った。ウラ
ン系列年代測定は、オーストラリア国立大学地球科学研究所にて行った。測定には
MC-ICP-MS（多重検出器型誘導結合プラズマ質量分析計）を用いた。
測定結果を基に Marine13（Reimer et al., 2013）を用いてリザーバー効果を算出した結
果、黒潮流域では完新世の中でリザーバー効果の変動が見られることが明らかになった。
Reconstruction of past marine reservoir ages in Kuroshio region, Ryukyu, using U-Seires dating
of fossil corals
*A. Seki1,2, Y. Yokoyama1,2, A. Suzuki3, Y. Miyairi1, H. Kan4, H. Matsuzaki5, T. Esat6 and S.
Eggins6 (1AORI, UTokyo, 2School of Science, UTokyo, 3AIST, 4Graduate School of Integrated
Sciences for Global Society, Kyushu Uni., 5The University Museum, UTokyo, 6RSES, ANU)
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3B09

石筍中の流体包有物の水の同位体組成の分析による
最終氷期の気温推定
○植村立 1、仲本壮志 1、三嶋 悟 1、浅海竜司 1、儀保雅一 1、
眞坂昴佑 1、Chen Jin-Ping3、 Chung-Che Wu3、 Yu-Wei Chang3、
Chuan-Chou Shen3
（1 琉球大理、2Dept. of Geosci., National Taiwan University）

背景
古気候復元の研究に多く利用されている鍾乳石には、正確に絶対年代を決定できると
いう長所がある。一方で、気候変動の指標として広く用いられる CaCO3 の酸素同位体
比（δ18Oc）は定量的解釈が困難なことが多い。この点を解決する有望なプロキシとして
鍾乳石の流体包有物が注目されている。高湿度の洞窟内では、流体包有物の水は、滴下
水の酸素同位体比（δ18Ow）を反映していると考えられる。本研究では、流体包有物中
の水の水素・酸素安定同位体比を測定する手法を開発し、沖縄県の鍾乳石に適用した。
同一サンプルの δ18Oc と δ18Ow を両方測定することで、現在と最終氷期の CaCO3-H2O の
酸素同位体分別係数を求め、石筍生成時の気温復元を試みた。
試料・実験方法
沖縄県玉泉洞において採取した３個の石筍を用いた。同一年代層を切り出し、扇形に
分割することで、同一層から複数試料を測定することで再現性を評価した。試料の年代
は U-Th 法により決定した。流体包有物の水は、真空下で鍾乳石を破砕し、液体窒素で
回収した。抽出した水は、精製後、乾燥窒素ガスで希釈し、キャビティーリングダウン
式分光計 (L2130-i Picarro) で測定した。
結果
石筍試料による繰り返し精度（1σ, n = 33）はδ18O で±0.24‰、δD で±1.9‰、d-excess
で±1.5‰であった。開発した装置の測定可能レンジは液体の水で 0.02-0.30 μL、CaCO3
量としては 20-300mg 程度で測定可能である。71-133 年前に成長した石筍の流体包有物
の同位体組成は、現在の沖縄の降水と予測される変動範囲内で一致していた。この石筍
の酸素同位体分別係数から気温を推定したところ、22.0 ± 1.6 ℃であり、気象観測値と
整合的であった。最終氷期(25.5-26.5 kyr BP)の試料については、Hendy Test の結果、δ18Oc
が動的同位体効果を受けている層があることが示唆された。δ18Ow も数百年スケールで
1‰以上の大きな変動を示しており、推定気温の変動幅も大きくなった。複数層の平均
値としては、最終氷期の推定気温は 17.4 ± 3.6 ℃であった。
Oxygen isotope analysis of speleothem water inclusion: glacial temperatures reconstruction
*R. Uemura1, M. Nakamoto1, S. Mishima1, R. Asami1, M. Gibo1, K. Masaka1, C. Jing-Ping2,
C-C Wu2, Y-W Chang2, and C-C Shen2 (1Univ. of the Ryukyus, 2NTU)
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3B10

ニオウミドリイシ骨格による古環境復元：グレートバリ
アリーフの最終氷期水温推定と飼育実験による検討	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○鈴木	
  淳 1、西田	
  梢 1、石村豊穂 2、岡井貴司 1、井口	
  亮 3、
井上麻夕里 4、横山祐典 5
（1 産総研、2 茨城高専、3 沖縄高専、4 岡山大、5 東大大気海洋研）

	
  世界最大のサンゴ礁である豪州沖グレートバリアリーフ（GBR）で実施されたIODP
Exp. 325では、最終氷期最盛期を含むサンゴ礁堆積物の掘削に成功した。しかし、古環
境解析に適した塊状ハマサンゴ化石は少なく、ニオウミドリイシ属（Isopora spp.）が多
く含まれていた。ニオウミドリイシ属は、従来ミドリイシ属（Genus Acropora）の亜属
とされてきたが、最近の形態学的・分子生物学的検討により、独立した属とされたもの
である。採取されたサンゴ化石は、塊状、被覆状、あるいは太枝状で、Isopora palifera (ニ
オウミドリイシ)あるいはI. cuneata (ヒラニオウミドリイシ)に比定されるが、種レベル
の同定は困難であった。ハマサンゴ属は年輪が明瞭で月単位の時系列記録が得られるが、
ニオウミドリイシ属は複雑な骨格成長様式を持ち、数年分の骨格を混合したバルク試料
を採取して年平均値を議論する方法を採用した。薄片による二次生成物の有無、粉末X
線解析による方解石含有量などにより試料の続成変質を評価して、良質の試料のみ選択
した。その結果、GBR北部（Noggin Passage, 17.1°S）では最終氷期最盛期から融氷期に
掛けての過去2万年間の水温上昇は約5℃と推定された（Felis et al., 2014）。
	
  ニオウミドリイシ属骨格組成を用いた水温復元能力を確認するため、沖縄産のニオウ
ミドリイシを用いて水温21〜30℃の５段階で約１ヶ月間の恒温飼育実験を行った。期間
中に形成された骨格の酸素同位体比は水温と直線関係を示し、水温依存性はおよそ
-0.15‰/℃で、ハマサンゴ属と類似している(Nishida et al., 2014)。この結果は、ニオウミ
ドリイシ属を用いた古環境解析の有効性を示すものである。
<文献>【1】Nishida, K., Iguchi, A., Ishimura, T., Sakai, K., Suzuki, A. (2014) Skeletal isotopic
responses of the Scleractinian coral Isopora palifera to experimentally controlled water
temperatures . Geochemical Journal, 48, e9-e14. 【2】Felis, T., McGregor, H.V., Linsley, B.K.,
Tudhope, A.W., Gagan, M.K., Suzuki, A., Inoue, M., Thomas, A.L., Esat, T.M., Thompson,
W.G., Tiwari, M., Potts, D.C., Mudelsee, M., Yokoyama, Y., Webster, J.M. (2014)
Intensification of the Meridional temperature gradient in the Great Barrier Reef following the
Last Glacial Maximum. Nature Communications, 5, 4102, doi: 10.1038/ncomms5102
Climate signal recording ability of Isopora corals: SST reconstruction during the LGM in the
Great Barrier Reef and testing by coral culture experiment
*A. Suzuki1, K. Nishida1, T. Ishimura2, T. Okai1, A. Iguchi3, M. Inoue4 and Y. Yokoyama5
(1Geological Survey of Japan, AIST, 2Ibaraki Institute of Technology, 3Okinawa Institute of
Technology, 4Okayama Univ., 5 Ocean Research Institute, Univ. Tokyo)
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3B11

220 万年前から 290 万年前の堆積物に基づく北大西洋の
環境変動とパナマ地峡の閉鎖	
 
○藤田 周 1，宮川 千鶴 1，佐藤 雅彦 1，北 逸郎 1，大野 正夫 1，
桑原 義博 1，佐藤 時幸 2，林 辰弥 3，齋藤 めぐみ 4
（1 九大比文，2 秋大国資，3 御船恐竜博，4 国立科博）

	
  北大西洋は，海洋の熱塩循環の開始地点であり，この海域の氷床拡大・縮小現象は世
界の海洋循環を支配している．氷床の拡大・縮小現象は，この海域に流出した氷山に伴
う漂流岩屑（IRD）を指標として研究されてきたが，生物・化学的な指標はほとんど報
告されていない．我々は，本学会で，IODP によって同海域で掘削された現在から約 110
万年前の堆積物コア（IODP Site U1308）中の石灰質ナンノ化石量と有機窒素・炭素含有
量，その δ15N 値と δ13Corg 値および水銀量と IRD 量の変動関係には，明確な相関関係が
あり，これらの生物・化学データが透光帯水塊構造のオービタルスケールの気候変動の
有効な指標となることを報告してきた（山下ほか, 2012）
．さらに，昨年度の学会では，
氷床出現・発達期（250−290 万年前）の堆積物コア（IODP Site U1314） を用いて，オ
ービタルスケールと千年スケール（250−255 万年前）の同様な気候変動解析を行い，そ
の有効性と普遍性を報告してきた（水田ほか，宮川ほか）．
今回，同 IODP Site U1314 コアの氷床出現・発達期（220−290 万年前）の上記生物・
化学データと岩石磁気学データ（IRM-0.1T/IRM1.0T 比）および鉱物組成との変動関係に基
づいて，パナマ地峡の閉鎖（約 270 万年前）やガウス−松山地磁気逆転（258-260 万年前）
の北大西洋の海洋透光帯環境への影響について，次の結果を得たので報告する．１）約
270 万年前を境に，石灰質ナンノプランクトンの群集変化（特に，寒冷種）と δ15N 値お
よび堆積物コアの主要構成鉱物の含有量に明確な変化が観測された．２）この変化は，
北大西洋深層流強度の指標となる IRM-0.1T/IRM1.0T 比の急激な変化と対応しており，北
大西洋の海洋循環がパナマ地峡の閉鎖によって変化したことを示唆している．３）ガウ
ス−松山地磁気逆転後の約 5 万年間に亘って，石灰質ナンノプランクトンの寒冷種数が
激減し，有機物の δ15N 値と δ13Corg 値の変動幅が特に小さくなっている．この時期に
IRM-0.1T/IRM1.0T 比の変動パターンに大きな変化がないことから，この時期のナンノプラ
ンクトンの群集変化は，海流循環の変化ではなく，地磁気逆転の影響である可能性が考
えられる．

Climatic change of North Atlantic Ocean and the final closure of the Isthmus of Panama based
on marine sediment during a period from 2,200 and 2,900 ka.
*S. Fujita1, C. Miyagawa1, M. Sato1, I. Kita1, M. Ohno1, Y. Kuwahara1, T. Sato2, T. Hayashi3,
and M. Saito4 (1Kyushu Univ., 2Akita Univ., 3Mifune Dinosaur Museum, 4National Museum of
Nature and Science)
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3B12

中部日本における酸素同位体比変動の新解釈	
 
○栗田直幸 1
（1 名古屋大学大学院	
  環境学研究科）

近年，マルチプロキシーを使った古気候復元研究が数多く行われるようになってきた
反面，プロキシー間で逆の解釈になる問題も報告されるようになってきた．例えば，｢湖
沼堆積物から復元した過去の植生は，現在よりも降水量が低下したことを示したが，有
機物等の酸素同位体比は，同時期に降水量が増加したことを示した．｣などという話し
を最近よく耳にする．これは，｢同位体プロキシーは、降水量の指標である｣という解釈
が過去に遡って普遍的でない可能性を示しており，同位体プロキシー解釈を再考するこ
とを求めている．そこで本研究では，酸素同位体比変動を規定している降水の同位体比
と気候変化の関係について詳細な解析を行い，酸素同位体比解釈の再考を行った．
本研究では，日本において最も同位体データが充実している中部日本(太平洋沿岸地
域)を対象領域とし，まずは，この地域で行われたイベント毎の降水同位体比データを
使って，日々の大気循環場の変化と同位体比変化の応答を明らかにした．そして次に，
その結果を，過去 18 年間東京で行われた月単位の降水同位体観測データに応用し，年々
の同位体比変化が，大気循環場の変化とどのように結びついているか解析を行った．
結果をみると，夏期における日々の同位体比変化は，水蒸気起源の変化，および起源
から観測地までの輸送途中にもたらされる降水量に依存していることが明らかとなっ
た．一方，冬期降水では，やはり降水量には依存せず，日本の太平洋沿岸沖を通過する
｢南岸低気圧｣に伴う降水のみ顕著に低い同位体比が観測された．
次に，夏期降水の年々変動を解析したところ，興味深いことに，季節平均値の同位体
比変化は降水量変化に依存せず，主に亜熱帯由来の水蒸気の寄与率変化が支配的であっ
た．特に，亜熱帯から運ばれてきた水蒸気が多く降水をもたらした年には，相対的に高
い同位体比を示した．冬期には，冬期の総降水量に対する南岸低気圧由来の水蒸気寄与
率によって，冬期の平均値が変化していた．このことから，中部日本における，夏期，
および冬期の同位体比の年々変化は，降水量や気温の変化よりも，大気大循環場の変化
に依存していると結論づけられる．そこで，このことを証明するために，東京で観測さ
れた 18 年間のデータと地上気圧の空間相関解析を行った．結果をみると，夏期の同位
体比変化は，小笠原高気圧の強弱に対応しており，高い同位体比が観測される年は，小
笠原高気圧の勢力が強い年であった．一方，同位体比が低い年は，小笠原高気圧の張り
出しが相対的に弱く，北から相対的に寒冷な気団が南下していた．ENSO に対する応答
は，今回の結果からはみられなかった．冬期は，南岸低気圧の発生・およびその輸送経
路が，北東アジアモンスーンの強弱と関係しており，強い北西風が観測される年には，
南岸低気圧の影響が小さくなることが明らかとなった．
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3B13

Os 同位体層序による南鳥島周辺の赤色粘土堆積物の堆
積年代決定の試み
○鈴木勝彦 1，野崎達生 1，飯島耕一 1，高谷雄太郎 1，
藤永公一郎２，加藤泰浩 1,2
（1 海洋研究開発機構、2 東京大学）

2011 年に太平洋の深海にレアアース濃度の高い堆積物が拡がっていることが報告さ
れた(Kato et al., 2011)のち，我々は太平洋プレート上にあり，レアアース濃集海域を通
過してきたと考えられる南鳥島周辺の調査を行ってきた(KR13-02, MR13-E02 leg2,
KR14-02，すべて首席は飯島)。2013 年 1 月の深海調査研究船「かいれい」による調査
航海(KR13-02)では，島の南方の水深 5000m を超える海底の下 3m の場所に，総レアア
ース濃度が 0.6 %を超える非常に高濃度のレアアースを含んだ赤色粘土堆積物があるこ
とを発見した(鈴木ら, 2013)。この濃度は，それまでに見つかっていた太平洋のレアアー
ス堆積物の数倍に達するものである。
レアアースの濃集プロセスを明らかにし，堆積時の海洋環境との対比を行うには，採
取されたコアに年代軸を入れる必要がある。そこで，本研究では，海水のオスミウム(Os)
同位体比の変動曲線に，堆積層各層の Os 同位体分析値をフィッティングして年代を決
めていく Os 同位体層序による年代決定を試みた。海水の Os 同位体比は，同位体比の低
いマントルからの Os (187Os/188Os~0.13，熱水活動によって海に供給される)，同じく同位
体比の低い隕石や宇宙塵などの地球外物質の Os (187Os/188Os~0.13)，と，同位体比が非常
に高い大陸からの Os(187Os/188Os~1.0-1.4)の三者のバランスによって変動する。マンガン
クラストでは，この Os 同位体層序を用いた年代決定がすでに行われている (Klemm et
al., 2005 など)。
我々は KR13-02 航海において南鳥島南方で採取した PC05 堆積物コアの Os 同位体比
の分析を行い，その予察的な結果から，次の 2 点を明らかにした。(1) 高濃度レアアー
ス堆積物の堆積年代は，Eocene-Oligocene 境界と一致していること。(2) 高濃度層の前
後にハイエタスが存在している可能性が高いこと。地質学的には，Eocene-Oligocene 境
界の時期には，タスマニア海峡，ドレーク海峡が開いたために，海水の循環が激しくな
り，それに伴って海水の化学組成も変化，温暖気候から寒冷化への変化した時代である。
また，海山では盛んにリン酸化が起きた時期でもある(Hyeong et al., 2013)。これら海洋
環境の変化や海水組成の変化と，赤色粘土堆積物中のレアアースが高濃度に濃集した時
期との関係性を今後明らかにしていきたいと考えている。
Dating of deposition of rare earth rich sediments around the Minamitorishima Island through the
Os isotope stratigraphy. *K. Suzuki1, T. Nozaki1, K. Iijima1, Y. Takaya1, K. Fujinaga1, and Y.
Kato1,2 (1JAMSTEC, 2Univ. Tokyo)
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3B14
(Invited)

北極海における過酸化水素の分布	
 
○	
 近藤能子 1、小畑元 2、大木淳之 3、山下洋平 4、西岡純 5、
久万健志 3
（1 国立極地研究所、2 東大大気海洋研、3 北大院水産、
4
北大院地球環境、5 北大低温研）

	
  雨水に高濃度で含まれる過酸化水素は、大気中では硫化ジメチルの酸化など、オゾン
と共にその酸性度を高める物質として知られているが、海洋表層においても微量金属の
酸化還元反応や溶存有機物の循環および微生物群集の生物生産に影響を与える因子と
して重要な物質である。特に、窒素やリンのような栄養塩と並び、海洋一次生産を律速
する要因として認識されている鉄の循環においては、過酸化水素は酸素と共に酸化剤と
して海水中の溶存態の鉄の存在形態に大きな影響を与えるため、その分布動態の把握は
大気海洋間の相互作用を理解する上でも重要であると考えられる。	
 
	
  海水中における過酸化水素のソースとしては、溶存有機物の光分解、生物生産、鉄や
銅のような微量金属の還元種の酸化および降雨の流入が挙げられる。このうち、溶存有
機物の光化学反応が海洋表層における主要な生成ルートと考えられており、過酸化水素
濃度が光化学反応のインデックスとしても使われることもある。一方、シンクとしては、
主に微生物や植物プランクトンが生成するカタラーゼやパーオキシダーゼなどの酵素
作用および生物による分解が挙げられるが、微量金属の酸化還元反応過程でも過酸化水
素は消費される。これらの生成源・消失源はともにそれぞれの寄与率が海域や深度、時
間で異なるため、海洋における過酸化水素の分布パターンは一様ではない。	
 
	
  これまで報告されている過酸化水素の海洋における一般的な濃度は、検出限界以下
（数ナノモル）から300ナノモル程度である。イベント的に生じた降雨の後の表層水中
の例を除けば、過酸化水素濃度は溶存有機物量の多い沿岸域や光照射量の高い低緯度域
で高くなると考えられているが、溶存有機物濃度は高いが光照射量の低い高緯度域であ
る北極海からのデータは限定されており、過酸化水素が北極海において微量金属の存在
状態や溶存有機物動態に与える影響は不明である。そこで、今発表では、これまでの海
洋における過酸化水素の分布動態に関するレビューを含め、GRENE北極海研究プロジェ
クト（http://www.nipr.ac.jp/grene/）の一環として2013年6月から8月に実施された北海道
大学練習船おしょろ丸C255次航海で得られた北極海（チャクチ海）における過酸化水素
の分布について紹介する。	
 
Distribution of hydrogen peroxide in the Arctic Ocean.
*Y. Kondo1, H. Obata2, A. Ooki3, Y. Yamashita4, J. Nishioka5 and K. Kuma3 (1National
Institute of Polar Research, 2Atmosphere and Ocean Research Institute, 3Graduate School of
Fisheries Sciences, Hokkaido Univ., 4Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido Univ.,
5

Institute of Low Temperature Science, Hokkaido Univ.)
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3B15

太平洋東部赤道海域から西部北太平洋における
微小エアロゾルの雲凝結核特性と化学組成
○河田綾 1、中山寛康 1, a、古谷浩志 1、成田祥 1、上田紗也子 2, b、
三浦和彦 2、植松光夫 1
（1 東京大、2 東京理科大、a 現在 東京都環境局、b 現在 名古屋大）

エアロゾルは雲凝結核（CCN）として働くことで雲粒となり、雲を形成する。CCN
の数濃度は、雲の反射率や寿命に影響するといわれている。通常、外洋上には、海塩や
硫酸塩などの粒子が存在する。しかし、粒径数百ナノメートル以下の微小粒子は数濃度
が高く CCN として中心的な働きをするにも関わらず、粒径の小ささ故に化学分析によ
る組成特定が困難であった。とりわけ、海洋生物起源の硫化ジメチル（DMS）は、大気
中で酸化されて硫酸塩の微小粒子を生成すると考えられており、生物的要因が CCN に
関係している可能性もある。本研究では、CCN の化学組成への依存性を把握する為、
学術研究船白鳳丸の KH-12-1 次航海（2012 年 1 月 30 日から 3 月 7 日）において、太平
洋の東部赤道海域から西部北太平洋上で海洋大気エアロゾルの粒径分布と CCN 数濃度
の連続観測を行った。一般に、小さい粒子ほど CCN になりにくく、その最小粒径は化
学組成と過飽和度で決まる。そこで段階的な過飽和度を設けて CCN を計数した。更に
粒子の化学組成を NaCl、(NH4)2SO4、シュウ酸のいずれかで仮定して CCN を計算し、
観測値に対する再現性を比較することで、微小粒子の化学組成の推定を行った。
バックグラウンドと考えられる清浄な海洋大気では、総粒子数濃度（TN）は平均 280
cm-3 であり、40-60 nm（エイトケンモード）と 160-230 nm（累積モード）に極大を持つ
二山型の分布がよく現れた。TN に対する CCN 数濃度の比率を活性化率（AR）と定義
すると、粒径分布と TN が AR の変動の決定因子であった。化学組成は AR の値を定め
る因子だが、化学組成の変化に起因する AR の変動は殆ど見られなかった。
過飽和度 0.1％では、およそ累積モード以上の粒径をもつ粒子が CCN となる。この過
飽和度での AR は、東部赤道海域起源で 38％、東部北太平洋起源で 23％、西部北太平
洋および大陸起源では 36％だった。東部赤道海域起源以外では気塊による変化が大き
く、最大 30％の差があった。全ての粒子の化学組成が NaCl、または(NH4)2SO4 だと仮定
すると、CCN 数濃度は観測値の約 1.2 倍以上になった。これをシュウ酸に置き換えた場
合、どの気塊でも良く再現できた為、累積モードの粒子はシュウ酸程度の活性化特性を
持つと分かった。但し、ダストイベント時の AR はシュウ酸より低かった。
過飽和度 0.2％以上では、エイトケンモードの粒子も CCN 活性の対象となってくる。
エイトケンモードの数濃度は気塊によって大きく異なっていた。この濃度が特に高い場
合、化学組成ごとの再現性の差は顕著であった。CCN 数濃度は海塩や硫酸アンモニウ
ムでよく再現され、また硫酸アンモニウムは観測値と相関が高く、エイトケンモードの
粒子はこれらの物質で構成されている可能性が高いと明らかになった。
CCN properties and chemical compositions of fine aerosols over the region from the eastern
Equatorial Pacific to the western North Pacific.
*R. Kawata1, H. Nakayama1, a, H. Furutani1, Y. Narita1, S. Ueda2, b, K. Miura2 and M.
Uematsu1 (1Univ. of Tokyo, 2Tokyo Univ. of Sci., aTokyo Metro. Govern., bNagoya Univ.)
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3B16

日本海洋上大気エアロゾル中の生体活性微量金属に
関する研究
○奥 菜津美 1、武田 光市１、張 勁２、宗林 由樹３、中口 譲４
（１近畿大院・総合理工, 2 富山大, 3 京大化研, 4 近畿大・理工）

【目的】海洋には周期律表に表記されるほとんどの元素が存在しており、その分布傾向
も元素により大きく異なっている。これら元素は河川や大気を経由してもたらされると
考えられているが、その輸送過程については未だ解明されていない。一般に大気エアロ
ゾルの起源は自然起源と人為起源に大別され、それぞれ化学的な特徴を持っている。自
然起源には地殻や海水中に多く含まれる成分が、人為起源には化石燃料を燃焼によって
もたらされる成分が多く含まれる。従って洋上大気エアロゾルも様々な起源をもつもの
が存在することが予想される。そこで本研究では、白鳳丸 KH-10-02 次研究航海の際に
採取したエアロゾル試料を使用し、日本海洋上の大気エアロゾルに含まれる生体活性微
量金属とイオン成分についての分析を行い、日本海洋上における化学成分の分布とその
起源の解明を目的とした。また分析結果から日本海への生体活性微量金属の乾性沈着量
を見積もった。
【方法】大気エアロゾル試料は、海洋研究開発機構白鳳丸の KH-10-02 次研究航海(2010
年 6 月 12 日～7 月 22 日)にてエアサンプラー(紀本電子工業製 AS-9 型)を用いて PTFE
ろ紙(ADVANTEC 社製)上に約 12 時間連続採取した。なお、ウィンドセレクターにより
後方からの大気流入はカットした。イオン成分の分析方法は、フィルターを 1/4 にカッ
トし Coarse(>2.5 μ 以上)と Fine(<2.5 μm)にそれぞれ分割し、超純水 15 g を加え、15 分間
超音波照射を行い抽出したイオン成分をろ過し、イオンクロマトグラフで分析した。生
体活性微量金属の分析はイオン成分同様フィルターを分割した後、HNO3、HClO4、HF
を加えて加熱分解をした後、誘導結合プラズマ発光分析装置(ICPMS8500 型)を用いて
Table Dry deposition flux of trace metal calculated for fine and
分析を行った。
coarse fractions of aerosols over The Japan Sea(JS3-JS61)
Flax (mg m yr )(n=39)
【結果】洋上大気のエアロゾルによるの生体活性微
Fine(<2.5μm)
Coarse(>2.5μm)
Total
Al
2.45
22.9
25.4
量金属の日本海への乾性沈着量を Table に示した。
Cr
0.73
0.00
0.73
Mn
0.06
0.50
0.56
Al,Mn,Fe,Ni,Cu,Pb は全乾性沈着量の 90％以上が粗
Fe
0.68
6.20
6.88
0.00
0.00
0.00
大粒子中に含まれており、Zn は 70％以上であった。 Co
Ni
0.01
0.72
0.74
Cu
0.00
4.11
4.11
Cr は微小粒子のみによる供給が、Co,Cd は大気を経
Zn
0.22
0.74
0.96
-2

Cd

0.00

0.00
由した供給の可能性はほとんどないと考えられた。 Pb
Studies on the Bioactive trace metals in the aerosol over the Sea of Japan

-1

0.00
0.06

0.00
0.06

*N. Oku1, K. Takeda1, J. Zhang2, Y. Sohrin3, Y. Nakaguchi4 (1Graduate School of Sci. &
Engineer. Res., Kindai Univ. 2Toyama Univ., 3Institute for Chemical Research Kyoto Univ.,
4
School of Sci. & Engineer., Kindai Univ.,)
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3B17

北海道噴火湾における揮発性有機ヨウ素化合物の
経年変化
○清水悠作 1、大木淳之 2、久万健志 2、大西広二 2、亀井佳彦 3、
小林直人 3
（1 北海道大学大学院水産科学院、2 北海道大学大学院水産科学研
究院、3 北海道大学水産学部）

海 水 中 に存 在 する CH2 I2 、 CH2 ClI 、CH3 I な ど の 揮発 性 有 機ヨ ウ 素 化合 物 (Volatile
organoiodine compound；VOI)は海洋から大気へのヨウ素の主なキャリアーである
[McFiggans et al.,2000 など]。これら VOI は海洋植物の作用により生成されることが
知られているが[Hughes et al., 2006 など]、海洋における季節変化や生成過程などは
明らかにされていない。本研究では、VOI と生物生産性や有機物分解との関係を明らか
にするため、北海道噴火湾で VOI と生物化学パラメータのモニタリングを行った。
北海道大学水産学部付属練習船うしお丸の実習航海にて、2012 年 3 月～2014 年 6 月（継
続中）のほぼ隔月で、噴火湾海盆域の Stn30(42°16.2’N, 140°36.0’E, 水深 90 ｍ)
において、CTD-RMS 観測にて表層から底層まで 10 層の海水を採取した。VOI（CH2 I2 、
CH2 ClI、CH3 I）濃度はパージ＆トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法、クロロフィ
ル-a 濃度は蛍光光度法により測定した。
各年とも、春季（3～4 月）にクロロフィル-a 濃度は年間ピークに達した。これは、噴
火湾で例年起きている植物プランクトンの春季ブルームを表しており、5 月以降に表層
で栄養塩が枯渇することによりブルームは終了する。ブルーム終了後には、生物生産性
は低くなり、有機物の分解が進行する。
VOI 濃度は 5 月以降に増加しており、6 月から 8 月に年間ピークに達した。これより、
ブルーム後の植物プランクトンが老化・死滅する時期に、VOI が多量に生産されること
が分かった。しかし、増分は年によって異なっており、特にCH2 I2 で顕著な差を示した。
4 月から 6 月のCH2 I2 増加は、2012 年では 570 倍（水柱積算量 0.09→51 nmol/m2）、2013
年は 250 倍（水柱積算量 0.01→2.5 nmol/m2）であった（図）。この経年差は、有機物分
解の進行度合いに依存する可能性があるので、栄養塩や溶存酸素など各パラメータと比
較検討する予定である。

図：2012 年 3 月～2014 年 5 月の、VOI と Chl-a の水柱積算量

Time series observation of volatile organoiodide compounds in Funka Bay,Hokkaido
*Y. Shimizu1, A.Ooki1, K. Kuma1, H. Oonishi1, Y. Kamei2, N. Kobayashi2 (1Graduate School of
Fisheries Sciences, Hokkaido Univ., 2Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido Univ.)
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3B18

微生物による DMS 生成に及ぼす無酸素ストレスの影響
○大森裕子 1、谷本浩志 1、猪俣
（1 国環研、2 筑波大下田臨海）

敏 1、和田茂樹 2

【はじめに】
硫化ジメチル（dimethyl sulfide: DMS）は、主に海水中の植物プランクトンおよびバクテリア
によって生成され、大気中に放出される。大気中に放出された DMS は、酸化されて雲凝結核と
なり雲形成に寄与することから、気候に影響を与える物質として注目されている。最近の我々
の実験において、海水中の溶存酸素が枯渇した直後から、DMS 濃度が急増する現象が確認され
た[1]。この現象は、好気状態から無酸素状態になること（無酸素ストレス）で、DMS 生成が促
進されることを示唆している。実際に、大陸棚にある貧酸素層上部において DMS 極大層の形成
が確認されていることから、無酸素ストレスは海洋表層の DMS 分布に影響を及ぼす環境要因の
一つだと考えられる。しかし、無酸素ストレスによる DMS 生成プロセスへの影響はわかってい
ない。そこで、本研究では無酸素状態における DMS 生成速度および DMS の起源を調べた。
【方法】
好気および無酸素状態における DMS 生成速度を比較するために、バブリング実験を実施した。
沿岸海水を入れたガラス製容器下部から、純空気もしくは窒素ガスをバブリングし、海水中の
DMS をガス相に抽出した。抽出ガス中の DMS 濃度を、陽子移動反応質量分析計で連続的に測
定した。純空気もしくは窒素をバブリングした海水を、それぞれ好気状態、無酸素状態の海水
とし、バブリング中の DMS の純生産速度を求めた。また、DMS の主な前駆体として知られる
ジメチルスルフォニルプロピオネート（DMSP）の濃度を、実験前後で測定した。さらに、無酸
素状態における DMS 生成プロセスとして、ジメチルスルホキシド（DMSO）の還元の可能性を
確認するために、DMSO-d6 を海水に添加し、バブリング中の DMS-d6 濃度の変化を測定した。
【結果と考察】
好気状態の海水中において、DMS 濃度は変化しなかった。一方、窒素をバブリングした海水
では、バブリング開始から約 40 分で溶存酸素が枯渇し、無酸素状態となった後から DMS 濃度
が増加し始めた。無酸素ストレス下における DMS の純生産速度は 1.4 nM h–1 であり、植物プラ
ンクトンのブルーム時

（0.4 nM h–1）と比較しても、非常に高い値であった。DMSP 濃度は好

[2]

気状態の海水中で増加したが、無酸素ストレス下では 1.6 nM h–1 の速度で減少した。一方、
DMSO-d6 添加実験では、無酸素ストレス下で DMS-d6 濃度が変化しなかったことから、DMSO
は DMS の起源ではないことが示唆された。これらの結果から、無酸素ストレスによって DMSP
の微生物分解が促進され、DMS の急激な増加が起きたことが示唆される。
【参考文献】
[1] Omori et al. 2013. Limnol. Oceanogra.: Methods, 11, 549–560.
[2] Merzouk et al. 2006. Deep Sea Res. Part II, 53, 2370–2383.

High DMS production by microbial activity in response to anoxic stress
*Y. Omori1, T. Tanimoto1, S. Inomata1, and S. Wada2 (1NIES, 2 Shimoda Marine Research
Center, Univ. Tsukuba)
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3B19

高感度硫化水素測定法による海水中の硫化物の存在状
態の研究：分析法の確立と鬼界カルデラにおける観測
○中山典子、小畑元、蒲生俊敬、佐野有司
（東大大海研）

これまで硫化水素(H2S)は、主に海水中の無酸素層や海底堆積物などといった還元的
環境でバクテリアによる硫酸還元によって生成されるが、酸化的環境下ではすみやかに
酸化され消失すると考えられてきた。そのため、酸素を十分に含む酸化的な海洋環境に
おいては、その存在はほとんど無視されてきた。しかし、非常に報告例は少ないものの、
太平洋中緯度域 (Knaery and Cutter, 1993)や西部大西洋沿岸域(Cutter and Krahforst, 1988)
といった酸化的海水中においてもサブナノモルレベルの硫化水素が存在することが示
されている。非常に微量の硫化水素であるが、海洋生物生産に重要な役割を果たす微量
金属元素の濃度レベルは硫化水素と同じピコからナノモル程度であるため、遊離した硫
化物(H2Saq + HS- + S2-)が微量金属と反応し金属硫化物を形成することで溶存微量金属の
化学形態に大きく影響する可能性がある。さらに最近では、金属硫化物が微小なナノ粒
子クラスターとして天然水中で安定に存在していることが報告されており(Rozan et al.,
2000; Yucel et al., 2011)、金属硫化物のナノ粒子が形成されることによって硫化物の酸化
や解離を防いでいる可能性が示されている。このように酸化的な海水中においても、硫
化物が微量金属元素の生物地球化学的サイクルに果たす役割が議論されるようになっ
た。
本研究では、海水中の硫化物の存在状態とその生物地球化学的な役割を明らかにする
ことを目的に、遊離の硫化物および酸添加により金属硫化物をH2Sに変換して濃度を測
定する分析手法の確立、また実際の酸化的な海水中における硫化物の存在形態別濃度測
定を行った。海水中の溶存ガスをHeガスによるバブリングにより抽出し、抽出ガスに含
まれるH2Sをcapillary GC-FPD法により分離･定量した。Capillary GC-FPD法による微量硫
化水素濃度の検出限界は0.1 pmol/kg以下、繰り返し測定の標準偏差はピコモルレベルの
測定で5%以内であり、酸素を十分に含む酸化的な海洋環境における硫化物濃度の測定
に適用可能であることを確認した。確立した分析システムを用いて、2014年6月に行わ
れた新青丸KS-14-10次研究航海において、九州鹿児島市の南方約90kmに位置し、薩摩硫
黄島および竹島を含む東西約22km、南北19kmの国内でも有数の大きさをもつ鬼界カル
デラにおける海水中の遊離および金属硫化物についての鉛直分布の観測を行った。遊離
硫化物は底層付近で高い濃度分布を示した。また0.2 µmフィルターでろ過した海水と未
ろ過海水では、金属硫化物濃度はほとんど変わらず、金属硫化物の多くがナノ粒子で存
在していることが示唆された。
Biogeochemistry of trace sulfide species in oxic seawater of the Kikai caldera
*N. Nakayama, H. Obata, T. Gamo and Y. Sano (AORI, Univ. Tokyo)
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隕石衝突が引き起こす海洋酸性化と白亜紀末の生物大
量絶滅事件
○大野宗祐 1・門野敏彦 2・黒澤耕介 1・羽村太雅 3・境家達弘 4・
重森啓介 5・弘中陽一郎 5・佐野孝好 5・渡利威士 5・大谷一人 6・
松井孝典 1・杉田精司 3
（1 千葉工大惑星探査研・2 産業医大・3 東大新領域・4 阪大理・5
阪大レーザー研・ 6Institut national de la recherche scientifique –
Énergie Matériaux Télécommunications）

約 6600 万年前（白亜紀末）の生物大量絶滅は、巨大隕石の衝突により引き起こされた
と考えられている。しかし、天体衝突が引き起こした環境変動と大量絶滅の具体的なメ
カニズムは全く決着がついておらず、様々な仮説が乱立している。重要な鍵となるのは、
海洋での絶滅記録、特に海洋プランクトンの絶滅の理解であるが、これまでに提案され
ている絶滅機構の仮説では、地質記録に残る海洋生物の絶滅を説明することは非常に困
難であった。本研究では、大阪大学の高出力レーザーを用い、世界初となる宇宙速度で
の衝突蒸発・ガス分析実験に成功した。実験結果から、先行研究で想定されていた二酸
化硫黄ではなく、短期間で硫酸になる三酸化硫黄が隕石衝突で放出されることがわかっ
た。さらに理論計算を行ったところ、衝突で放出された三酸化硫黄は数日以内に酸性雨
となって全地球的に降ることと、その結果起こる深刻な海洋酸性化が明らかになった。

Impact–driven ocean acidification as a mechanism of Cretaceous–Palaeogene mass extinctions
*S.Ohno1, T.Kadono2, K.Kurosawa1, T.Hamura3, T.Sakaiya4, K.Shigemori5, Y.Hironaka5,
T.Sano5, T.Watari5, K.Otani6, T.Matsui1 and S.Sugita3 (1Planetery Exploration Research Center,
Chiba Institute of Technology, 2University of Occupational and Environmental Health,
3
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4Graduate School of Science,
Osaka University, 5Institute of Laser Engineering, Osaka University, 6Institut national de la
recherche scientifique – Énergie Matériaux Télécommunications)
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3B21
(Keynote)

海氷の生成と融解が極域海洋の物質循環に与える影響	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○野村大樹 1, 2
（1 北海道大学低温科学研究所、2 日本学術振興会）

1. はじめに
高緯度海域に分布する“海氷”は、海洋の約 1 割の面積を占めており（Comiso, 2010）、地
球規模の気候変動を制御する要因として大きな役割を担っている。物質循環の観点から
は、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、海
氷は、普段我々が目にする淡水氷とは異なり、多孔性の構造を持ち、気体や物質のやり
取りが起きる可能性を示した基礎的研究（Gosink et al., 1976）が、過去に報告されてい
た。近年では、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
質循環に果たす役割を把握する必要性が認識されつつあった。このような背景の中、発
表者の研究グループでは、海氷の生成と融解が極域海洋の物質循環に与える影響を把握
するため、室内実験や現場観測を実施してきた。本発表では、これまで実施してきた発
表の研究グループの成果を中心に述べる。
2. 海氷成長に伴う大気および深層海洋への炭素輸送プロセス
発表者の研究グループでは、これまでの物質循環研究の先入観を疑い、海氷を“無数の
穴の開いた蓋”として捉えることから始めた。そのため、まず初めに、2-1. 海氷生成を
再現して気体交換過程を調べる室内実験を行った。次に、2-2. 海氷域での氷上野外観測
を実施し、気体交換過程の現場検証を行った。
2.1. 低温室での海氷生成実験
海氷生成容器を低温室に設置し、海氷が生成・成長する際の容器上部の気相中CO2濃度
を測定する実験を行った（Nomura et al., 2006）。その結果、海氷からCO2が放出されて気
相中CO2濃度が増加する現象を捉えることが出来た。これは、海氷中ブラインの塩分濃
縮に伴う全炭酸濃度の増加、CO2溶解度の減少、炭酸系の平衡の変化によって、海氷内
のCO2濃度が、大気に対して過飽和となるため（Papadimitriou et al., 2003）、ブライン・
チャネルを通して海氷から大気へCO2が放出されたためであると結論づけた。本室内実
験は、結氷時の海氷が大気に対してCO2の放出源として働くことを示唆した。大気－海
氷間のCO2交換量は、海氷成長とともに増加し、その値は主に、大気－海氷中ブライン
間のCO2濃度差に依存した。また、海氷下海水の全炭酸濃度の測定から、海氷の母海水
に含まれる炭素の約7割が、海氷成長時のブライン排出により海氷下海水へ輸送される
ことを見積もった。これは、海氷から排出されたCO2の大部分が深層循環に取り込まれ
て海洋表層から隔離されることを意味している。
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2.2. 氷上野外観測
大気－海氷間の CO2 交換量を実測するため、オホーツク海、北極海、南極海の氷上でチ
ャンバー法を用いた野外観測を行った（Nomura et al., 2010a; 2010b; 2013a）。その結果、
実際の海氷においても室内実験と同様に、CO2 交換が起きることが分かった。また、大
気－海氷間の CO2 交換量は、a）海氷内部での CO2 濃度（大気中濃度は一定）と、b）海
氷面の物理的形態に依存することを発見した。まず a)の変化要因として、a-1）生物活
動による光合成・呼吸、a-2）海氷の生成・融解による海水の濃縮・希釈が挙げられる。
海氷融解時の生物地球化学成分と海水希釈率を調べたところ、海氷内部の CO2 濃度の変
化をもたらすのは、a-2）が支配的であることが分かった（Nomura et al., 2010a; Nomura et
al., 2010b）。次に b）の変化要因として、海氷表面に降り積もった雪の影響を考えた。海
氷表面と CO2 交換効率の関係を調べたところ、積雪量が増加すると CO2 交換効率が著
しく減少することが分かった（Nomura et al., 2010a; Nomura et al., 2013a）。また、これら
の海氷域での CO2 交換過程を南極海での観測航海の結果に組み込み評価した（Nomura et
al., 2014）
。
3. 海洋・海氷表面から大気への揮発性有機化合物（VOC）の放出
植物プランクトンに由来する硫化ジメチル（DMS: dimethylsulfide）は揮発性有機化合物
（VOC: volatile organic compounds）の一つであり、大気中で酸化されて雲核を形成する
働きがある（Charlson et al., 1987）。そして温室効果に対して負の影響を持つと信じられ
ている。従来の研究では、DMS に関しても、CO2 の場合と同様に、海氷は“蓋”とみなさ
れてきた。発表者の研究グループによる CO2 に関する研究結果を踏まえると、DMS も
海氷から大気へ放出されることが考えられた。特に、海氷内ではアイスアルジが増殖す
るため、海氷からの DMS 放出は顕著になると予測した。そして、昭和基地周辺の海氷
域での観測の結果解析より、アイスアルジが増殖した海氷内には DMS とその前駆物質
（DMSP）が高濃度で存在することを確認した（Nomura et al., 2011a）。また、大量の DMS
が海氷から大気に放出されることが分かった（Nomura et al., 2012）。一方で、DMS の放
出は CO2 観測同様に海氷表面の状態と、濃度に大きく依存することが分かった。さらに
アイスアルジの増殖に起因して、VOC の一つであるブロモホルム（CHBr3）も海氷内部
で生成していることも確認した（Nomura et al., 2011b）。

Effects of sea-ice growth and decay processes on the biogeochemical cycles in the polar oceans
*
D. Nomura 1, 2 (1 Inst. Low Temp. Sci., Hokkaido Univ., 2 JSPS)
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