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　高知大学海洋コア総合研究センター (以下センター)

の令和元年度の活動報告書をお届けします．

　本センターは，国際深海科学掘削計画 (IODP) で得ら

れた掘削コアを中核にした海底試料の分析・計測および

保管を任務とする共同利用・共同研究拠点 (以下共共拠

点) としての役割を果たすべく，国立研究開発法人海洋

研究開発機構 (以下，機構) との協力連携の下，施設・

整備の拡充・運営体制の改善に努めてまいりました．今

年度から共共拠点第2期中期計画の後半が開始されました．

地球掘削科学のみならず，地球生命科学の進展のため，

関連するコミュニティーとの先端的共同研究の推進，大

型研究施設の利便性向上を目指してまいります．また，

国際化，若手人材育成に向け一層邁進いたします．

　人事では，卓越研究員プログラムで採用した特任助教

が審査の結果，テニュアの講師に昇任しました．また，

共共拠点経費および自己資金を用いて，特任助教を1名採

用しました．その結果，令和元年度末の教員体制は，特

任を含め，教授6名，准教授1名，講師1名，助教6名の14

名となり，わずかですが増員が実現できました．

　運営では，地球掘削科学共共拠点の強化と国際化を前

年度に引き続き推進しました．本年度の共共拠点申請課

題の採択件数は128件 (前期56件，後期70件，随時2件；

うち7件がIODP特別支援枠に採択) でした．また，平成30

年度より開始した，地球掘削科学共共拠点プロジェクト

「古海洋コアビッグデータによる未来地球の描像―温暖

化地球 (400ppm超CO2ワールド)の読解―」の中核となる

コア・データ・アーカイブを担当する「学術コアレポジ

トリー運用室」を発足させ，冷蔵保管庫の一区画 (1番保

管庫) を「学術コアレポジトリー/KU-Academic-based Core
repository: KU-ABCR」として整備し，ホームページ等刷

新により国際情報発信力の強化に努めました．さらに，

高知コアセンター (KCC) 分析機器群共用システムの自

主運用の拡大を図った結果，本年度の機器利用件数は増

加し (45件；内訳は企業10件，研究教育機関13件，学内

利用22件)，機器利用料金は前年度に比べて約2倍に増加

しました．共用システムを利用し取得した分析結果をも

とに，県内高校科学部が，第69回高知県高等学校生徒理

科研究発表会最優秀賞，第63回日本学生科学賞入選2等を

獲得しました．

　研究活動では，1) 年代ビッグデータ再生，2) スーパー

間氷期の古海洋マッピング，3) 地球温暖化に対する微小

プランクトンの初期応答の3つの重点研究領域を設定し，

研究課題を国際公募した結果，7カ国 (NZ・独・英・日・

中・台・仏) 13機関・研究者の研究課題が採択され，国

際共同研究を開始しました．本プロジェクト第1回国際

ワークショップWorkshop on the Paleoceanographic Big
Data: Chronostratigraphic data assimilationは，ニュージー

ランド・ベルリン・東京を結ぶon line会議形式で開催し

ました．また，昨年度に引き続き，1) 四国沖および九州

パラオ海嶺における「ちきゅう」を用いた表層科学掘削

プログラム (SCORE) のプロポーザルの作成，2) 「熱－

水－物質の巨大リザーバ：全球環境変動を駆動する南大

洋・南極氷床」(新学術領域研究)，3)「4次元統合黒潮圏

資源学の創成」(文部科学省特別経費;プロジェクト分)，

等を推進しました．これらの成果は，Nature Communica-
tionsを含む国際誌に多数掲載されました．特に，臼井特

任教授は国際海底機構 (ISA ; International seabed Authority)
が提供する海底鉱物資源に関わる研究論文 (第1版：マン

ガン団塊) 著作者分析の項目において, most prolific authors
(論文数)ランキングで世界6位にランクされました．

　国際連携・交流活動では，センター客員教員制度，JST
さくらサイエンスプラン，JSPS外国人招聘プログラム等

を利用して多数の研究者を招聘し，共同研究を推進しま

した．また，国際海底機構のtraining courseをセンターで

実施しました．

　アウトリーチは，本年度も講演会，見学を積極的に受

け入れました．特に，アイスランド共和国とUAEの駐日

特命全権大使，中国科学院副委員長等の要人の方々に視

察していただきました．

　本年度の特記事項は，年度末に発生したCOVID-19の
蔓延でした．そのため，例年予定した共同利用成果発表

会やコアスクール，さらに連携協定を締結している秋田

大学国際資源学部とのシンポジウムの実地開催が中止・

延期になりました．さらに，3月に実施が予定されていた

共同利用の受入を自粛することになり，利用者に多大な

ご不便をおかけすることになりました．紙面をお借りし

てお詫びいたします．

　今後とも引き続き本センターの活動についてご理解い

ただき，今後の活動に資するご意見，ご助言を頂くこと

ができれば幸いです．

高知大学 海洋コア総合研究センター長　徳山 英一

まえがき Preface



○国立大学附置研究所・センター会議第1部会

口絵:令和元年度主な出来事 Highlights in FY2019

第64回国立大学附置研究所・センター会議第1部会においてホ
スト校として部会及びシンポジウム「海が拓く新時代」を開催
した（10月4・5日）．

拠点研究プロジェクトの第１回国際ワークショップが，ライブ
中継併用で開催された（2020年2月20日）．スクリーンに映る
はベルリン自然史博物館のLazarus博士．

○国際海底機構（ISA）論文データベース分野別
　世界6位にランクイン

海底鉱物資源に関わる研究論文（第1版：マンガン団塊）著作
者分析の項目において，本センター臼井特任教授がmost prolific
authors（論文数）ランキングで世界6位に位置づけられた．

「1973年に掘削されたレガシー試料の再解析」による発見．
古海洋ビッグデータワークショップで講演する筆頭著者の松井
特任助教．

○二国間共同研究によるアイスランド現地調査

アイスランド大学との部局間交流協定を結び，二国間共同研究
による現地調査を山本教授と指導学生らが実施．駐日アイスラ
ンド大使来訪，アイスランド日本大使館表敬訪問，大統領来日
記念晩餐会出席など，二国間連携研究環境の強化も図られた．

「JSTさくらサイエンスプラン」に応募採択され，中国（3名）・
台湾（2名）・韓国（4名）から９名の若手研究者を招聘した国
際コアスクールを11月に実施した．

○古海洋ビッグデータ国際ワークショップ

○過去2000万年の九州・パラオ海嶺連続堆積物発見

○国際コアスクール初開催



○地球電磁気・地球惑星研学会オーロラメダル受賞

修士2年の政岡さんが地球電磁気・地球惑星研学会第144回講
演会学生発表賞（オーロラメダル）を受賞．磁性細菌に関する
海洋研究開発機構高知コア研究所との共同研究成果である．

修士2年の泉さんが高知大学南瞑会賞ならびに地球環境史学会
年会 優秀発表賞を受賞．いずれも中心型珪藻殻の分離濃集に
より酸素同位体指標を高精度化させた研究が評価された．

○高知大学南瞑会賞ほか受賞

○若手教員研究優秀賞受賞

深海堆積物中の微小マンガン粒発見により地球上のマンガン賦
存量に関する新知見が得られたこと（Uramoto et al., 2019, 
Nature Communications, vol. 10, article no. 400）や，国際コ
アスクールを開催したことなどが評価され，高知大学研究顕彰
制度により浦本特任助教が表彰された（2020年2月）．

本共用システムを利用した県内高校科学部の研究成果が生徒理
科研究発表会 最優秀賞（2019年10月），日本学生科学賞入選
2 等（2019年12月）を受賞した．

○令和元年度センター構成員集合写真（2019年10月撮影）

○高知県内公立高校の教育活動に「高知コアセンター分
　析装置群共用システム」が貢献



令和元年度の主な来賓

2019年7月25日　
真先文部科学戦略官視察

2019年9月7日
中国科学院丁仲礼副院長

一行視察

近年のIODP航海乗船と高知からの乗船者

2019年10月4日　
西井学術機関課長一行視察

2020年1月8日
菱山科学技術・学術政策局長視察

2020年1月20日　
カリド・オムラン・スカイット・サルハン・

アルアメリ駐日UAE大使一行視察

2019年9月5日
山脇文部科学審議官，

JST濱口理事長一行視察









組織図 Organization

委員会 Committees

（拠点運営）JURC-DES

○協議会 Advisory Committee

開催日：2020年2月18日(火) ＊TV会議併用開催

○課題選定委員会 Review Committee

1. 概要 Overview

1-1. 組織・委員会 Organization & Committees

note:These names are subject to change

概要：「高知大学海洋コア総合研究センター規則」に基づ

き運営され，1.センターの共同利用・共同研究の実施に

関する重要事項について，センター長から諮問された事

項，2.その他，共同利用・共同研究の運営に関する事項

について審議を行う．高知大学海洋コア総合研究センター

長及びセンターの専任教員の教授又は准教授1名，その他

センター長が認めた者5名以内で，うち高知大学職員以外

の委員の数が1/2以上の構成．

氏名 Name 所属 Affiliation 職名 Title

磯部 雅彦
ISOBE, Masahiko

高知工科大学
Kochi University of Technology

学長【議長】
President, Chairman

井龍 康文
IRYU, Yasufumi

東北大学大学院 理学研究科
Graduate School of Science, Tohoku University

教授
Professor

石川 尚人
ISHIKAWA, Naoto

京都大学大学院 人間・環境学研究科（現富山大学）
Graduate School of Human and Environmental Sciences,
Kyoto University (moved to Toyama Univ. in Oct. 2019)

教授
Professor

富樫 茂子
TOGASHI, Shigeko

産業技術総合研究所
AIST

名誉リサーチャー
Emeritus Researcher

徳山 英一
TOKUYAMA, Hidekazu

高知大学 海洋コア総合研究センター
CMCR, Kochi University

センター長 特任教授
Director, Professor

岩井 雅夫
IWAI, Masao

高知大学 海洋コア総合研究センター
CMCR, Kochi University

副センター長 教授
Vice Director, Professor

概要：「高知大学海洋コア総合研究センター規則」に基づ

き運営され，広く全国の関連研究者から共同利用・共同

研究の課題を募集し，センターにおける共同利用・共同

研究課題の公募及び採否の決定について審議を行う．セ

ンターの専任教員の教授又は准教授3名，その他センター

長が認めた者5名で，うち高知大学職員以外の委員の数が

1/2以上の構成．

氏名 Name 所属 Affiliation 職名 Title

池原 研
IKEHARA, Ken

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門
Geological Survey of Japan, AIST

首席研究員【委員長】
Chief Researcher, Chairman
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開催日：第1回　2019年9月12日(木)

　　　　第2回　2020年3月17日(火)

（学内運営）CMCR, Kochi University

○運営委員会 Steering Committee

（海洋研究開発機構との組織間連携）　　

○連携推進協議会 KU-JAMSTEC Cooperation Council

氏名 Name 所属 Affiliation 職名 Title

廣野 哲朗
HIRONO, Tetsuro

大阪大学大学院 理学研究科 宇宙地球科学専攻
Graduate School of Science, Osaka University

准教授
Associate Professor

畠山 唯達
HATAKEYAMA, Tadahiro

岡山理科大学 情報処理センター
Information Processing Center, Okayama University of Science

准教授
Associate Professor

牛久保 孝行
USHIKUBO, Takayuki

海洋研究開発機構 高知コア研究所
Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC

技術研究員
Researcher

西尾 嘉朗
NISHIO, Yoshiro

高知大学 教育研究部総合科学系 複合領域科学部門
Interdisciplinary Science Unit, Kochi University

准教授
Associate Professor

岩井 雅夫
IWAI, Masao

高知大学 海洋コア総合研究センター
CMCR, Kochi University

教授
Professor

池原 実
IKEHARA, Minoru

高知大学 海洋コア総合研究センター
CMCR, Kochi University

教授
Professor

山本 裕二
YAMAMOTO, Yuhji

高知大学 海洋コア総合研究センター
CMCR, Kochi University

教授
Professor

概要：「高知大学海洋コア総合研究センター規則」に基づ

き運営され，1.センターの管理・運営に関する事項，2.

予算・決算に関する事項，3.業務計画に関する事項，4.

その他運営に関する必要な事項について審議を行う．セ

ンターの専任教員8名，各学系から選出された委員5名，

その他学長が指名する教職員の計14名で組織される．

開催日：2019年8月6日(火)

○高知コアセンター共同運営協議会 KCC Cooperation Committee

概要：

＜委員：各法人から3名以内の委員を選出＞（計6名）

　高知大学：研究担当理事，研究担当副学長，海洋コア

総合研究センター長

　JAMSTEC：経営管理担当理事，イノベーション・事業

推進部長，高知コア研究所長

＜審議事項＞

・包括連携協定書に掲げる連携・協力事項に関する方針

及び必要な事項（連携大学院や高知コアセンターの運

営など）

開催日：2019年1月22日(火)

概要：

＜委員：各法人から4名の委員を選出＞（計8名）

　高知大学：海洋コア総合研究センター長

　　　　　　海洋コア総合研究センター職員　1名

　　　　　　海洋コア総合研究センターの推薦する外部

　　　　　　有識者2名

　JAMSTEC：高知コア研究所長

　　　　　　高知コア研究所職員　1名

　　　　　　高知コア研究所の推薦する外部有識者2名

＜審議事項＞

・高知コアセンターの運営等に関する事項について助言

や提言を行う．

開催日：2019年6月7日(金)

概要：

＜委員：各法人から4名の委員を選出＞（計8名）

　高知大学：海洋コア総合研究センター長，海洋コア総

合研究センターの職員から3名

　JAMSTEC：高知コア研究所長，高知コア研究所の職員

から3名

＜審議事項＞

・高知コアセンターの管理運営を円滑に進めるための事項

開催日：第11回　2019年7月18日（木）

　　　　第12回　2020年1月29日（水）

その他：

タスクフォースのワーキンググループ（研究推進WG, 研

究支援WG，アウトリーチWG，研究成果物WG，安全管理

WG）をおき，必要に応じた協議を適宜行う．

○高知コアセンター評議員会 KCC Advisory Committee
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1-2. 構成員 Members

外部資金を利用した教員の採用（～2020年3月31日）
1) 受託研究資金と高知大学からの予算を併用して，平成30年度に特任教授を採用（～現在）．
2) 文部科学省卓越研究員プログラムを利用し，マンガン・ノジュール/マンガンクラストの基礎研究を意欲的に展開

する若手研究者を特任助教（テニュアトラック型）として平成28年11月に採用，令和元年9月のテニュア審査の結
果，任期1年半前倒しで，令和2年4月1日に講師（テニュア）として採用が決定．

3) 共同利用・共同研究拠点機能強化経費（研究プロジェクト分）を使用し,平成30年8月に特任講師を採用（～現在）．
4) 共同利用・共同研究拠点機能強化経費（認定分）と高知コアセンター分析装置群共用システムにおける自己収入の

予算を併用して，平成31年4月に特任助教を採用．
5) 科学研究費新学術領域の配分額を使用し，平成29年11月に特任助教を採用（～現在）．

令和元年（R2.3.31現在）
常　勤 非常勤

総
　
数

併
任
教
員
数

　
現
員
数

任期制導入状況

現
員
数

（
女
性
数
）

（
外
国
人
数
）

（
若
手
数
　
　

（
40
歳
未
満
））

（
若
手
数
　
　

（
35
歳
以
下
））

（
任
期
付
教
員
数
）

（
女
性
数
）

（
外
国
人
数
）

（
若
手
数
　
　

（
40
歳
未
満
））

（
若
手
数
　
　

（
35
歳
以
下
））

（
女
性
数
）

（
外
国
人
数
）

（
若
手
数
　
　

（
40
歳
未
満
））

（
若
手
数
　
　

（
35
歳
以
下
））

教　授 6 （2） 9 15
准教授 1 （1） 4 5
講　師 1 （1） 1 2
助　教 6 （4） （1） （5） （4） （4） （2） （4） （3） 1 7
助　手 0

技術職員 1 13 （11） （1） （1） 14
事務職員 2 （1） （1） 2 （2） 4
その他 0

合計 17 （6） （1） （5） （5） （7） （2） （0） （4） （3） 15 15 （13）（0） （1） （1） 47

※（　）は現員数の内数

令和元年度
転入等 転出等

　
　
　
　
　
総
数

　
　
　
　
　
総
数

（
新
規
採
用
者
・

転
入
者
数
）　

（
内
部
昇
任
者
数
）

（
退
職
者
数
）

（
内
部
昇
任
者
数
）

（
転
出
者
数
）

教　授 0 0
准教授 0 0
講　師 0 0
助　教 2 2 0
助　手 0

合計 2 2 0 0 0 0 0

令和元年度
職　名 転入元機関名 転入元職名 職　名 転出先機関名 転出先職名
教　授 教　授
准教授 准教授
講　師 講　師

助　教
高知大学 特任専門職員

助　教
高知大学 客員講師

助　手 助　手

2. 人材の流動性

①人材の流動状況

②転入元・転出先一覧

1. 教員数 〔単位：人〕
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＜専任教員＞ Full-time Professor
（including specially appointed professors）
徳山 英一 特任教授，センター長

岩井 雅夫 教授，副センター長

安田 尚登 教授

池原 実 教授

山本 裕二 教授

氏家 由利香 准教授

KARS, Myriam 助教

萩野 恭子 助教

臼井 朗 特任教授

朝日 博史 特任講師（拠点プロジェクト）

浦本 豪一郎 特任助教（卓越研究員）

奥村 知世 特任助教（※WSTT教員）

松井 浩紀 特任助教（科学研究費）

新井 和乃 特任助教

＜兼務教員＞ Affiliate Professor　*特別兼務教員

芦内 誠 農林海洋科学部 教授（令和元年10月～）

足立 真佐雄 農林海洋科学部 教授

*上田 忠治 農林海洋科学部 教授

*岡村 慶 農林海洋科学部 教授

*津田 正史 農林海洋科学部 教授

*長﨑 慶三 農林海洋科学部 教授

加藤 悠爾 JSPS特別研究員-PD
中山 健 短期研究員

松崎 琢也 技術専門職員

柳本 志津 技術補佐員

西森 知佐 技術補佐員

藤村 由紀 技術補佐員（科学研究費）

小谷 桃代 技術補佐員（科学研究費）

松本 謙 技術補佐員（科学研究費）

川村 美智子 技術補佐員（科学研究費）

*西岡 孝 理工学部 教授

*橋本 善孝 理工学部 教授

*村山 雅史 農林海洋科学部 教授

市榮 智明 農林海洋科学部 准教授

櫻井 哲也 農林海洋科学部 准教授

*西尾 嘉朗 農林海洋科学部 准教授

*野口 拓郎 農林海洋科学部 准教授

*藤内 智士 理工学部 講師

*ULANOVA, Dana 農林海洋科学部 助教

*長谷川 拓哉 農林海洋科学部 助教（～令和元年9月）

＜客員教授＞ Guest Professor
佐野 有司 東京大学 大気海洋研究所 教授

増田 昌敬 東京大学 人工物工学研究センター

教授

清川 昌一 九州大学大学院 理学研究院

地球惑星科学部門 准教授

CONSTABLE, カリフォルニア大学

Catherine サンディエゴ校

スクリップス海洋学研究所 特別教授

飯笹 幸吉 前東京大学 生産技術研究所 特任教授

公文 富士夫 信州大学 名誉教授

明治大学 ガスハイドレード研究所

客員研究員

笹岡 美穂 短期研究員

若木 仁美 短期研究員

小松 朋子 技術補佐員

澁谷 直子 技術補佐員

岡林 徹 技術補佐員

緒方 南海子 技術補佐員（学内プロジェクト）

久保 文子 技術補佐員（学内プロジェクト）

伊吹 和子 技術補佐員（学内プロジェクト）

（令和元年10月～）

*川端 正憲 課長（兼室長）

*小林 克巳 係長

*弘瀬 公美子 係員

*千頭 理恵 事務補佐員

永石 美紀 事務補佐員

※WSTT：女性後継者テニュアトラック制事業

■教員 Faculty Staff

■研究員 Researcher

■技術員 Technical Staff

■事務員 Administrative Staff　*国際研究部研究推進課 海洋コア室

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

4



1-3-1．研究・産官学地域国際連携 Research & Collaborations

1-3-2．教育・運営・支援体制整備 Education, Administration, & Services

①　IODP特別支援制度の拡充

　IODP関連研究課題に対する設備利用の優先，実験消耗

品費及び旅費・滞在費などを支援する「IODP特別支援」

制度を構築し，3年目となる今年度は，研究課題（7件）

を採択しており，IODPの研究推進及び若手研究者育成を

継続している．また，IODPに加えてICDPについても同様

の支援を行うよう改善を図った．

②　分析装置群共用システムの自立

　JAMSTECと共同申請の文部科学省の先端研究基盤共用

促進事業が昨年度で終了し，本年度は高知コアセンター

分析装置群共用システムとして自立化1年目となった．高

知コアセンターの装置に係る学内外の利用件数は昨年度

と同数程度であるが，利用料収入は昨年度と比較して1.7

倍以上となっており，徴収した利用料を計測・分析機器

の更新・整備及び担当教員の人件費の一部に充当し，研

究環境の一層の充実を図った．また，本共用システムを

利用した県内高校科学部の研究成果が，第69回高知県高

等学校生徒理科研究発表会 優秀賞，第63回日本学生科

学賞入選2等を受賞した．さらに，高知県と連携して採択

された「高知県 Next 次世代型施設園芸農業（地方大学・

地域産業創生事業）」のうち，本学農林海洋科学部が担う

「Internet of Plants（IoP）事業」において本共用システム

の活用が始まった．この結果は，県内企業の研究力・技

1-3. 活動概況 Progress

◇2019年度活動概況

・年間128件の共同利用・共同研究課題を採択，うち7件はIODP/ICDP特別支援枠で旅費・研究費の一部支援．

・年間のべ約950名が共同機器利用，約3,000名が施設見学・視察．

・共同利用・共同研究拠点機能強化プロジェクト研究「古海洋コアビッグデータによる未来地球の描像～温暖化地球

（400ppm超CO2ワールド）の読解～」，「4次元黒潮圏統合資源学の創成」など，特徴を生かした学際的教育研究を推進．

・国際深海科学掘削計画（IODP）（世界23カ国）の複数航海研究（Exp.382,385乗船航海，Exp.379等の航海後研究)，欧

米・NZ・アジア諸国等との二国間共同研究など多数の国際共同研究を推進．

・2019年11月に「国際コアスクール」を初めて開催（JSTさくらサイエンスプラン）．

・卓越大学院プログラム（2020年度）に医学部とともに申請．

①　共同利用・共同研究の推進

　全国の関連研究者から応募のあった128件の共同利用・

共同研究を採択・実施した．前期・通年の採択課題のう

ち5件，後期採択課題のうち2件が IODP/ICDP 特別支援枠

として採択され，旅費・研究費の一部を支援した．

　国際公募を開始するための準備として，日本語版のホー

ムページの内容を精査・刷新し公開するとともに，英語

版ホームページの 終候補版を年度末までに公開した．

3つの重点研究プロジェクトを立ち上げ，国際公募により

採択された13件の課題研究を開始し，1つのプロジェクト

においては国際ワークショップを2月に開催した．

②　海底鉱物資源に関する研究の推進

　高知大学の海底鉱物資源に関わる研究論文（第1版：マ

ンガン団塊）著作者分析の項目において，臼井朗特任教

授がmost prolific authors（論文数）ランキングで世界6位

に位置づけられた．これにより，高知大学での海底鉱物

資源（マンガン団塊やクラスト）に関する研究の意義が

認められた．

③　国際研究交流の推進

　アイスランドとのJSPS二国間共同研究と，アイスラン

ド大学との部局間交流協定に基づき，古地球磁場変動の

解明をめざし，アイスランド大学に所属する研究者とと

もに現地調査を実施した（6月）．また，駐日アイスラン

ド大使来訪（6月20日）やアイスランドの日本大使館表敬

訪問（6月21日）を通じ，さらなる二国間連携研究環境の

強化を図った．

④　海洋研究開発機構との共同研究

　海洋研究開発機構高知コア研究所の研究者と磁性細菌

に関連した共同研究を継続し，関連研究成果について大

学院生が地球電磁気･地球惑星圏学会第144回講演会学生

発表賞（オーロラメダル）を受賞した．

　海洋研究開発機構高知コア研究所の研究者と有孔虫の

殻形成の分子メカニズムについて共同研究を進め，JpGU
（5月26日～30日）にて成果を発表した．

⑤　古海洋ビッグデータプロジェクト推進

　地球掘削科学共同利用・共同研究拠点（JURC-DES）機
能強化プロジェクト研究「古海洋ビッグデータ」では，

3つの重点研究領域を設定（5月），国際公募を実施し（7-8

月），7カ国（NZ・独・英・日・中・台・仏）13機関・研

究者の申請が課題選定委員会で承認（9月），国際共同研

究が開始された（10月）．本プロジェクト第1回国際ワー

クショップを開催（2月20日，Workshop on the Paleocean-
ographic Big Data : Chronostratigraphic data assimilation），
ニュージーランドやベルリン・東京とのネット生中継に

も成功した．
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術力向上への貢献を目指す当システムにとって大きな成

果となるとともに，本学の機能強化として目指している

地域貢献にもつながっている．

③　学術コアの保管・管理体制構築

　学術コアキュレーションについて「学術コアレポジト

リー」と命名，運用体制および内規案を検討し，日本地

質学会のブース展示および海洋地質ランチョンを活用し

てコミュニティに紹介した（9月）．保管レポジトリー

（KU-Academic-based Core repository : KU-ABCR），学術

コアレポジトリー運用室（室長・学術コアキュレータを

配置）を立ち上げて，現状で既に受け入れている学術コ

アの保管状況の確認，今後のコア受入状況・受入方法の

整備，運営内規の整備・取り纏めを行っており，この整

理されたデータを公開することで関係する研究者コミュ

ニティの活性化を促す基盤作りに邁進している．

④　国立大学附置研究所・センター会議第1部会シンポジ

ウム主催

　第64回国立大学附置研究所・センター会議第1部会にお

いてホスト校として部会及びシンポジウムを開催した．

「海が拓く新時代」と題したシンポジウムでは，4名の講

師が講演を行い，一般の方からも多数の質問が寄せられ，

高知県の生涯教育・学習の振興に貢献した．

⑤　国際コアスクールの開催

　「JSTさくらサイエンスプラン」を利用し，国際コアス

クールを立案，採択された．中国（3名）・台湾（2名）・

韓国（4名）から9名の若手研究者を招聘し11月に国際ス

クールを実施した．カリフォルニア大学サンディエゴ校

スクリップス研究所のコンスタブル客員教授による，セ

ミナーも実施した.

1-3-3．その他特記事項 Other topics

〇九州・パラオ海嶺に過去2000万年間の連続的な堆積物

があることを発見

「1973年に掘削されたレガシー試料の再解析」による発

見で，松井浩紀特任助教及び池原実教授ら国内8機関10名

から成る研究グループの研究論文が学術誌

「Newsletters on Stratigraphy」に掲載された（2019年9月

20日）.

〇氏家准教授が参加する研究グループの研究の結果が，

Scientific Reports に掲載

　氏家准教授が参加する研究グループが，海洋の底生生

物・有孔虫が，ナノサイズの人工粒子を細胞内へ取り込

むことを確認し，それに伴ってどのようなストレスを発

するかを検証，結果が，Scientific Reports に掲載された．

〇浦本特任助教が本学若手教員研究優秀賞を受賞

　浦本特任助教による，南太平洋環流域の外洋深海底堆

積物から，直径数ミクロンの鉄マンガン酸化物微粒子が，

堆積物 1ccあたり1億～10億個存在することを世界で初め

て発見した研究で，高知大学研究表彰制度若手教員研究

優秀賞を受賞した．

〇高知県内の公立高校の教育活動に本学の「高知コアセ

ンター分析装置群共用システム」が貢献

　本共用システムを利用した県内高校科学部の研究成果

が生徒理科研究発表会 優秀賞（令和元年10月），日本

学生科学賞入選2等（令和元年12月）を受賞した．

　本ケースは，昨年度の本共用システムを利用した企業

の高知県地場産業大賞受賞に続く，本学が目指す地域貢

献として取り組んだ好事例となった．「今後の国立大学の

機能強化に向けての考え方」（平成26年7月24日改訂版）

及び「国立大学経営力戦略」（平成27年6月16日）を踏ま

えて取り組んだ事項として特筆される．

〇国際地質学連合が「チバニアン」承認

「チバニアン」（Chibanian，千葉時代，129-774 ka）が中

期更新世地質時代区分の正式名称として，国際地質学連

合（International Union of Geological Sciences, IUGS）に
より承認された（2020年1月17日）．国際標準模式層断面

及び地点（Global Boundary Stratotype Section and Point,
GSSP）の指定を決定づけた「千葉セクション」年代層序

確立には，全国共同利用による古地磁気・酸素同位体分

析が重要な役割を果たした（Suganuma et al. 2015 Geology;
Nishida et al., 2016 Quaternary International;Okada, M., et
al., 2017, Earth Planets and Space; Suganuma, Y., et al.,
2018, QSR)．
参考：https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20200117.html
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　高知大学海洋コア総合研究セン

ターの松井浩紀特任助教，池原実

教授ら国内8機関10名から成る研究

グループは，九州付近から沖ノ鳥

島を経てミクロネシアのパラオ付

近に至る南北3000kmに渡る海底山

脈である九州・パラオ海嶺で1973

年に採取されたSite 296海洋コアを

再解析しました．レガシー試料で

あるSite 296海洋コアは黒潮流路に

近い九州・パラオ海嶺の北端から

採取されたことから，黒潮の長期

的な変遷を記録していると期待さ

れます．コアレポジトリーの適切

な保管・管理により，46年の時を

経たのちもSite 296海洋コアを全く

問題なく解析に資することができ

ました．Site 296海洋コアに含まれ

る微小なプランクトン化石の産出

状況を再解析するとともに，スト

ロンチウム同位体比と炭素・酸素

安定同位体比を統合することで，

掘削当時は発展途上で十分に確立

できていなかったSite 296海洋コア

の年代モデル（微化石層序・地球

化学層序）を46年ぶりに再編する

ことができました．

　この成果によりSite 296海洋コア

が過去2000万年間の海洋環境を連

続的に記録した，北太平洋におけ

る極めて貴重な試料であることを

明らかにしました．こうした過去

2000万年間にわたって連続的に堆

積した海洋コア試料は北太平洋で

は極めて稀であり，黒潮の流域で

はSite 296海洋コアが唯一の報告例

です．

　特に，現在よりも顕著に温暖だっ

た時代における黒潮の流路や強さ

を解明していく上で，過去3000万

年間において も温暖な時代であっ

たとされる中期中新世（約1600万

年前～1160万年前）の連続的な試

料は貴重で，今後もSite 296海洋コ

アの活用が期待されます．

図1. DSDP Site 296海洋コアの一例（Core 29R Section 1-3）．各コアの全長は約1.5m

で，研究に供された試料の跡がスポンジで埋められています．現在よりも顕著に温暖

だった中期中新世を連続的に記録した貴重な試料です．

1-4. 研究トピックス Research Topics

〇九州・パラオ海嶺に過去2000万年間の連続的な堆積物があることを発見

ー1973年に掘削されたレガシー試料の再解析ー

2019年9月19日プレスリリース:

cf. http://www. kochi-u. ac. jp/information/2019091800022/

Reference: Matsui et al., Integrated Neogene biochemostratigraphy at DSDP Site 296

on the Kyushu-Palau Ridge in the western North Pacific. Newsletters on Stratigraphy,

vol.53, no.3, p.313-331, 2020, DOI : 10.1127/nos/2019/0549

published: Jun 15, 2020

published online: Sep 20, 2019

図2. Site 296海洋コアの年代モデル．従来の船上報告では中期中新世（1600-1160万
年前）に堆積物が連続的でない可能性が示唆されていましたが，本研究によりSite 296

海洋コアが過去2000万年間を連続的に記録した貴重な試料であることが明らかになり

ました．灰色は新たに堆積の連続性が確認された区間を示しています．1973年当時の

掘削技術に起因するコア回収率が低い区間（例えばコア深度250m付近）が存在します

が，将来的なSite 296地点の再掘削により回収率の向上が望めます．
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　高知大学 海洋コア総合研究セン

ターの加藤悠爾博士（JSPS特別

研究員）は，国際深海科学掘削計

画第382次研究航海（International
Ocean Discovery Program Expedi-
tion 382: Iceberg Alley and Sub-
antarctic Ice and Ocean Dynamics，
2019年3月～5月）に乗船しました．

本航海には日本，アメリカ，ドイ

ツ，スペイン，オーストラリア，

ブラジル，中国，インド，韓国な

どから計28名の研究者が乗船して

います．

　本研究航海では，南極域におけ

る長期の気候変動史，および，南

極氷床の変遷とそれに伴う大気海

洋循環変動の関係を解明すること

を目的としており，南極半島北東

冲の5地点での掘削を行いました（図

1）．この海域は，南極氷床から分

離した氷山が低緯度海域へ移動す

る経路（iceberg alley）にあたりま

す．そのため，ここで得られた海

底堆積物を調べることで，海氷分

布や水温の変動の復元，さらには

南極氷床の変動史，全球気候変動

に対する氷床の応答，氷床変動が

海水準に与えた影響などを解明で

きる可能性があります．

　加藤研究員は微古生物研究者（珪

藻）として乗船し，他の微古生物

学者や古地磁気学者らと共同して，

得られた堆積物コア試料の堆積年

代を決定する業務に従事しました．

その結果，本航海では，更新世全

体をカバーする（一部のサイトで

は鮮新世に達する）高解像度堆積

物試料が得られたことがわかりま

した（図2，3）．

　2019年11月には，ブレーメン・

コア・レポジトリ（ドイツ）にお

いて，試料の分取（サンプリング

パーティー）が行われ，各研究機

関における分析が本格的に始まり

ました．今後2～3年の間に，南大

洋・南極氷床の変遷史に迫る様々

な知見が得られると期待されます．

〇南極における氷山流路の歴史を探る

～国際深海科学掘削計画（IODP）第382次研究航海～

図1. IODP Exp. 382におけ

る掘削地点（Sites U1534-

U1538）．各種の海洋フロン

トも併せて示した（STF: 亜

熱帯前線，SAF: 亜南極前線，

PF: 南極前線，WSI: 冬季海

氷縁）

2019年3月18日海洋研究開発機構プレスリリース

Cf. https://www. jamstec. go. jp/j/about/press_release/20190318/

Reference: Weber, M.E., Raymo, M.E., Peck, V.L., Williams, T. & Expedition 382

Scientists (including Kato, Y.), 2019, International Ocean Discovery Program Expedition

382 Preliminary Report: Iceberg Alley and Subantarctic Ice and Ocean Dynamics.

doi :10.14379/iodp.pr.382.2019

図3. 本航海で得られた堆
積物コア試料から産出し

た主要な微化石．Weber

et al. (2019)を改変

図2. 各掘削地点における堆積速度曲線．Weber et al. (2019) を改変
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概要：宇宙から飛来するエネルギー粒子 (銀河宇宙線)

には，雲の生成を誘起して雲量を増加させ，雲の日傘効

果で気候にも影響を及ぼす可能性が示唆されていた．本

研究では，銀河宇宙線が増加した78万年前の地磁気逆転

途中に，雲の日傘効果がシベリア高気圧を強化して，冬

の季節風が強まった証拠を世界で初めて提示した．銀河

宇宙線が地球の気候変動に影響する証明となる．この成

果は令和元年6月にScientific Reports（IF：4.011）に掲載

された．

【全国共同利用】兵藤 政幸（神戸大）

Reference: Ueno, Y., Hyodo, M., Yang, T. et al. Intensified East

Asian winter monsoon during the last geomagnetic reversal

transition. Scientific Reports 9, 9389 (2019).

https://doi.org/10.1038/s41598-019-45466-8

　

概要：深海堆積物に含有される走磁性細菌の分布につい

て，岩石磁気学的・微生物学的な研究を行った．涙滴型

磁性粒子の鎖状構造を生成する磁性細菌の系統は有酸素－

無酸素遷移帯の化学的条件を好む一方，一部の磁性細菌

の系統は表面酸化層内に発生することが分かった．堆積

物における残留磁化の獲得は，生息する磁性細菌の系統

に依存する可能性がある．この成果はEarth and Planetary
Science Letters（IF：4.6371）に掲載された．

【全国共同利用】山崎 俊嗣（東大)

Reference: Yamazaki, T., Suzuki, Y., Kouduka, M., Kawamura, N.,

Dependence of bacterial magnetosome morphology on chemical

conditions in deep-sea sediments. Earth and Planetary Science

Letters, 513:135-143, 2019.

https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.02.015

　

概要：X線CTで取得される膨大なデジタルデータから的

確に地質試料の状態を評価するためのプロトコルを開発

し，南海トラフIODP掘削コアに適用し，岩相の識別に応

用可能であることを示した．

意議：X線CTは掘削コアを非破壊でイメージングする主

力装置であり，膨大なイメージとデータが取得される．

開発されたデータ品質管理のためのプロトコルは，IODP
などの掘削コアの岩相を非破壊で迅速に把握するために

今後活用される．本研究成果は，令和元年5月にFrontiers
in Earth Science（IF2.892）に掲載された．

藤内 智士（高知大・理工）

Reference: Tonai, S., Kubo, Y., Tsang, M.-Y., Bowden, S., Ide, K.,

Hirose, T., Kamiya, N., Yamamoto, Y., Yang, K., Yamada, Y.,

Morono, Y., Heuer, V.B., Inagaki, F., and Expedition 370 Scientists,

A New Method for Quality Control of Geological Cores by X-Ray

Computed Tomography: Application in IODP Expedition 370. Front.

Earth Sci. 7:117. doi: 10.3389/feart.2019.00117, 2019

　

概要：始新世の湖成層として有名な米国グリーンリバー

層のチャート・ドロマイト互層の研究により，チャート

層中に藻類嚢胞起源の有機物球体（直径30-50m）が密

に蓄積していること，また，チャート層の堆積には百年

単位から千年単位の周期性が見られることを明らかにし

た．本研究では，堆積物中の藻類有機物の初期の豊富さ

が湖面の生産性に応じて変化し，藻類有機物の分解が堆

積物中のシリカ析出の程度を制御するという地層形成モ

デルを新たに提案した．この成果はScientific Reports（IF：
4.011）に掲載された.

【全国共同利用】長谷川 精（高知大・理工）

Reference: Kuma, R., Hasegawa, H., Yamamoto, K., Yoshida, H.,

Whiteside, J. H., Katsuta, N., & Ikeda, M., Biogenically induced

bedded chert formation in the alkaline palaeo-lake of the Green

River formation. Scientific Reports 9, Article number: 16448 (2019).

https://doi.org/10.1038/s41598-019-52862-7

　

概要：Gephyrocapsa 属の円石藻の多様化の過程を，現生

種のゲノム情報と北インド洋から採取されたODPコア試

料中の化石の形態解析に基づいて調べた．その結果，同

属の現生種は，60万年前から現在の間に種分化したこと

が分かった．

意議：本研究の結果，地理的障壁の無い海洋における生

物の種分化についての新たなモデルが得られた．この成

果はNature Communications（IF：11.80）に掲載された．

萩野 恭子（海洋コア）

Reference: Bendif, E.M., Nevado, B., Wong, E.L.Y., Hagino, K.,

Probert, I., Young, J.R., Rickaby, R.E.M., Filatov, D.A., Repeated

species radiations in the recent evolution of the key marine phy-

toplankton lineage Gephyrocapsa. Nature Communications 10, 4243.

2019.

https://doi.org/10.1038/s41467-019-12169-7

　

概要：約400-500万年前に形成された韓国・白ニョン島の

溶岩から古地磁気強度絶対値を推定した．2つの異なる手

法によって得られた推定値は整合的で，現在の地磁気強

度の35％程度と弱いことが示唆された.

意議：従来，世界中の溶岩から推定されていた約400-500

万年前の古地磁気強度絶対値の平均は現在地の約60％ほ

どである．本研究の成果は，強度の変動幅が従来考えら

れていたよりも比較的大きい可能性を示唆するものであ

る．本研究成果は，令和元年11月にEarth, Planest, and Space
誌（IF 2.74）に掲載された．

山本 裕二（海洋コア）

Reference: Ahn, H.S., and Yamamoto, Y., Paleomagnetic study of

basaltic rocks from Baengnyeong Island, Korea: efficiency of the

Tsunakawa-Shaw paleointensity, Earth Planets Space, 71:126, 2019.

銀河宇宙線が冬期東アジアモンスーンを強化

走磁性細菌が堆積性残留磁化獲得を左右?!

X線CTのデータ品質を管理する新手法

始新世の100-1000年スケール堆積サイクル

生物の種分化に関する新たなモデルを提唱

約400-500万年前の古地磁気強度絶対値推定
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概要：南大洋の海洋コアの珪藻群集解析に基づいて，氷

期・間氷期スケールの表層水温変動が4-5℃に及ぶことを

明らかにした．

意議：南大洋の表層水温変動は海洋フロント（極前線等）

の移動を反映しており，全球気候変動と南大洋から大気

へのCO2放出の動態を理解するために重要である．本研究

成果は，令和2年3月にMarine Micropaleontology（IF 2.663）

に掲載された．

池原 実（海洋コア）

Reference: Crosta, X., Shukla, S., Ther, O., Ikehara, M., Yamane,

M., Yokoyama, Y., Last Abundant Appearance Datum of Hemidiscus

karstenii driven by climate change, Marine Micropaleontology, doi:

1016/j.marmicro.2020, 2020.

　

概要：IODP Exp.379で現在 も氷床後退速度が顕著なア

ムンゼン海沖の掘削を実施，微化石・古地磁気による年

代モデルを構築，過去600万年間のユニークな堆積物を得

た．

意議：西南極氷床崩壊の直接的証拠を検出できる可能性

があり，シミュレーションに制約条件を与える．21世紀

の温暖化予測の高精度・高確度化に寄与する事が期待さ

れる．

岩井 雅夫（海洋コア）

Reference: Gohl,K., Wellner,J.S., Klaus,A. and the Expedition 379

Scientists（including Iwai, M.），2019. Expedition 379 Preliminary

Report: Amundsen Sea West Antarctic Ice Sheet History. Interna-

tional Ocean Discovery Program.

https://doi.org/10.14379/iodp.pr.379.2019

1-5. 新型コロナウイルスによる影響と対応 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

南極縁辺堆積物から氷床発達史を探る

　新型コロナウイルスSARS-CoV-2の国内感染拡大に伴い，

感染症法に基づく「指定感染症」 と検疫法の「検疫感染

症」に指定する政令が2020年1月28日に閣議決定された．

高知県では，知事を本部長とする高知県新型コロナウイ

ルス感染症対策本部を2020年2月13日に設置，感染症患者

の第1例が同年2月29日に確認され，3月上旬徐々に拡大，

一時落ち着いていたものの，3月末以降は，新規感染者が

再び増加し始めていた．

　高知大学では同年1月より学内掲示板等で新型コロナウ

イルスに関する注意喚起を行うとともに, 同年2月27日に

高知大学危機管理本部 (3月23日に高知大学危機対策本部

を設置)が「新型コロナウイルスに対する本学の対応につ

いて（第1報）」を発出し，新型コロナウイルス感染拡大

防止のために，各種行事やイベント，出張の制限等を行っ

てきた．3月31日には教員用・学生用等の新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のためのガイドラインを発出した．

　海洋コア総合研究センターでは，上述の大学本部での

新型コロナウイルス対応を踏まえ，2月27-28日に予定さ

れていた共同利用・共同研究成果発表会や3月上旬に予定

されていたJ-DESCコアスクールの実施開催を急遽全て中

止，共同利用機器の利用も一部制約するなど多大な影響

をうけた．以下令和元（2019）年度内（～2020年3月末）

の主な影響と対応策について以下列記する．

○共同利用・共同研究成果発表会の実施開催中止

　2020年2月27日発出の「新型コロナウイルスに対する本

学の対応について（第1報）」に従い，急遽発表会の実施

開催を中止，事後処理におわれた（詳しくは「5-9令和元

年度共同利用・共同研究成果発表会」参照）

○コアスクール延期

　年度末に開催を予定していた2件のJ-DESCコアスクール

を全て延期した；

１）コア解析基礎コース3/12（木）～3/15（日）

２）コア同位体分析コース3/16（月）～3/18（水）

○共同利用公募申請締切延期

　令和2（2020）年度前期のみ/前期および後期の共同利

用公募申請の締切（当初2月末）を，コロナ禍の影響を考

慮し約1週間延期した．（3月8日まで）

○共同利用受入の制限

　機器の共同利用に関し，本学技術スタッフのサポート

対応が必要な機器利用及び学生等の引率を含めた複数人

（6名以上）の利用について，3月3日～4月1日までの利用

を制限した（5名までは利用受入継続）．

○共同利用課題の年度繰越特例措置

　コロナ禍の影響により年度内に実施できなかった令和

元年度共同利用申請課題研究については，年度を繰り越

して共同利用研究を実施することを，申し出により認め

ることとした（課題選定委員会審議承認事項）．

○高知コアセンター（KCC）への子連れ出勤に対する開

放スペースの提供

　3月9日～3月19日，高知コアセンター（KCC）への子連

れ出勤に対する開放スペースを提供した（のべ5名利用）

※学校一斉休校への対応（JAMSTEC高知コア研究所と連

携）

○秋田大学との合同シンポジウム延期

　部局間協定を結ぶ秋田大学国際資源学部との共同セミ

ナー「金属およびエネルギー資源成立過程解明への貢献」

を2020年3月30日（月）開催予定としていたが，延期とし

た．

南大洋の表層水温変動の復元
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1-6. 来訪者状況 Visitors

日　　付
Date (MM/DD)

FY2019

来 訪 者 ・ 団 体 名
Visitor

人　数
Number

of visitors

2019（平成31）年

4月16日 高知大学新任職員と引率職員 22名

高知大学事務局職員 3名

4月17日 深海資源開発株式会社，国際資源開発研修センター 3名

4月26日 高知県コンクリート診断士会 19名

2019（令和元）年

5月12日 日本珪藻学会 33名

6月21日 エーリン・フリーゲンリング駐日アイスランド大使と大使館職員 2名

7月 7日 高知地学研究会 33名

7月10日 高知大学国際連携推進センター留学生と引率教員 15名

7月11日 高知県立高知丸の内高等学校1年生と引率教員 34名

7月19日 物部川管内連絡協議会 42名

7月20日 理工学部高大連携事業「自然科学概論地学講座」 47名

7月23日 広島なぎさ高等学校2年生と引率教員 13名

7月25日 高知県青少年センター 小学生と保護者と職員 40名

文部科学省職員（文部科学戦略官） 1名

8月 2日 SSH大阪府立豊中高等学校1年生と引率教員 7名

中土佐町教育委員会　北海道幕別町との小学生交流研修事業 25名

SSH奈良県立青翔中学・高等学校生徒と引率教員 44名

8月 5日 オープンキャンパス 海底資源コース見学者 40名

夏休みワークショップ『泥のクレヨン作り』小学生と保護者 20名

8月 6日 日本エネルギー環境教育学会 39名

8月 8日 高知工科大学教務部国際交流課 工科大生と引率教員 44名

8月18日 （財）日本極地研究振興会理事長と高知大学名誉教授（元センター長） 2名

8月23日 赤穂化成株式会社 16名

8月30日 高知学芸中・高校同窓会香美支部 8名

9月 5日 文部科学省職員（文部科学審議官ほか）・JST（理事長ほか） 11名

9月 7日 日中政策セミナー中国側参加者（中国科学院丁副院長ほか） 20名

9月17日 田部井教授・ネパール人技師 4人

9月20日 マスコミ倫理委員会 49名

10月 1日 農林海洋科学部さくらサイエンスプラン参加者 11名

10月 4日 文部科学省職員（学術機関課） 3名

10月17日 日本建設業連合会海洋基本計画推進部会 11名

11月 2日 ホームカミングデー 海洋コア見学ツアー参加者 41名

11月 3日 物部キャンパス一日公開入場者 1,180名

11月 8日 高知県立追手前高等学校1年生と引率教員（大学研究室体験） 7名

福井県職員（福井県立大学新学部設立関係者） 6名

11月13日 高知大学同窓生（旧制高知高等学校卒業生） 11名

11月22日 SSH高知県立高知小津高等学校 理数科学生と引率教員 42名

12月20日 元四国運輸局長 1名

2020（令和2）年

1月 8日 文部科学省 科学技術・学術政策局長・医学部教職員 4名

1月20日 アラブ首長国連邦特命全権大使一行（カリド・オムラン・スカイット・サルハン・
アルアメリ駐日大使ほか）

10名

1月30日 高知県立高知南高等学校2年生と引率教員 29名

1月31日 愛媛経済同友会 19名

2月 7日 名古屋大学理事・事務局長 1名

物部川流域三市議長会 57名

2月17日 情報通信ネットワーク産業協会 標準化推進委員会 8名

視察・見学一覧 Laboratory tour
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◇所属別・目的別 Breakdown by Affiliation / Purpose

【所属別一覧】※共同利用（全国・学内）を除く（参照 2-1, 3-1に別途集計）

所属機関 Affiliation 件数
Number of groups

のべ人数
Total number of

visitors

大学
University 47 214

研究機関（大学以外）
Research institute 28 57

小・中・高校・高専
Primary, secondary school and technical college 10 179

官公庁など
Government office 14 39

地方自治体
Local government office 9 174

民間企業・財団法人
Private corporation and foundation 74 338

一般（個人・団体）
General public 26 1592

学内
Kochi University 41 192

国外
Overseas institute/company 31 259

合計
Total 284 3044

【目的別一覧】

目　的 Purpose 件数
Number of groups

のべ人数
Total number of

visitors

共同研究
Research collaboration 49 306

学会・研究会・ワークショップなど
Workshop, seminar, conference, etc. 9 124

見学
Lab/Facility Tour 29 571

打合せ
Business meeting 70 121

施設利用(会議室等)
KU facility user 9 341

コアスクール
J-DESC Core School 1 56

その他
Others 55 1525

合計
Total 222 3044
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2. 地球掘削科学共同利用・共同研究拠点の活動

2-1. 共同利用・共同研究公募・採択・実施状況 Nation-wide Joint Use Program

Joint Usage/Research Center for Drilling Earth Science (JURC-DES) 

　本センターの施設・設備を利用する共同利用・共同研

究課題を広く公募し，課題選定委員会において審査・採

択する．採択された課題の申請者が本センターの施設・

設備を利用する際には，必要に応じて，本センター教員

ならびに技術スタッフが，分析や測定のサポートを行う．

毎年「成果発表会」を開催し，研究終了後に提出される

報告書は，年次報告書・成果報告書として公開している．

本事業で得られた成果を公表する際には，謝辞にその旨

記載する様，公募要項に明記している．

Scientists and students from research institution and uni-

versity in Japan can use our facilities without any charge

under the Nationwide Joint Use Program. We call for

applications to use our facilities twice a year in February

and August. The Review Committee evaluates research

proposals. The proponents of approved proposals can use

the facilities with support by technical staffs. Obligations of

user are to submit a report by the end of fiscal year. To

present the preliminary results at the JURC-DES annual

workshop is encouraged. We remind users to

acknowledge the facility/equipment of JURC-DES/CMCR,

Kochi University and the CMCR staff in their relevant

publications and presentations.

○課題研究の分野一覧 　　　

研究分野区分 Category 件数

1. 国際深海科学掘削計画 (IODP) および国際陸上科学掘削計画 (ICDP) に関する研究
Researches in International Ocean Discovery Program (IODP) and/or International Continental Drilling
Program (ICDP)

18

2. IODP/ICDP以外の地球掘削科学に関する研究
Researches in any other Scientific Drilling except IODP/ICDP 24

3. 地球惑星科学に関する研究
Earth and planetary sciences (except for analyses of core samples) 63

4. 海底エネルギー・鉱物資源に関する研究
Marine mineral/energy resource sciences (except for analyses of core samples) 8

5. 地球惑星科学・生命科学など分野横断型研究
Inter-disciplinary sciences such as earth science and life science (except for analyses of core samples) 15

○令和元年度前期/後期/随時共同利用・共同研究拠点採択課題一覧 　　　

採択
番号 課　　題　　名 代　表

申請者 申請者所属・職名 受入主担
当 教 員

研究
分野

19A001
19B001 プレート収束帯における島弧地殻変形に関する研究 星 博幸 愛知教育大学教育学部 准教授 山本 3

19A002 日本海溝での表層堆積物の堆積過程の解明 川村 喜一郎 山口大学大学院創成科学研究科 准教授 山本 3

19A003
19B002

高知県横倉山産のコノドント化石と天然アパタイト結晶と
の関連性に関する分析学的解析

三島 弘幸
鶴見大学歯学部歯科理工学講座
非常勤講師

岩井 5
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採択
番号 課　　題　　名 代　表

申請者 申請者所属・職名 受入主担
当 教 員

研究
分野

19A004
19B003

北部フォッサマグナ地域の別所層に産する炭酸塩ノジュー
ルの成因

森清 寿郎 信州大学理学部 特任教授・名誉教授 村山 3

19A005
19B004

海底斜面崩壊堆積物の堆積構造，物性，化学組成に関する
研究

池原 研
国立研究開発法人産業技術総合研究所
首席研究員

山本 2

19A006
19B005

マイクロフォーカスX線CTを用いた底生有孔虫の貧酸素適
応生態の解明

野牧 秀隆
国立研究開発法人海洋研究開発機構
主任研究員

村山 5

19A007
完新世の世界 大魚場を形成した日本周辺海域の海洋環境
に関する研究

加 三千宣
愛媛大学沿岸環境科学研究センター
准教授

池原 2

19A008
19B006 エチオピアLIPを対象にした約30Maの地球磁場変動の復元 吉村 由多加 東京大学大気海洋研究所 D2 山本 3

19A009
19B007 微小・微量試料を用いた地球型惑星の磁場強度研究 佐藤 雅彦 東京大学大学院理学系研究科 助教 山本 3

19A010
19B008 土壌の磁気特性に基づいた鑑定手法のための基礎的研究 川村 紀子 海上保安庁海上保安大学校 准教授 山本 3

19A011
19B009

太平洋深海堆積物を用いた前期始新世「超温暖化」イベン
トに関する研究

安川 和孝
東京大学大学院工学系研究科システム
創成学専攻 助教

池原 1

19A012
19B010 還元化学消磁による堆積岩中の磁性鉱物の変化と磁気層序 渋谷 秀敏 熊本大学大学院先端科学研究部 教授 山本 3

19A013
19B011 岩石磁気分析に基づく熱水鉱床の形成モデルの構築 大野 正夫

九州大学大学院比較社会文化研究院
教授

山本 4

19A014
19B012 潜在的レアメタル資源としての黒色泥に関する研究 矢野 萌生

東京大学大学院工学系研究科システム
創成学専攻 D4

池原 4

19A015
19B013

考古学資料等を用いた古地磁気・岩石磁気学測定による地
磁気記録物質と土器焼成環境の解明

畠山 唯達 岡山理科大学情報処理センター 准教授 山本 5

19A016
19B014

Anisotropy-based evaluation of compaction and inclination
shallowing in siliceous sediments

Abrajevitch
Aleksandra 愛媛大学理学部地球科学科 講師 KARS 1

19A017
19B015

年縞湖成層から探る白亜紀中期および始新世前期“温室期”
の気候変動

長谷川 精
高知大学理工学部地球環境防災学科
講師

村山 2

19A018
19B016 深成岩中の鉱物単結晶を用いた古地磁気強度研究 加藤 千恵

九州大学大学院比較社会文化研究院
学術研究員

山本 3

19A019
19B017

モンゴルの湖沼堆積物から探る過去数千～数万年間におけ
るアジア中緯度域の気候変動と太陽活動との関係性

勝田 長貴 岐阜大学教育学部地学教室 准教授 村山 2

19A020
19B018 地磁気と気候のリンク 兵頭 政幸

神戸大学内海域環境教育研究センター
教授

山本 3

19A021
19B019 タービダイト泥と半遠洋性泥の判別に関する研究 芦 寿一郎 東京大学新領域創成科学研究科 准教授 村山 3

19A022
19B020 富士火山の古地磁気・岩石磁気研究 馬場 章

山梨県富士山科学研究所火山防災研究
部 研究員

山本 3

19A023
19B021 海底熱水・湧水系の磁気的特徴を探る 藤井 昌和

大学共同利用機関法人情報・システム
研究機構国立極地研究所 助教

山本 3

19A024
19B022

海底堆積物の古地磁気・岩石磁気，特に磁性鉱物の還元溶
解の影響について

山崎 俊嗣 東京大学大気海洋研究所 教授 山本 2

19A025
19B023 海洋酸性化に対するウニの成長と棘の骨格組成の変化 宮井 里紀 岡山大学大学院自然科学研究科 M2 池原 3

19A026
19B024 北太平洋およびベーリング海の第四紀テフラ層序の確立 青木 かおり

首都大学東京火山災害研究センター
特任研究員

山本 3

19A027
19B025

Research on the extent of living benthic foraminifera sen-
sitivity to pore water anomalies at cold seeps of Hidaka
Trough and multi-proxy reconstruction of the Japan Sea
oceanography by foraminifera isotope analysis

SAEIDI
ORTAKAND

MAHSA

明治大学研究・知財戦略機構ガスハイ
ドレート研究所 研究推進員

池原 5

19A028
19B055

香川県小豆島・豊島における古第三系から得られた試料の
元素含有量分析

山下 祐磨
信州大学大学院総合理工学研究科地球
学コース M2

池原 3

19A029
19B026 完新世における東アジアモンスーン変動の復元 山田 桂 信州大学学術研究院理学系 教授 池原 3

19A030
19B027

日本周辺海域における貝形虫化石のMg/Caを用いた鮮新世
以降の古水温復元

山田 桂 信州大学学術研究院理学系 教授 岡村 3

19A031
19B028 非破壊分析手法を用いた津波堆積物同定技術の開発 山田 昌樹 東京大学地震研究所 特任研究員 村山 2

19A032
19B029

ICDP DSeis計画 M5.5余震発生帯掘削コアの非破壊検査と
定方位

小笠原 宏 立命館大学理工学部 教授 山本 1

19A033
19B030

マイクロフォーカスX線CTによる岩石試料表面と導電性エ
ポキシ樹脂製電極の接着面観察

鈴木 健士 京都大学大学院理学研究科 D3 山本 3
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採択
番号 課　　題　　名 代　表

申請者 申請者所属・職名 受入主担
当 教 員

研究
分野

19A034
19B031

室戸ユネスコ世界ジオパークにおける漂着軽石の起源につ
いての研究

中村 有吾 室戸ジオパーク推進協議会 地理専門員 山本 3

19A035
19B032

魚介類地方品種の遺伝的集団構造の把握と日本列島の成り
立ちがそれらの集団構造の形成に及ぼす影響

關 伸吾 高知大学農林海洋科学部 教授 氏家 5

19A036
19B033

日本海溝地震性タービダイトの磁気異方性からみた堆積特
性の研究

金松 敏也
国立研究開発法人海洋研究開発機構
グループリーダー

山本 2

19A037
19B034

IODP Exp. 354ベンガルファン堆積物における重鉱物分布
と粒度特性

吉田 孝紀
信州大学理学部理学科地球学コース
教授

村山 1

19A038
海洋ハンレイ岩掘削試料中の斜長石を用いた第四紀の平均
地磁気強度の研究

臼井 洋一
国立研究開発法人海洋研究開発機構地
球深部ダイナミクス研究分野 研究員

山本 1

19A039
デジタル岩石物理学によるフラクチャーを含む岩石の地震
波特性の特徴化

池田 逹紀
九州大学カーボンニュートラル・エネ
ルギー国際研究所 助教

村山 1

19A040
19B035

太平洋赤道域の深海堆積物を用いた9-19 Maにおける相対
古地磁気強度変動の解明

熊谷 祐穂
東北大学大学院理学研究科 研究補佐員
東京大学大気海洋研究所 特任研究員

山本 1

19A041
19B036

鹿児島県中甑島に分布する始新統中甑層を用いた古地磁気
層序の確立

山下 大輔
薩摩川内市役所企画政策部甑はひとつ
推進室 グループ員

山本 3

19A042
19B037

過去2000年間の日本における3次元地磁気永年変化曲線の
構築と考古遺物の年代決定への応用

北原 優
九州大学大学院比較社会文化研究院学
術研究員

山本 3

19A043
19B038 漂流軽石を用いた古海流の復元 平峰 玲緒奈

首都大学東京大学院都市環境科学研究
科地理環境学域 M2

山本 3

19A044
19B039 日本海溝外側における火成作用・断層運動の履歴解明 山口 飛鳥 東京大学大気海洋研究所 准教授 池原 3

19A045
19B040 海底熱水性重晶石及び硬石膏の放射非平衡年代測定 豊田 新 岡山理科大学理学部 教授 村山 4

19B041 古原生代の海洋環境復元：カナダ・フリンフロン帯及びケー
プスミス帯

元村 健人
九州大学大学院理学府地球惑星科学専
攻 D1

池原 3

19A046
19B042

深海冷湧水系を主とする海底地質試料の物質科学的解析と
海底地質の関連解明 －チムニー，シロウリガイ，マンガ
ンノジュール等の非破壊物質科学－

石井 輝秋 静岡大学防災総合センター 客員教授 山本 5

19A047
19B043

亜熱帯域と西南太平洋の人為起源鉛安定同位体組成の分布
解明

則末 和宏 新潟大学理学部 准教授 岡村 3

19A048
チリ三重会合点表層コア試料記載・計測による海嶺沈み込
み場研究

木下 正高 東京大学地震研究所 教授 村山 3

19A049
19B044

地球史を通した海底環境復元プロジェクト7：掘削コアお
よび海底断面露頭試料を用いた海底層序／環境変化の解析

清川 昌一
九州大学大学院理学研究院地球惑星科
学部門 准教授

池原 2

19A050
19B045

鉄沈澱作用4：水酸化鉄コロイド粒子の堆積機構と地層形
成記録

酒本 直弥
九州大学大学院理学研究院地球惑星科
学部門 D1

池原 2

19A051
19B046

白亜紀末の天体衝突爆心地における海洋と生態系の復活過
程

山口 耕生 東邦大学理学部 准教授 池原 1

19A052
19B047 亀裂評価方法確立への挑戦 北村 真奈美

国立研究開発法人産業技術総合研究所
地質調査総合センター 研究員

浦本 3

19A053
19B048

八代海における海底地すべり履歴の解明とその底質環境マ
スフラックスへの影響

北村 有迅
鹿児島大学大学院理工学研究科地球環
境科学専攻 助教

池原 2

19A054
19B049

デボン系，白亜系，古第三系の微化石・炭素同位体比統合
層序の樹立

西 弘嗣 東北大学総合学術博物館 教授 池原 1

19A055
19B050

Jbilet Winselwan隕石中の不溶性有機物の元素・同位体分析
による小惑星リュウグウの母天体環境評価

薮田 ひかる
広島大学理学研究科地球惑星システム
学専攻 准教授

池原 3

19A056
北海道東部釧路市春採湖で採取した湖底堆積物の高分解能，
高解像度解析

中西 利典
日本原子力研究開発機構東濃地科学セ
ンター 特定課題推進員

村山 2

19B051 鮮新世中頃から末の温暖期に関連した日本海での暖流系浮
遊性有孔虫化石の産出とその意義

山﨑 誠
秋田大学大学院国際資源学研究科
准教授

池原 3

19B052 浅海生態系における堆積物中の埋没炭素量とその起源の解
明

桑江 朝比呂
国立研究開発法人海上・港湾・航空技
術研究所港湾空港技術研究所 沿岸環境
研究グループ長

池原 3

19B053 日本海の表層型ガスハイドレート含有堆積物の層序学的・
地球化学的研究

松本 良
明治大学研究知財戦略機構ガスハイド
レート研究所 教授

池原 4

19B054 海棲哺乳類の海洋環境適応の変遷史 松井 久美子
九州大学総合研究博物館 日本学術振興
会特別研究員PD 山本 3

19B056 フィリピン海プレート運動史の研究 山崎 俊嗣 東京大学大気海洋研究所 教授 山本 2

19B057 後背地の土壌・風化環境変動が河川・湖沼の水質・生物生
産性に及ぼす影響の評価

葉田野 希 長野県環境保全研究所 技師 山本 3
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採択
番号 課　　題　　名 代　表

申請者 申請者所属・職名 受入主担
当 教 員

研究
分野

19B058 インドネシア通過流の表層環境の解明とその気候変動との
関係に関する研究

源田 亜衣 岡山大学大学院自然科学研究科 D2 池原 3

19B059 IODP Exp. 358の掘削試料による南海掘削の三元応力測定
に係わる古地磁気研究

林 為人
京都大学大学院工学研究科都市社会工
学専攻 教授

山本 1

19B060 南半球深海ペルム系－三畳系 (P-T) 境界層における有機
地球化学的検討

堀 利栄
愛媛大学大学院理工学研究科数理物質
科学専攻 教授

池原 5

19B061 古琵琶湖層群堅田層の定方位コアを用いた中期更新世初期
の気候変動の解明

加藤 茂弘 兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員 浦本 2

19B062
西太平洋域の海山に分布するマンガンクラストの時間空間
分布：特に，磐城海山より採取された特異な表面組織を持
つマンガンクラストの成因について

伊藤 孝 茨城大学教育学部 教授 浦本 4

19B063 二枚貝類の地球化学分析から探る鮮新世以後の古土佐湾沿
岸域の環境変動

近藤 康生 高知大学自然科学系理工学部門 教授 西尾 5

19B064 岩石磁気特性を用いた火山噴出物の分類に関する基礎研究
プロファイル

穴井 千里
京都大学大学院理学研究科附属地球熱学
研究施設火山研究センター 機関研究員

山本 3

19B065 相模湾産 現生種キサゴUmbonium (Suchium) costatum に記
録される酸素同位体比プロファイル

中山 健太朗 福井県立恐竜博物館 主事（研究職員） 村山 5

19B066 猪苗代湖と周辺の湖成堆積物にみられるバーコード様縞構
造の成因解析

片岡 香子 新潟大学災害・復興科学研究所 准教授 村山 2

19B067 秋田県田沢湖の湖底堆積物の地球化学的特徴と環境変動の
解析

石山 大三
秋田大学大学院国際資源学研究科資源
開発環境学専攻 教授

村山 3

19B068 初期続成過程における炭酸塩コンクリーションの形成メカ
ニズムと続成進化史の解明

村宮 悠介 公益財団法人深田地質研究所 研究員 池原 3

19B069 海底堆積物を用いた東南極氷床融解時期・メカニズムの解
明

菅沼 悠介
大学共同利用機関法人情報・システム
研究機構国立極地研究所 准教授

池原 2

19B070 南海トラフ付加体深部における物性の異方性とそれに起因
する構造の解析

浜橋 真理
Nanyang Technological University, Earth
Observatory of Singapore, Research
Fellow

山本 1

19C001
鬼界海底巨大カルデラ火山における二重カルデラ形成過程
の解明

巽 好幸 神戸大学海洋底探査センター 教授 山本 3

19C002
デジタル岩石物理学による岩石および砂に存在する不均質
性の定量的評価手法の開発

池田 逹紀
九州大学工学研究院地球資源システム
工学部門 助教

村山 3

○共同利用の参加状況

令和元年度

区　分 機関数 受入人数 述べ人数外国人
若手研究者

（40歳未満）
若手研究者

（35歳以下）
大学院生 外国人

若手研究者
（40歳未満）

若手研究者
（35歳以下）

大学院生

学内（法人内） 7
201 10 47 0 19 664 11 258 0 30

（63） （1） （17） （0） （3） （105） （1） （25） （0） （6）

国 立 大 学 24
119 2 5 9 35 777 26 16 98 265

（30） （2） （1） （7） （7） （213） （18） （1） （86） （39）

公 立 大 学 2
6 0 1 0 1 49 0 1 0 15

（4） （0） （1） （0） （1） （45） （0） （1） （0） （15）

私 立 大 学 7
21 1 0 0 5 236 12 0 0 84

（3） （1） （0） （0） （1） （21） （12） （0） （0） （5）
大学共同利用

機関法人
独立行政法人等
公的研究機関

7
17 2 0 1 0 94 10 0 17 0

（3） （0） （0） （1） （0） （28） （0） （0） （17） （0）

民 間 機 関 2
3 0 1 0 0 12 0 3 0 0

（2） （0） （1） （0） （0） （6） （0） （3） （0） （0）

外 国 機 関 1
2 2 0 0 2 44 44 0 0 44

（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）

そ　 の 　他 9
13 0 1 0 0 76 0 5 0 0

（4） （0） （0） （0） （0） （18） （0） （0） （0） （0）

計 59
382 17 55 10 62 1952 103 283 115 438

（109） （4） （20） （8） （12） （436） （31） （30） （103） （65）

＊令和元年度進捗状況報告書より抜粋
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2-2. IODP/ICDP特別支援事業 Special Support Program for IODP/ICDP research at the CMCR

採択番号
Accession Number

課題名
Research Title

申請者
Principle

Investigator
申請者所属・職

Affiliation

（前期） （後期）

19A014 19B012 潜在的レアメタル資源としての黒色泥に関
する研究

矢野 萌生
東京大学大学院工学系研究科システ
ム創成学専攻・博士後期課程４年

19A038 -
海洋ハンレイ岩掘削試料中の斜長石を用い
た第四紀の平均地磁気強度の研究

臼井 洋一
国立研究開発法人海洋研究開発機
構地球深部ダイナミクス研究分野・
研究員

19A040 19B035 太平洋赤道域の深海堆積物を用いた9-19 Ma
における相対古地磁気強度変動の解明

熊谷 祐穂
東北大学大学院理学研究科・研究
補佐員

19A051 19B046 白亜紀末の天体衝突爆心地における海洋と
生態系の復活過程

山口 耕生 東邦大学理学部・准教授

19A054 19B049 デボン系，白亜系，古第三系の微化石・炭
素同位体比統合層序の樹立

西 弘嗣 東北大学総合学術博物館・教授

- 19B059 IODP Exp.358の掘削試料による南海掘削の
三元応力測定に係わる古地磁気研究

林 為人
京都大学大学院工学研究科都市社
会工学専攻・教授

- 19B070 南海トラフ付加体深部における物性の異方
性とそれに起因する構造の解析

浜橋 真理
Nanyang Technological University,
Earth Observatory of Singapore /
Research Fellow

令和元年度採択課題一覧
Approved proposals of the Special Support Program for IODP/ICDP research at the CMCR in FY2019

2-3. 地球掘削科学共同利用・共同研究拠点研究プロジェクト JURC-DES Research Project

古海洋コアビッグデータによる未来地球の描像－温暖化地球（400ppm超CO2ワールド）の読解－

Super Warm Earth: Understanding Global Warming Processes from Paleoceanographic Big Data

概要

　地球温暖化など環境変化が問題となっている昨今，古海洋学的知見は将来の地球環境システムの変動を理解する上

で重要である．そこで共同利用・共同研究拠点機能強化経費（研究プロジェクト分）による本プロジェクト（平成30

年度-令和3年度）では，（1）高知大学海洋コア総合研究センター内に「学術コアレポジトリー」を構築し，保管する

海洋コア等の基礎情報（位置，水深，地質時代等）を集約した「学術コアデータベース」を整備し，地球科学コミュ

ニティに公開する．同時に，（2）過去・現在の海洋環境変化に関連した以下の3つの重点研究プロジェクト（Principal
Research Projects: PRP-A, -B, and -C）を立ち上げ，広く国際共同研究を推進し，古海洋学ならびに地球科学の発展に

貢献する．

学術コアレポジトリー

　学術コアキュレーションについて「学術コアレポジト

リー」（KU-Academic-Based Core Repository : KU-ABCR）
と命名し，センター内に学術コアレポジトリー運用室（室

長・学術コアキュレータを配置）を設置し，運用を開始

した（2019年11月）．学術コアレポジトリーでは，IODPコ
アレポジトリーおよびJAMSTECコアキュレーションで扱

われない多様なコアを系統的に保管管理し，二次利用に

提供できるシステムを運用することを目指している．こ

れらの新たな取り組みについて，日本地質学会のブース

展示および海洋地質ランチョンを活用してコミュニティ

に紹介するとともに（2019年9月），センターウェブサイ

トにて概要を公開した（2020年4月）．学術コアの保管状

況の確認，今後のコア受入状況・受入方法の整備，運営

内規の整備・取り纏めを行い，学術コアデータベースの

公開に向けた準備作業を継続している．

重点研究課題

　地球掘削科学共同利用・共同研究拠点（JURC-DES）機
能強化プロジェクト研究「古海洋コアビッグデータ」で

は，3つの重点研究プロジェクトを設定し（2019年5月），

共同研究員の国際公募を実施し（2019年7-8月），7カ国（NZ・
独・英・日・中・台・仏）13機関・研究者の申請が課題

選定委員会で承認され（2019年9月），2019年10月より国

際共同研究を開始した．
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PRP-A年代ビッグデータ再生（PI : 岩井，山本，朝日）

Precise and accurate data correlation by chronostratigraphic big data assimilation to characterize late Cenozoic
warming episodes

　半世紀にわたる深海掘削の研究成果は，現在その多く

がインターネット上で公開され，いわゆるビッグデータ

として，だれもが自由に入手し利用することができる時

代になった．しかし，位置情報（緯度・経度・水深）や

年代情報（生層序年代，古地磁気年代，放射年代など），

古海洋データ（古水温・古塩分・水塊構造・栄養塩・生

物生産など），元となった種概念や地球化学的代替指標な

どは，手法・品質が様々であり，度重なる改定も続いて

いることから，利活用に際しては修正・補完・読み替え

などの作業が必要不可欠となる．公募型重点研究の一つ

「（重点研究課題A）新生代後期温暖化事変：年代ビッグ

データ同化による精密対比」では，年代情報のビッグデー

タに着目し，

1) 年代モデルを 新年代尺度に読み替え，再構築（デー

タ同化 data assimilation）
2) 鮮新世Pliocene，中期中新世Middle Mioceneの超温暖期

地球の様相を古海洋指標により描像

3) 分析試料・標本の保管・再利用，AI-IoT 活用

などを目標にかかげ，国際公募を実施した（2019年7-8月）．

4カ国6機関（ニュージーランド2，ドイツ2，イギリス1，

国内1）の研究者による申請が課題選定委員会で承認され

（2019年9月），2019年10月より国際共同研究を開始した．

　Geologic Time Scale の改訂作業が進められ（Ogg 他私

信），複数のIODP航海乗船研究が取り組まれている中，南

大洋や赤道域，アイスランドの鮮新世を中心に年代の見

直し・高精細化に取り組んでいる．

　また，本プロジェクト第1回国際ワークショップを「Work-
shop on the Paleoceanographic Big Data: Chronostrati-
graphic data assimilation」と題して開催（2020年2月20日，

世話人：岩井・氏家，参加者33名；ニュージーランド，

ベルリン，筑波からのライブ中継発表・討論参加3名含む），

年代層序と分類・遺伝子のビッグデータ・同化に関する

6件の講演と討論会が行われた．年代層序ビッグデータ

の部では，ニュージーランド地質・核科学研究所（GNS
Science）のGrant博士がデータ同化手法として注目される

条件付 適化法（CONOP）を用いた取組について講演

（Zoomによるライブ中継），その後国内若手研究者（本セ

ンター松井浩紀・加藤悠爾，国立極地研究所羽田裕貴）

による鮮新世・中新世の事例研究紹介や問題提起が行わ

れた．分類・遺伝子ビッグデータの部では，重点領域共

同研究で来日中だった英国Young博士から円石藻化石の形

態的多様性とNeptuneデータベースについて，仏国Probert
博士から分析技術の革新により可能となった分子生物

学的群集動態解析について紹介された．総合討論では，

Neptuneデータベースを開発したベルリン自然史博物館の

Lazarus博士や，国立科学博物館の斎藤めぐみ博士が加わ

り，微古生物レファレンスセンターの参照標本やデータ

ベースの管理運用に関する課題などについて議論した．

Collaborators: Joseph Graham Prebble (NZ), Christina
Rose Riesselman (NZ), Thomas Frederichs (独），Steven
Bohaty (UK), Johan Renaudie (独），上栗伸一（茨城大）

PRP-Bスーパー間氷期の古海洋マッピング（PI : 池原，山本，氏家，朝日）

Paleo-proxy data mapping in the Northwest Pacific: Understanding the behavior of the Kuroshio-subtropical gyre
during past super-interglacials

　学術コアレポジトリーに保管している海

洋コア群を活用し，北西太平洋の古海洋プ

ロキシデータの集約と補完を図り，現代お

よび将来の気候変動を理解するために鍵と

なる時代における古海洋プロキシデータの

マッピングを行う．表層水温やプランクト

ン群集，生物生産量等の北西太平洋マップ

を描像することによって，黒潮や亜熱帯ジャ

イア，東アジアモンスーンの変動様態を時

空間的に復元する．特に， 終氷期 寒期

（LGM）や現代よりも温暖だったと考えら

れているスーパー間氷期に焦点を絞り，古

気候モデルとの連携を深めることによって，

気候変動の将来予測の精度向上にも貢献す

ることを目指す．

　2019年度には，本プロジェクトに利活用

できる北西太平洋の海洋コアの選定を行い，

完新世から 終氷期をカバーする海洋コア
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26地点，および，約12.5万年前の 終間氷

期 盛期（MIS 5e）をカバーする海洋コア

12地点をリスト化した．今後，これらの海

洋コアにおける基礎データの集約と年代モ

デルの確認と再整備を進めるとともに，新

たに実施する分析項目の精査と分担を調整

し，共同研究員や他の協力者の協力を得な

がら，表層水温・塩分，微化石群集，生物

生産量などの古海洋プロキシデータを蓄積

し，国際共同研究を推進していく．

図. 重点研究プロジェクトB（PRP-B）「スーパー間氷期の古海洋マッピング」
で利用可能な西赤道太平洋～北西太平洋における海洋コア群サイト(A)完新世～

最終氷期をカバーする海洋コアのサイト、(B)最終間氷期最盛期（MIS 5e）を

カバーする海洋コアサイト．

PRP-C 地球温暖化に対する微小プランクトンの初期応答（PI : 氏家，萩野）

Survival strategy of micro-plankton to Global Warming

　地球の気温は1990年代以降，加速的に上昇し，海水準

の上昇や海洋酸性化といった深刻な気候変化を引き起こ

している．海洋の微小プランクトン（微細藻類）は，CO2

の消費者として大気－海洋間および海洋の炭素循環にお

いて重要な役割を果たす一方で，地球温暖化に伴う環境

変化を大いに受ける可能性がある．しかし，こうした劇

的な環境変化に対し，微細藻類がどのように応答してい

るのか不明な点が多い．このような背景を踏まえ，本プ

ロジェクトでは，1960～1970年代に世界の有光層約6000

地点で採取された海水ろ過フィルター試料を用い，微細

藻類（特に円石藻）の殻形態分析・遺伝子解析を行い，

現在の情報と比較することにより，温暖化における分布

種の組成の変化や，分布域の拡大・縮小を検証する．過

去30-50年間に見られた劇的環境変化に対する生物の初期

応答の“実際”を見る事により，地球温暖化が生命圏へ

もたらす影響を理解する上で多大な貢献をすると期待さ

れる．

　なお，本プロジェクトを骨子とした科研費（基盤研究

B）を，萩野が代表者として2019年に申請し採択された．

2020年度から実施予定である．

［チームメンバー］＊科研費メンバー

形態分析：萩野恭子＊（高知大），Jeremy Young（University
College London・英），Richard Jordan＊（山形大学）

遺伝子解析：氏家由利香＊（高知大），萩野恭子＊（高知大），

星野辰彦＊（JAMSTEC），Ian Probert（Station Biologique
de Roscoff・仏）

＊協力者：Colomban de Vargas（Station Biologique de
Roscoff・仏），Sarah Romac（Station Biologique de Roscoff・
仏），El Mahdi Bendif（University of Oxford・英）

［2019年度の活動実績・今後の予定］

　2019年10月に全参加メンバーによるオンライン会議を

開催し，各人の研究目的や方針について確認をした．ま

た，フィルター試料のリスト・採取地点の取りまとめ，

フィルター試料の分割などの作業等を行う予定を決めた．

　2020年2月，先の会議を踏まえ，Probert博士，Young博
士，Jordan博士を海洋コア総合研究センターに招聘し，フィ

ルター試料の整理・分割作業，SEMによる試料の確認，

詳細な研究打ち合わせを行った．同来訪時に，重点研究

課題Aと連携し，国際ワークショップにて講演，ならびに

議論に参加した．

1) 試料選定

　温暖化（海洋酸性化）が顕著であり，かつ現在のデー

タと比較を考慮し，北大西洋及び太平洋緯度トランセク

トから計500点の試料を選定し，分割を行った．

2) 形態分析

・SEMによる観察：分割したフィルター試料の保存状態

を確認（図），どのような種が含まれるかなどの予察的

観察を行った．今後，種組成を調べるため，詳細な観

察を行う．

・光学顕微鏡による観察：光学顕微鏡観察用の試料を大

西洋・太平洋のサンプルから450点作成した．フィルター

毎に保存状態が異なることがわかったため，より作業

スピードの速い光学顕微鏡での観察を行う．また，比

較的サイズの大きい円石藻の種分類にも有効である．

3) 遺伝子解析

・遺伝子抽出法の比較実験：室温乾燥状態で保管されて

いたため，分子の保存状態は良くないと予想される．

テストとして4地点のフィルター試料から遺伝子抽出を

行った．今後，ロスコフ生物研究所とも協力し，効率

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

20



的な遺伝子抽出法を日・仏で試験する．

・プライマーの選定：目的とする円石藻の

遺伝子配列を効率よく得るため，円石藻

に特化したプライマーを選定する．核・

オルガネラ起源の遺伝子情報を考案して

おり，Bendif博士とも協力し，プライマー

の候補を考案中である．

・現在の情報との比較：2009～2013年に実

施されたTARA Oceanプロジェクトによる

環境DNA試料解析による現在の有光層の

生物群集と比較をする．同プロジェクト

の中核を担うロスコフ生物研究所と協力

し，円石藻のデータを抽出する．

左：保存状態が悪い例，右：保存状態が良い例

図　観察されたフィルター試料上の円石藻

2-4. その他 Other topics

○モンゴル湖底堆積物

　高知大学理工学部地球環境防災学科

の長谷川精講師が研究対象とするモン

ゴルの湖底堆積物試料を，2017年6月よ

り学術研究分析試料として海洋コア総

合研究センターにて保管を行っている．

このような海外の陸上コア試料は，植

物防疫の法令に基づく手続きが必要で

あり，当センターではこれまで保管の

受入は行われていなかった．しかし昨

今の地球科学分野では海洋コアに加え

て，陸上コアの重要性も高まって来て

いることから，長谷川講師と徳山セン

ター長との間で学術研究分析試料の保

管に関する覚書を交換し，植物防疫の

法令を順守した形での研究を実施して

いる．

　これまでに，2017年6月にモンゴル南

西部オログ湖の湖底堆積物コア26 m分

（約115 kg）を，2019年4月にモンゴル北

西部サンギンダライ湖の湖底堆積物コ

ア20 m分（約122 kg）を受け入れ，当セ

ンターの保管庫で保管している．同コ

ア試料を用いた研究では，過去の急激

な気候変化に伴う偏西風経路の変動史

や，永久凍土の融解史の復元を目的と

しており，温暖化進行後の地球環境予

測の上でも重要な成果が得られると期

待される．

モンゴル北西部サンギンダライ湖で実施したボーリング掘削の様子
（2019年3月，長谷川講師提供）
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3. 学内共同利用 Kochi University Sharing Facility Services

3-1. 学内共同利用状況 Campus-wide Shared User

教員名 Name 所属 Department 利用日数
Days used

利用機器
Facilities used

寺本 真紀 農林海洋科学部海洋資源科学科海洋生命科学コース 33 GC-MSD
小野寺 健一 農林海洋科学部海洋資源科学科海洋生命科学コース 23 遠心分離機

久保田 賢 農林海洋科学部海洋資源科学科海洋生命科学コース 1 Xradia
足立 真佐雄 農林海洋科学部海洋資源科学科海洋生物生産学コース 7 高速自動濃縮装置

池島 耕 農林海洋科学部海洋資源科学科海洋生物生産学コース 6
EA-IRMS，レーザー粒度
分析装置

足立 亨介 農林海洋科学部海洋資源科学科海洋生物生産学コース 3 CHNS/O元素分析装置

西村 安代 農林海洋科学部農林資源環境科学科 6 Xradia
鈴木 紀之 農林海洋科学部農林資源環境科学科 4 デジタル顕微鏡

濱田 和俊 農林海洋科学部農林資源環境科学科 1 EA-IRMS

田中 壮太 農林海洋科学部農芸化学科 10
XRD，XRF，マッフル炉，
ビードサンプラ

川畑 博 理工学部地球環境防災学科地球環境変動分野 2 Xradia
長谷川 精 理工学部地球環境防災学科地球環境変動分野 1 CT
森 勝伸 理工学部化学生命理工学科 10 FE-SEM，白金蒸着機

梶芳 浩二 理工学部化学生命理工学科 3 FE-SEM
藤代 史 理工学部数学物理学科物理科学コース 1 レーザー粒度分析装置

安光ラヴェル 香保子 医学部医学科医療学 4 インテリジェント顕微鏡

西脇 芳典 教育学部学校教育教員養成課程理科教育コース 6 FE-SEM，炭素蒸着機

富 裕孝 地域連携推進センター土佐FBCⅢ企画運営室 1 デジタル顕微鏡

3-2. 学内共同利用成果 Academic outcome

学生氏名
Name

年度
FY タイトル Topics 所属

Major Program
指導教員
Supervisor

中村 峻輔 2019
高知市および近郊の河口域の潮間帯底泥におけるマイ
クロプラスチックの分布

高知大学農学部農学科
流域環境工学コース

池島 耕

大江 遼 2019
土佐湾産イタヤガイの微細殻成長量の季節変動とその
要因

高知大学理学部理学科
地球科学コース

近藤 康生

大山 晃介 2019
中期更新世清川層産イタヤガイの成長に関する考察に
ついて

高知大学理学部理学科
地球科学コース

近藤 康生

洲合 準輝 2019 テントウムシにおける形質置換の検証
高知大学農林海洋科学
部農林資源環境課学科

鈴木 紀之

小林 耕野 2019
フィリピン国マヨン山の火山灰土壌の特性 －農業形態
に着目して－

高知大学農林海洋科学
部農芸化学科

田中 壮太

冨田 和馬 2019
高知県三原村における水田転換ユズ園の土壌特性に基
づく類別の試み

高知大学農林海洋科学
部農芸化学科

田中 壮太

矢野 諭稔 2019 高知県四万十町ショウガ栽培圃場の土壌肥沃度評価
高知大学農林海洋科学
部農芸化学科

田中 壮太

石川 航輝 2019
モンゴル年縞湖成層から復元する白亜紀中期“温室期”
における千年～オービタルスケールの気候変動

高知大学理学部理学科
地球科学コース

長谷川 精

久安 駿弘磨 2019
完全な再生可能資源化を目指したリグニンからポリア
セニックファイバーへの展開技術

高知大学理学部応用理
学科応用化学コース

森 勝伸

○修士論文 Master Thesis

○卒業論文 Bachelor Thesis

1. 井坂 茉由，2019，二酸化チタン光触媒担持材料の開発とその水質浄化性能の評価．群馬大学理工学府環境創生部

門（高知大学大学院特別研究生），主査/桂 進司，副査／鳶島 真一，板橋 英之（高知大学大学院理学専攻特別研

究生として在籍した当時の利用，受入・利用申請代表者：森 勝伸）

2. 寒川 稔朗，2019，鮮新統穴内層産Paphia 属二枚貝の形態・分類および系統．高知大学総合人間自然科学研究科理

学専攻，主指導：近藤 康生，副指導：奈良 正和
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○原著論文 Journal Article

Vermeiren, P., Mun oz, C. and Ikejima, K., Microplastic
identification and quantification from organic rich sedi-
ments: A validated laboratory protocol, Environmental
Pollution, 262, 114298, 2020

Feng, Y., Wang, X., Dong, P., Li, J., Feng, L., Huang, J.,
Cao, L., Feng, L., Kajiyoshi, K. and Wang, C., Boos-
ting the activity of Prussian-blue analogue as efficient
electrocatalyst for water and urea oxidation, Scientific
Reports, 9, 1, 15965, 2019

Sakaki, M., Feng, Y.-Q. and Kajiyoshi, K., Ultrasonic-
assisted exfoliation of Ca2Nb3O10- nano-sheets, Journal of
Solid State Chemistry, 277, 253-259, 2019

Shimanouchi, R., Takatsuka, A., Ozeki, R. and Kawano,
Y., Preparation and electric conductivity of Na3Al2
(PO4)3 ceramic from a hydrothermally synthesized pre-
cursor, Materials Chemistry and Physics, 238, 121927,
2019

Hasegawa, T., Nishiwaki, Y., Fujishiro, F., Kamei, S. and
Ueda, T., Quantitative Determination of the Effective
Mn4+ Concentration in a Li2TiO3:Mn4+ Phosphor and Its
Effect on the Photoluminescence Efficiency of Deep Red
Emission, ACS Omega, 4, 22, 19856-19862, 2019

本多 定男, 橋本 敬, 西脇 芳典, 大和 拓馬, 金田 敦徳,
近藤 涼介, 早川 慎二郎, 木村 滋, 科学鑑定のためのボー

ルペンインクの放射光蛍光X線分析, SPring-8/SACLA利
用研究成果集, 7, 2, 316-320, 2019

本多 定男, 橋本 敬, 西脇 芳典, 早川 慎二郎, 森脇 太郎,
池本 夕佳, 木下 豊彦, 科学鑑定のための銃発射残渣（GSR）
の放射光FTIR分析, SPring-8/SACLA利用研究成果集, 7,
2, 184-187, 2019

Nishiwaki, Y. and Takekawa, T., Forensic Comparison of
Automotive Aluminum Wheel Fragments Using Syn-
chrotron Radiation X-ray Fluorescence with 18- and 116-
keV Excitation X-rays, Journal of Forensic Sciences, 64,
4, 1034-1039, 2019

Nishiwaki, Y., Honda, S., Yamato, T., Kondo, R., Kaneda,
A. and Hayakawa, S., Nondestructive Differentiation of
Polyester Single White Fibers Using Synchrotron Radi-
ation Microbeam X-ray Fluorescence Spectrometry with
Vertical Focusing, Journal of Forensic Sciences, (in press)

Kuma, R., Hasegawa, H., Yamamoto, K., Yoshida, H.,
Whiteside, J. H., Katsuta, N. and Ikeda, M., Biogeni-
cally induced bedded chert formation in the alkaline
palaeo-lake of the Green River Formation, Scientific
Reports, 9, 1, 16448, 2019

Imai, M., Mine, K., Tomonari, H., Uchiyama, J., Matuzaki,
S., Niko, Y., Hadano, S. and Watanabe, S., Dark-Field
Microscopic Detection of Bacteria using Bacteriophage-
Immobilized SiO2@AuNP Core?Shell Nanoparticles,
Analytical Chemistry, 91, 19, 12352-12357, 2019

Kikuchi, Y., Numao, K., Fujishiro, F., Kim, S.-y., Ito, T.,
Miwa, M. and Matsuyama, S., Properties of ultraviolet
phosphor for ion-beam-induced fluorescent microscopy
technology, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, De-
tectors and Associated Equipment, 948, 162748, 2019

Pham, C. T., Nguyen, T. H., Matsumoto, K. and Nguyen,
H. H., CuI/CuII Complexes with Dipicolinoylbis (N,
N -diethylthiourea): Structures, Magnetism, and Guest Ion
Exchange, European Journal of Inorganic Chemistry, 38,
4142-4146, 2019

Pham, C. T., Nguyen, T. H., Trieu, T. N., Matsumoto,
K. and Nguyen, H. H., Syntheses, Structures, and
Magnetism of Trinuclear Zn2Ln Complexes with 2,6-
Dipicolinoylbis (N, N -diethylthiourea), Zeitschrift fur
anorganische und allgemeine Chemie, 645, 17, 1072-

1078, 2019

○著書 Book

北條 正司, 一色 健司, 梅谷 重夫, 森 勝伸, 蒲生 啓司,
西脇 芳典, 基本分析化学－イオン平衡から機器分析法

まで－, 三共出版, 2020

:
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4. 高知コアセンター分析装置群共用システム
　KCC Open Facility System

○概要 Overview of the KOFS

　高知コアセンター分析装置群共用システムは，文部科

学省「先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム

導入支援プログラム）」の一環として平成28～30年度に実

施されたプログラムであり，海洋コア総合研究センター

と海洋研究開発機構高知コア研究所が共同で申請し採択

されたものである．事業による経費支援が終了した本年

度からは，これまでに構築したシステムを活用して自主

運営を行っている．

　本共用システムは，センターの様々な分析機器を教育・

研究機関や一般企業の方が“随時”利用できる課金型利

用システムであり，平成29年10月からは，分析装置の学

内共同利用については共用システムを介して対応してい

る．

　本共用システム導入・運用の目的は，

1) 産業界や異分野に広く門戸を開き，より多くの研究

者や技術者を受け入れることで，学術界・産業界での

コミュニティの拡大や研究・教育活動の活性化・高度

化を図ること，

2) 海洋研究開発機構高知コア研究所が所有する先端分

析機器を共同利用・共同研究拠点の機能に加えること

で，学内外における機器の共用化を促進すること，

3) 本システムの運用制度を確立し，支援・運用体制を

強化すること，である.

問い合わせ先 More Information:

　高知コアセンター分析装置群共用システムオフィス

　　E-mail: kcc-kyoyo@kochi-u.ac.jp

　　URL: http://www. kochi-core. jp/kyoyo/index. html

　　　 　http://www. kochi-core. jp/kyoyo/en/index_e. html

"Kochi Core Center Open Facility System (KOFS)" pro-

gram was implemented from FY2016 to FY2018 as a part

of "Project for Promoting Public Utilization of Advanced

Research Infrastructure" supported by the Ministry of Ed-

ucation, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).

Since FY2019, we run the program independently. KOFS

is cooperated by the Center for Advanced Marine Core

Research, Kochi University and Kochi Institute for Core

Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Sci-

ence and Technology.

Anyone could use this system for a fee, and application 

and inquiry are accepted at any time.

Our motivations under KOFS are:

1) To expand communities in academia and industry, and

to activate and enhance research and educational ac-

tivities by accepting more researchers and engineers in

industry and other fields

2) To promote the sharing of equipment; the equipment

owned by JAMSTEC are available to the users of the

JURC-DES program

3) To strengthen the support and operations

○令和元年度の利用実績 Performance in FY2019

○課題一覧（高知大学受入分）Proposal list under the CMCR direction

年度
Year

学外課題件数
Total number of proposals

(External user)
内訳　高知大学受入分

Category of proposals under the CMCR direction

令和元
FY2019

36 23
産業界　　　　Industry ：10
研究教育機関　Academia：13

区分
Category

課題申請者所属・職名
Affiliation/Position

課題申請者
Applicant

研究課題名
Topics

研究教育機関
高知県立春野高等学校科学部・
教諭

古畑 邦明
「イシダタミの暑さ対策Ⅱ」～貝殻表面の毛細管現象
と蒸発熱の利用～（仮称）

他　企業10件，研究教育機関12件

※所属は申請年度当時のものを記載．
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5-1. 日本珪藻学会第40回大会 40th JSD Spring Meeting 2019 in Kochi

5. シンポジウム・セミナー等
Symposium, Seminar, Workshop, and others

区　分：学会

開催日：2019年5月11日（土）

場　所：新図書館等複合施設オーテピア（高知市）

主　催：日本珪藻学会

共　催：高知大学，高知みらい科学館

後　援：海洋研究開発機構

協　力：高知県観光コンベンション協会

実行委員長：岩井 雅夫

出席者：42名

概　要：全国から42名の会員・非会員が参加し，口頭発

表8件，ポスター発表9件の講演が行われた．大会に先

立っては編集委員会・運営委員会が，また大会の講演終

了後には総会ならびに表彰式が行われた．口頭発表1件，

ポスター発表5件が海外の堆積物を扱った成果発表であり，

その多くが学生による取り組みであった．国内外の現世～

5-2.
ワークショップ「地球掘削科学共同利用・共同研究拠点と珪藻研究」
JSD-CMCR Joint Workshop on the JURC-DES facility and diatom research

区　分：ワークショップ

開催日：2019年5月12日（日）

場　所：高知大学 海洋コア総合研究センター（B棟2Fセ
ミナー室）

主　催：海洋コア総合研究センター

世話人：岩井 雅夫

共　催：日本珪藻学会

後　援：海洋研究開発機構

出席者：約40名

概　要：日本珪藻学会第40回大会（主催：日本珪藻学会，

共催：高知大学・高知みらい科学館，後援：海洋研究開

発機構）が図書館等複合施設「オーテピア」で開催され

（2019年5月11日），珪藻研究者が高知に集結したことを機

会に，珪藻研究分野における共同利用機器利用ニーズを

探り，新たな共同研究シーズを開拓すべく，高知大学海

洋コア総合研究センターで本ワークショップが企画・開

化石珪藻に関する研究成果が幅広く紹介されるとともに，

機械学習を用いた同定の試みなども紹介され，活発な議

論がなされた（大会プログラムおよび要旨は珪藻学会誌

Diatom 35:78-83, 2019に掲載）．

催された．共同利用の仕組み（新井和乃ほか）や，保有

機器を活用した境界領域の研究事例（萩野恭子），教育実

践事例や現行プロジェクト（Matthieu Civel,岩井ほか）に

ついて紹介され，施設・機器などを見学，闊達な議論が

交わされた（ワークショッププログラムおよび要旨は珪

藻学会誌Diatom 35:84-85,2019に掲載）．

5-3. 令和元年度国立大学附置研究所・センター会議第１部会（理工学系） 　　　

区　分：会議

開催日：2019年10月4日（金）

場　所：三翠園（高知市）

世話人：徳山 英一

出席者：98名

概　要：令和元年度国立大学附置研究所・センター会議

第1部会（理工学系）では，部会長の久堀徹東京工業大学

科学技術創成研究院化学生命科学研究所長の会長挨拶及

び辻田宏高知大学理事（総務・財務・企画担当）の開会
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挨拶の後，第1部会長の瀬崎薫東京大学空間情報科学研究

センター長から本年度開催の常置委員会等の報告があり，

その後，「ヘリウム危機とその課題・対応」及び「次世代

人材育成とアウトリーチ」について議論が行われた．次

いで，西井知紀文部科学省研究振興局学術機関課長より，

共同利用・共同研究体制に係る令和2年度概算要求につい

て情報提供が行われ，活発な質疑応答が行われた．

5-4. シンポジウム「海が拓く新時代」 　　　

区　分：シンポジウム

開催日：2019年10月5日（土）

場　所：高知会館２階白鳳（高知市）

世話人：徳山 英一

出席者：75名

概　要：令和元年度国立大学附置研究所・センター会議

第1部会に合わせて開催されたシンポジウム「海が拓く新

時代」では，本家孝一高知大学理事（研究・評価・医療

担当）による開会挨拶の後，臼井朗高知大学海洋コア総

合研究センター特任教授，池上康之佐賀大学海洋エネル

ギー研究センター教授，小原一成東京大学地震研究所教

授，平石哲也京都大学防災研究所流域災害研究センター

教授による講演が行われた．シンポジウムには，第1部会

所属機関を含む約75名が参加し，海底資源・海洋エネル

ギー・スロー地震・津波対策について，活発な議論や質

疑応答が行われ，盛況のうちに終了した．

5-5. 4次元統合黒潮圏資源学の創成プロジェクト令和元年度第1回全体会議 　　　

区　分：研究会

開催日：2019年10月29日（火）

場　所：高知大学 海洋コア総合研究センター（B棟2Fセ
ミナー室）

世話人：プロジェクト運営会議（徳山 英一・深見 公雄・

村山 雅史・長﨑 慶三・久保田 賢・岩井 雅夫）

出席者：17名

概　要：部局・分野横断の「4次元統合黒潮圏資源学の創

成プロジェクト」では，毎月運営会議が開催されてきた

が，平成30年に実施された外部評価委員会（高橋正征委

員長ほか2名）による指摘事項をうけ，参加者相互の連携

を図り“4次元資源学”に関する議論を活性化，分野横断

研究や学問体系としての深化をはかるべく，プログラム

参加者全員を対象とした本全体会議・討論会が開催された．

「資源」に関する認識や各自が扱う「空間・時間スケール」

の違いについて課題が指摘され，「持続性ある開発目標（SDGs）」
との関連づけや研究成果の情報発信・人材育成へのフィー

ドバックなどについて具体化するための行動計画につい

て議論された（詳細は4次元統合黒潮圏資源学の創成プロ

ジェクトNEWS LETTER vol.4, 2020, p.7参照)．
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5-6. Workshop on Marine Manganese Minerals 2020（海底マンガン鉱床の地球科学Ⅲ）

区　分：ワークショップ

開催日：2020年1月24日（金）－25日（土）

場　所：高知大学メディアの森メディアホール（初日），

　　　　海洋コア総合研究センター（2日目）

世話人：臼井 朗

出席者：20数名

概　要： 近，海底レアメタルがしばしば話題になるが，

深海環境の応答を含めた鉱床の科学的実態解明には至っ

ていない．我が国でも，国際鉱区の獲得に向けた探査開

発を支える地球科学的研究の必要性が認識されるように

なった．海底マンガン鉱床の調査は国内では公的機関に

よって主導されているが，研究活動において，高知大学

の海洋地質学，地球化学，鉱物学などの分野の研究が大

きな貢献を続けている．このワークショップでは，SIP
（戦略的イノベーションプログラム）の「海底マンガン鉱

床の地球科学」（2016-2019）関係者を中心に，成果報告

と将来構想に関わる，意見交換/情報交換を行った．

　令和2年1月24日（メディアホール）および25日（海洋

コア総合研究センター）の会合では，海洋研究開発機構

（高知コア研究所含む），石油天然ガス金属鉱物資源機構，

産業技術総合研究所のほか，茨城大学，静岡大学，東京

大学，神戸大学などの専門家，高知大学の各部門の教職

員，学生/院生（20数名）が参加し，我が国一線の専門家

と学生，院生による14件の発表と総合討論をもとに，成

果確認，将来構想についての議論を行った．今後，基礎

研究からの探査開発への貢献，産・学・官の間の密接な

連携，国際的認知の強化などを目指して研究を維持・拡

大すべきことを再確認した．次回のワークショップは，

令和2年7月の地球惑星科学連合大会（幕張メッセからネッ

ト会議に変更）の領域外セッションにて実施する予定で

ある．

5-7. Workshop on Paleoceanographic Big Data : Chronostratigraphic data assimilation

区　分：ワークショップ

開催日：2020年2月20日（木）

場　所：高知大学 海洋コア総合研究センター（B棟2Fセ
ミナー室）

世話人：岩井 雅夫・氏家 由利香

出席者：33名（海外研究者：4人）

概　要：共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究「古

海洋コアビッグデータによる未来地球の描像-温暖化地球
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（400ppm超CO2ワールド）の読解－」による第1回国際ワークショッ

プでは，年代層序と分類・遺伝子のビッグデータ・同化に関する

6件の講演と討論会が行われた．年代層序ビッグデータの部では，

ニュージーランド地質・核科学研究所（GNS Science）のGrant 博
士がデータ同化手法として注目される条件付 適化法（CONOP）
を用いた取組について講演（Zoomによるライブ中継），その後国

内若手研究者（本センター松井浩紀・加藤悠爾，国立極地研究所

羽田裕貴）による鮮新世・中新世の事例研究紹介や問題提起が行

われた．分類・遺伝子ビッグデータの部では，重点領域共同研究

で来日中だった英国Young 博士から円石藻化石の形態的多様性と

Neptuneデータベースについて，仏国Probert 博士から分析技術の革

新により可能となった分子生物学的群集動態解析について紹介さ

れた．総合討論では，Neptune データベースを開発したベルリン自

然史博物館のLazarus 博士や，国立科学博物館の斎藤めぐみ博士が

加わり，微古生物レファレンスセンターの参照標本やデータベー

スの管理運用に関する課題などについて議論した．

　本ワークショップは大学院DCセミナーとしても位置づけられ，

博士課程学生1名が受講した．

5-8. 4次元統合黒潮圏資源学の創成プロジェクト令和元年度第2回全体会議・年次報告会

区　分：研究会

開催日：2020年2月21日（金）

場　所：高知大学 海洋コア総合研究センター（B棟2Fセ
ミナー室）

世話人：プロジェクト運営会議（徳山 英一・深見 公雄・

村山 雅史・長﨑 慶三・久保田 賢・岩井 雅夫）

出席者：18名

概　要：「4次元統合黒潮圏資源学の創成」にむけ，進捗状

況・取組姿勢が全参加者から報告され，分野横断研究や

テキスト作成・教育カリキュラム改革等多様な課題につ

いて議論が行われた（詳細は4次元統合黒潮圏資源学の創

成プロジェクトNEWS LETTER vol.4, 2020, p.8参照）．

写真1 zoomを用いたライブ講演
Grant 博士（ニュージーランド）

写真2 Young 博士（英国）の講演 写真3 Probert 博士（フランス）の講演

写真1．報告会の様子 写真2．コロナ対策の消毒薬とペーパータオル．
　　　　 翌週よりほぼ全ての集会がキャンセルに．
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5-9. 令和元年度共同利用・共同研究成果発表会 　　　

区　分：研究会

開催予定日：令和2年2月27日（木）－28日（金）

場　所：海洋コア総合研究センター セミナー室

主　催：海洋コア総合研究センター

協　力：国立研究開発法人 海洋研究開発機構（JAMSTEC）
世話人：山本 裕二（海洋コア）

発表件数：ポスター27件，口頭27件

概　要：平成31年度・令和元年度に実施された，古海洋

学，古地磁気・岩石磁気学，地球化学，地質学などの地

球掘削科学諸分野の多岐にわたる共同利用・共同研究課

題の成果について，研究成果の普及と課題実施者相互の

交流を図るため，当該発表会を実地にて開催予定であっ

た．新型コロナウィルスの急速な感染拡大により，2月26

日以降，高知大学が主催する全ての行事は実地開催を中

止することとなり，本発表会も2月26日に急遽実地開催の

中止を決定した．すでに全ての発表者から発表予稿の提

出を受けており，発表会予稿集は完成していたため，発

表者全員に予稿集を配布することで発表は成立したもの

とした．

5-10. セミナー・研究集会等一覧 Summary tables of research meeting and seminars

5-10-1. 研究会等開催状況一覧 Research meetings

開催日
Period

研究会等名称
Title of Meeting, Number of participants

2019（R1）
5.11 日本珪藻学会第40回大会（42人）

5.12
ワークショップ「地球掘削科学共同利用・共同研究拠点と珪藻研究」（主催：海洋コア総合研究セン
ター，共催：日本珪藻学会）（約40名）

10.3 土佐沖メタンハイドレート実用・商用化プラットフォーム研究会

10.4 2019年国立大学附置研究所・センター会議第一部会会議（98人）

10.5 2019年国立大学附置研究所・センター会議第一部会シンポジウム「海が拓く新時代」（76人）

10.17 日本建設業連合会海洋基本計画推進部会（11人）

10.29 「4次元統合黒潮圏資源学の創成プロジェクト」令和元年度第1回全体会議

2020（R2）
1.24-25 Workshop on Marine Manganese Minerals 2020（海底マンガン鉱床の地球科学Ⅲ）

2.20
Workshop on Paleoeanographic Big Data: Chronostratigraphic data assimilation（海洋コア総合研究セン
ターセミナー室）（33人）

2.21 「4次元統合黒潮圏資源学の創成プロジェクト」令和元年度第2回全体会議・年次報告会

2.27-28 令和元年度 共同利用・共同研究成果発表会（発表者50人＋センター関係者；実地開催中止・見なし開催）
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5-10-2. KCCセミナー KCC Seminar

開催日
Date

講演者（所属，職名）「講演題目」
Presenter, Affiliation, Title of Presentation

2019.4.16 Michael Stipp (Professor, Halle University)
「Earthquake and tsunami generation at active continental margins - what can we learn from rock
mechanical experiments?」

2019.5.20 池原 実（高知大学 海洋コア総合研究センター・教授）
「白鳳丸KH-19-1次南大洋航海～新学術「南極の海と氷床」とIODPプロポーザル～」
板木 拓也（産業技術総合研究所地質調査総合センター・主任研究員）
「AI（人工知能）を用いた微化石の自動鑑定・分取システム」

2019.6.11 石井 俊一（JAMSTEC 高知コア研究所・地球微生物学研究グループ・研究員）
「薩摩硫黄島の鉄酸化物鉱床における電気微生物群集のメタゲノム解析」
鹿島 裕之（JAMSTEC Young Research Fellow）
「微生物集団が触媒する双方向の電子移動現象」
山本 正浩（JAMSTEC・研究員）
「深海の熱水発電現象と電気エネルギー生態系」
若井 暁（JAMSTEC・研究員）
「微生物による金属腐食現象と電子移動」

2019.6.14 Clive R. Neal (Professor, Univ. Notre Dame, USA)
「Understanding the Origin and Evolution of Basaltic Samples from the Moon」
清水 健二（JAMSTEC 高知コア研究所・同位体地球化学研究グループ・技術研究員）
「Volatile analyses in volcanic glass and melt inclusion using SIMS and their applications」

2019.6.19 加藤 悠爾（高知大学海洋コア総合研究センター・JSPS-PD）
「南北高緯度域における珪質微化石を用いた古海洋学的研究」
矢野 萌生（東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻・D3）
「独立成分分析により抽出された日本列島付加体中ペルム紀-トリアス紀境界黒色頁岩の地球化学的
特徴」

2019.7.3 Benoit Ildefose (Professor, Universite de Montpellier, France)
「Formation of the ocean crust : successes and challenges of deep drilling」
岡﨑 啓史（JAMSTEC 高知コア研究所・岩石物性研究グループ・技術研究員）
「Physical property of the fossilized crust-mantle transition zone from ICDP Oman Drilling Project Hole
CM1A and CM2B measured onboard D/V Chikyu」

2019.7.9 Male Koester (PhD student, Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research,
Bremerhaven, Germany)
「Availability of reactive iron for microbial iron reduction and assessment of the diagenetic overprint
of sediments within the deep subseafloor biosphere in the Nankai Trough, Japan - IODP Expedition 370」

2019.7.12 Marc Humblet（Nagoya University・特任准教授）
「IODP Expedition 325: History of sea level and reef growth since the last ice age」
Ana Prohaska (Postdoctoral Research Associate, University of Cambridge)
「Opportunities and challenges of ancient pollen DNA」

2019.8.7 鄭 美嘉（JAMSTEC 超先鋭研究開発部門・JAMSTEC Young Research Fellow）
「Designing Competitive Fitness of B. subtilis and Engineered E. coli in a community」

2019.8.26 稲垣 祐司（筑波大学計算科学研究センター・教授）
「新奇真核微生物の探索と細胞内共生に伴う宿主ゲノムの進化：真核生物初期進化の理解に向けて」

2019.10.3 Ainhoa Lorenzo（メキシコ国立自治大学）
「Understanding magmatic processes in a medium-sized monogenetic volcano: The case of Pelado shield
(Mexico)」

2019.10.9 Liu Nan (Carl Zeiss Pte. Ltd)
「3D and in-situ X-Ray Microscopy for Geoscience」
Shaun Graham (Carl Zeiss Pte. Ltd)
「New Microscopy Workflows in Geoscience: Bridging with scale problems with contextual and correlative
analytical workflows」

2019.11.8 中谷 武志（JAMSTEC 研究プラットフォーム運用開発部門・技術開発部・海洋ロボティクス開発実
装グループ・技術研究員）
「ロボットによる海底探査！」

　KCCセミナーは，当センターの客員教員や来訪者等に

よる特別公開セミナーで，海洋研究開発機構高知コア研

究所と共同開催している．今年度は18回（発表28件）開

催された．

KCC Seminar has been cooperated with KOCHI JAMSTEC

and a total 18 seminars with 28 presentations had been

held in FY2019.
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開催日
Date

講演者（所属，職名）「講演題目」
Presenter, Affiliation, Title of Presentation

2019.11.13 Catherine Constable (Distinguished Professor of Geophysics, Scripps Institution of Oceanography,
University California, San Diego)
「A global view of geomagnetic excursions during 0-100 ka and consequences for dating」

2019.12.17 Jyh-Jaan Steven Huang (Institute of Geology, University of Innsbruck)
「Environment-Human Interactions on various geo-time scales by using non-destructive core-scanning
technologies: an adventure from Taiwan via the Alps to Japan」

2020.2.26 Dr. Paolina Garbeva (Netherlands Institute of Ecology)
「Microbial Chemical Interactions & Communications」
Dr. Ruth Schmidt (INRS - Institut Armand Frappier and Plotly, Canada)
「Uncovering terpene syntheses across marine and terrestrial environments」

2020.3.2 清川 昌一（九州大学 大学院 理学研究院，准教授）
「新原生代の縞状鉄鉱層（BIF）について」

2020.3.10 佐野 有司（東京大学 大気海洋研究所・教授，海洋コア・客員教授）
「Groundwater Oxygen Anomaly Related to Earthquakes in Japan / 日本における地震に関連した地下水
中の酸素異常」

5-10-3. コアセミナー CMCR Seminar

開催日
Date

発表者「講演タイトル」
Presenter and Title of Presentation

2019（R1）

5.13 河田 晃晴（村山研M2）「Choosing optimal. exposure times for XRF～」
泉 孟（池原研M2）「山岳氷河融解にともなうアラスカ湾への鉄供給について」

6.10 政岡 浩平（山本研M2）「磁性細菌Magnetospirillum magnetotaicum～」
捫垣 勝哉（村山研M2）

6.17 西尾 喜朗（農林准教授）「西南日本前孤域の断層湧水の起源」
岩井 雅夫（コアセンター教授）「IODP. Exp379航海概要」

7.1 福田 哲也（農林B4）「南海トラフSITE1174の地磁気・岩石磁気について」

7.8 浦本 豪一郎（コアセンター特任助教）「深海堆積物中の膨大な微小マンガン粒－分野横断解析による～」
吉田 晶（農林B4）「基質誘導型遺伝子発現解析（SIGEX）法を～」

7.17 仲渡 裕希（安田研M2）「泥質分凝集体（フロック）に関する基礎的まとめ」

7.22 溝渕 早紀（M2）「海底下微生物遺伝子を対象とした基質誘導性遺伝子発現解析法（SIGEX)による基
質応答解析」

7.29 渡部 侑里（氏家研B4）「A resolution for the coiling paradox～」
加藤 広大（池原研B4）「南極海表層堆積物中のIRDの地理的分布～」

11.11 谷川 亘（JAMSTEC）「黒田郡研究の概要と爪白海底石柱の調査で判明した歴史自然災害の痕跡」
泉 孟　「中心型珪藻殻の分離濃集と珪藻殻酸素同位体比の分析」

11.25 片野田 航（村山研B4）「東太平洋の海山上で採取された形成初期のマンガンノジュールの解析」
瀬戸口 亮眞（村山研B4）「種子島沖泥火山から採取された堆積物の解析」

12.11 加藤 広大「南極半島沖及び南大洋インド洋区の海底堆積物中に含まれるIRDの特徴と意義」
渡部 侑里「浮遊性有孔虫の遺伝子交流の理解に向けた 新規遺伝子マーカーの検証」

12.25 永田 大海（理B4）「四万十北帯の安芸アンバーの微細構造解析」

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

31



6-1. 国際コアスクール International Core School supported by JSPS

　2019年度に採択されたJST「さくらサイエンスプラン」

を活用して海外の大学院生やポスドク研究者（韓国;4名，

中国;3名，台湾;2名）を招聘し，海底から掘削された柱

状試料（コア）に含まれる微化石の安定同位体分析，コ

アの物理的性質の計測や磁気分析を行う研修プログラム

「国際コアスクール」を2019年11月に初めて開催した．

スクールの 後には，各実習で得られた結果を発表し，

過去の気候変動や海洋環境の変化と地層形成の関係を活

発に議論した．

参照：「 先端の国際海底掘削プロジェクトにおける柱状

試料（コア）解析技術を学ぶ」JSTさくらサイエンスプラ

ン2019年度活動レポート（一般公募コース）第195号；

https://ssp. jst. go. jp/report2019/k_vol195. html）

6. 若手人材育成
Technical training and Programs for Early Career Scientist

6-2.
国際海底機構 (International Seabed Authority) 途上国研修の実施
International Seabed Authority (ISA) technical training course

開催日：令和元年7月29日（月）－8月1日（木）

会　場：海洋コア総合研究センター

主　催：高知大学 海洋コア総合研究センター

　　　　深海資源開発株式会社（DORD）

　　　　国際資源開発研修センター（JMEC）
参加者：5名（メキシコ，カメルーン，フィジー，アルゼ

ンチン，ナイジェリアから1名ずつ）

＜実施概要＞

　本研修は，2014年1月27日に深海資源開発株式会社（DORD）
と国際海底機構（ISA）との間で締結したハワイ沖マンガ

ン団塊探査契約にもとづき，開発途上国の技術者に我が

国の海洋鉱物資源に関する探査技術移転を目的として実

施される事業である．深海資源開発株式会社/国際資源開

発研修センターが企画するほぼ1ヶ月間の国内研修の内，

4日間を当センターが担当した.

＜実施内容＞

　Technical training courseのカリキュラムは下記の通り．

7月29日（於；海洋コア総合研究センター）

・施設見学

・講義；海底資源と海洋地質

・実習；マンガン団塊の観察（目視，実体顕微鏡，X線

　CTスキャナー等を用いた成長構造の観察）

7月30日（於；朝倉キャンパス）

・講義；マンガン団塊・クラストについて

・実習；マンガン団塊を用いた実習（反射顕微鏡，透過

顕微鏡を用いた観察と解析，化学組成分析，構成鉱物

分析）

7月31日（巡検）

・海溝周辺堆積物，浅海性化石群集
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8月1日（於；海洋コア総合研究センター）

・実習；柱状コア堆積物の肉眼観察，スミアスライド観

察，柱状コア堆積物非破壊計測（物性，X線CTスキャ

ナーによる画像解析，分光測色等）

・発表準備＆発表

・修了式（修了証書授与）

・お別れパーティー

　参加した5名全員は講義＆実習に大変積極的かつ意欲的

で，担当者は大いに感心させられた．また，DORD担当者

からは，講義・実習ともに素晴らしい内容であったと，

お褒めを頂き，来年度以降も継続したい意向との事であっ

た．

＜講師＞

徳山 英一　 海洋コア総合研究センター

　　　　　　センター長・特任教授

臼井 朗　　 海洋コア総合研究センター 特任教授

藤内 智士　 理工学部 講師

浦本 豪一郎 海洋コア総合研究センター 特任助教

中山 健 　 海洋コア総合研究センター 短期研究員

6-3.
卓越研究員
Leading Initiative for Excellent Young Researchers (LEADER) supported by JSPS

　文部科学省「卓越研究員事業」（科学技術人材育成費補

助事業）による，卓越研究員1名を平成28年11月から特任

助教（テニュアトラック教員）として採用，評価・育成

体制を構築し育成に努めた結果，海底鉱物資源研究の新

領域開拓が期待されるインパクトの高い研究成果を挙げ

たことから，2019年9月のテニュア審査の結果，1年半前

倒しで2020年4月より講師（任期なし，年俸制）として正

規採用した．

A specially appointed assistant professor, tenure track,

have been appointed from November 2016 through 2019

under the program on "Leading Initiative for Excellent

Young Researchers (LEADER)" financially supported by the

Science and Technology Human Resource Development

Expenses, Ministry of Education, Culture, Sports, Science

and Technology (MEXT).

As the results of mid-tern evaluation conducted in Octo-

ber 2019, we have obtained high-impact research results

that are expected to open up new fields of research on

seafloor mineral resources, then it has been approved to

appoint him as a lecturer, tenure, since April 2020.

6-4. 女性後継者テニュアトラック Woman Successor Tenure Track (WSTT), Kochi University

　高知大学独自の女性後継者テニュアトラック制（WSTT）
により，高知大学初の女性テニュアトラック教員を国際

公募し，2017年10月に特任助教として採用した．約1年間

の産休・育休を取得し（2019年2月～2020年3月），産休・

育休中の2019年4月～2020年3月には，代用教員を助教と

して採用した．

A specially appointed assistant professor of the Woman

Successor Tenure-Track (WSTT) program of the Kochi

University, started in 2017, took maternity leave and

childcare leave for about one year from February 2019

through March 2020. As her alternative, another female

scientist had been appointed as an assistant professor

from April 2019 to March 2020.
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7. 各種連携 International and Regional Collaborations

7-1. 国際・国内学術連携（連携協定の状況） International and National Academic Collaboration

　国外・国内の地球科学系の研究所および大学などと国

際協力協定を締結し，積極的に国際共同研究，国際交流

を展開している．

We have concluded cooperative agreements with Earth-

science research institutes and universities in Japan and

overseas, and we are actively developing international joint

research and exchanges.

7-1-1. 学術交流協定 Agreement on Academic Exchange

○海外研究機関との連携協定

中国科学院地球環境研究所（2009年～2019年）

Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences
韓国地質資源研究院石油海洋資源部（2007年～現在）※2019年3月に5年延長

Petroleum & Marine Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)

アイスランド大学地球科学研究所（2018年～現在）

Institute of Earth Science, University of Iceland
台湾中央研究院地球科学研究所（2008年～2012年）

Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taiwan

○国内研究機関との連携協定

JAMSTEC（2014年3月～現在，包括連携協定）※毎年KCC講演会を開催

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
東北大学学術資源研究公開センター（2014年3月～現在）

Center for Academic Resources and Archives, Tohoku University
秋田大学国際資源学部（2014年11月～現在）※2019年11月更新

Faculty of International Resource Sciences, Akita University
国立極地研究所（2016年４月～現在）

National Institute of Polar Research (NIPR)
東京大学大気海洋研究所（2017年８月～現在）

Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI), The University of Tokyo
神戸大学海洋底探査センター（2017年3月～現在）

kobe Ocean-Bottom Exploration Center (KOBEC), Kobe University

7-1-2. 国際交流 International Exchanges

令和元年度FY2019

派遣状況 招へい状況

合計 21 13

事
業
区
分

文部科学省事業

日本学術振興会事業 14 4

当該法人による事業 2 5

その他の事業 5 4

派
遣
先
国

①アジア 5 4

②北米 7 1

③中南米 2

④ヨーロッパ 3 8

⑤オセアニア 2

⑥中東

⑦アフリカ 2

◇研究者の海外派遣状況・外国人研究者の招聘状況（延べ人数）

*令和元年進捗状況報告書より抜粋　　　　　　　　　　　　　　〔単位：人〕
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7-1-3. 国際交流トピックス International Collaboration Topics

◇国際的な研究プロジェクトへの参加状況　*令和元年進捗状況報告書より抜粋

参加期間 相手国名 研究機関名 研究プロジェクト等の概要 関係研究者名

平成31年3月19日
～令和元年5月
23日

日米欧など
23カ国

掘削船 JOIDES
Resolution

IODPのExp. 382航海に乗船（ドイツ・米国・日本・英国・スペイン・
中国等の共同研究チームで，地質時代を通じた南極氷床変動史を解明
するため南大洋大西洋区のスコシア海で海底堆積物の掘削・分析を行っ
た）

加藤 悠爾
JSPS特別研究員

令和元年5月12日
～5月24日

台湾 国立台湾大学

Past and Present Evolution of Global Ocean Nitrogen Cycle 参加（台
湾・米国の国際共同研究チームによる，浮遊性有孔虫を用いた窒素・
炭素サイクルの解明に向けた研究のため，国立台湾大学の臨海施設で
サンプリング，飼育実験を行った．）

氏家 由利香
准教授

令和元年6月12日
～6月15日

中国
青島海洋科学技
術国家実験室

北西太平洋における古海洋ワークショップを共同開催（約20名，日本
から3名，韓国から2名参加）
白鳳丸KH-16-6次航海で採取した海洋コアの国際共同研究の成果報告
と関連する話題について討議した．

池原 実 教授

令和元年7月19日
～7月27日

韓国
韓国極地研究所
（KOPRI）

Joint PAIS-PRAMSO-AISSL Meeting参加＆ISAES2019参加（南極・南
大洋に関する国際プロジェクト会議（約50名）に参加し，将来の掘削
研究プロポーザルに関して情報共有と討議を行った．）

池原 実 教授

令和元年8月17日
～8月26日

アメリカ
テキサスA&M
大学

IODP Exp. 379航海（西南極アムンゼン海）の航海後サンプリングなら
びに研究の打合せ会議（米国・テキサスA&M大学ほか，独・英・ニュー
ジーランド・米国・中国等の国際共同研究チームによる南極氷床発達
史解明にむけた航海後研究実施のために，南大洋深海掘削試料をサン
プリング，進捗状況や航海後研究について情報・意見交換を行った）

岩井 雅夫 教授

令和元年8月29日
～9月8日

オーストラ
リア

シドニー　
University of
South Wales

ICEPROワークショップ参加・発表（豪州，フランス，スペイン，英国
などの研究者約20名が参加し，南大洋における調査航海計画と取得サ
ンプルの情報共有に関して討議した）

池原 実 教授

令和元年9月15日
～11月19日

アメリカ

サンディエゴ
University of
California, San 
Diego, Scripps

シンポジウム， JOIDES 乗船（IODP第385次研究航海）(フランス，ド
イツ，英国との協力についての議論)

KARS Myriam
助教

令和元年9月17日
～9月19日

韓国 韓国海洋大学校
2019 西太平洋掘削会議（Westren Pacific Drilling Meeting）参加・発表
（日本，韓国，中国，台湾から約20名が参加し，西太平洋における将来
の深海掘削計画について討議した）

池原 実 教授

令和2年2月20日
～3月5日

アメリカ
テキサスA&M
大学

IODP Exp. 385コアのXRF測定（フランス，アメリカとの協力について
の議論）

KARS Myriam
助教

◇その他，国際研究協力活動の状況　*令和元年進捗状況報告書より抜粋

事業名 概要

外国人短期研究員等の受入
オランダ，ドイツ，インド，韓国から研究員等をJSPS研究員，短期研究員，外国人研究者等とし
て受入を行い，古地磁気変動，地球磁場変動，コアサンプルの共同研究，有機物の発生源の研究，
微生物化学生態学の解明研究などの協力を行った．

アイスランド駐日特命全権大使による
海洋コア総合研究センターの視察受入

エーリン・フリーゲンリングアイスランド駐日特命全権大使一行による，高知大学海洋コア総
合研究センターの設備・機器などの視察受入れを行った．

UAE（アラブ首長国連邦）駐日特命全
権大使による海洋コア総合研究センター
の視察受入

カリド・オムラン・スカイット・サルハン・アルアメリUAE（アラブ首長国連邦）駐日特命全権
大使一行による，高知大学海洋コア総合研究センターの設備・機器などの視察受入れを行った．

中国科学院副院長による海洋コア総合
研究センターの視察受入

中国科学院丁仲礼副院長（全人代常務委員会副委員長（副総理級））一行による，高知大学海洋
コア総合研究センターの設備・機器などの視察受入れを行った．

駐アイスランド日本国特命全権大使公
邸昼食会

駐アイスランド日本国特命全権大使から昼食会の招待を受けセンター教員が参加し，本センター
と交流協定を締結するアイスランド大学地球科学研究所との研究交流の状況について報告した．

古地球磁場変動共同研究
アイスランドとのJSPS二国間共同研究と，アイスランド大学との部局間交流協定に基づき，古地
球磁場変動の解明をめざし，アイスランド大学に所属する研究者とともに現地調査を実施した．

人工ナノ粒子海洋汚染の生命科学の研究
イタリア・ウルビーノ大学を訪問し，海洋汚染物質に対する生物応答を検証するため，実験，解
析，研究打ち合わせを行った．

白鳳丸KH-19-6研究航海
白鳳丸KH-19-6 Leg4次研究航海に3名が参加するとともに，ドイツ，英国，オーストリアから研究
者・大学院生が乗船し，南大洋大西洋区における海洋地質調査を行い，国際共同研究を開始した．

白鳳丸KH-20-1研究航海
白鳳丸KH-20-1次研究航海に2名が参加するとともに，台湾から大学院生が乗船し，南大洋イン
ド洋区における海洋地質調査を実施し，国際共同研究を開始した．

地球掘削科学共同利用・共同研究拠点プ
ロジェクト「古海洋コアビッグデータによ
る未来地球の描像－温暖化地球（400ppm
超CO2ワールド）の読解－」の重点研究

令和元年夏に共同研究員の国際公募を実施し，7ヶ国（NZ・ドイツ・イギリス・フランス・中国・
台湾・日本）13機関の研究者との国際共同研究を開始し，国際シンポジウムを開催した（令和2
年2月）．特に重点研究C「地球温暖化に対する微小プランクトンの初期応答」では，イギリス・
フランスの研究者を招聘し，共同研究を開始した．
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7-2. 地域連携 Collaboration with Local Communities

　高知みらい科学館と本センターおよび海洋研究開発機

構高知コア研究所の3機関でオフィシャルパートナー協定

を締結（2018年6月），常設展示・企画展示により地域に

情報発信（2018年7月～）するとともに，「サイエンスフェ

スタ」を開催，生徒・児童・一般への科学振興，学会・

ワークショップ共催など行っている．2019年度は11月30

日（土）に開催，徳山センター長が「深海研究の歩み－

計る，見る，採る－」と題した一般向け講演を行うとと

もに，サイエンスワークショップでは「微化石をみてみ

よう！」「泥のクレヨンを作ろう!」などを企画実施した．

Signed an official partner agreement with the Kochi Mirai

Science Museum in June 2018, and disseminate informa-

tion to the region from July 2018 through permanent and

planned special exhibitions.

"Science Festa" is held, promotion of science to students,

children and the general public, co-sponsorship of aca-

demic societies and workshops. It had been held on

Saturday, November 30th in 2019, and Director Tokuyama

gave a lecture for the general public entitled "History of

Deep Sea Research-Measuring, Seeing, and Picking-", and

at the Science Workshop, we planned an implemented

"Let's look at microfossils" "Let's make mud crayons!"

　高知大学－室戸市の連携協定のもと室戸ユネスコ世界

ジオパークを通じた地域連携防災実践教育研究を推進し

ている．UNESCO GGN現地審査（2019年6-7月に協力，

無事再認定された（2020年1月）．

Based on the MOU between Kochi University and Muroto

City, we are promoting natural hazard literacy education

cooperated with the Muroto UNESCO Global Geopark

(UGGp). We supported the renewal review to the Muroto

UGGp by the Global Geopark Network (GGN) in June-July

2019, and it was successfully recertified in January 2020.

写真　室戸ジオパークGGN再認定現地調査の様子

上左：室戸世界ジオパーク内の海岸段丘

上右：地震隆起について説明する現地ガイド

下右　GGN再認定現地審査における高校生の発表
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8. 科学啓発活動 Outreach

8-1. 物部キャンパス一日公開 Open campus

開催日：2019年11月3日（日）

テーマ：

企画準備総括：萩野 恭子（海洋コア，アウトリーチWG）

来訪者：1,180名

概　要：例年と同じテーマで開催したものの，本年度は二つ

の特別企画が以下の通り実施された．

特別企画：「生中継！ JR号と働く高知の研究者！」

会　場：B棟1F コア保管庫前

司　会：西森 知佐・岩井 雅夫（海洋コア）・鈴木 志野（高

知コア研）

JR中継：Myriam Kars（海洋コア），諸野 祐樹（高知コア研）

　高知大学物部キャンパスの一日公開が，令和元年11月3日（日）

文化の日に開催され，その一環で海洋コア総合研究センター

と深海掘削調査船ジョイデス・レゾリューション号とを結ん

だライブ中継が実施された．国際深海科学掘削計画（IODP）
第385次航海（Exp. 385）に，ミリアム・カース助教（海洋コ

ア）ならびにオフィスシェアする海洋研究開発機構高知コア

研究所の諸野祐樹主任研究員が乗船研究者としてカリフォル

ニア湾の航海に参加中であったことから実現した．

　ライブ中継は午前・午後各1回，30名の定員を設け企画され

たが，実際には午前59名，午後67名が参加し，会場を埋め尽

くした．

　事前に，高知とJR号との深い繋がりや現在実施中航海の研

究意義について解説がなされ，船との中継では乗船中の二人

から船の様子が紹介された．質疑応答では，どうやったら船

に乗れるのか，船上での楽しみは？など，数多くの質問が参

加者から投げかけられた．中継後には，実際に保管されてい

るJR号が過去に採取したコア試料の見学も行われ，参加者の

理解をより深めた．

　文教ニュース（第2578号，p. 51，高知大学物部キャンパス

1日公開　深海掘削船とライブ中継，令和元年12月23日）なら

びに文教速報（第8790号，p. 16,深海掘削船とライブ中継　高

知大学物部キャンパス一日公開で，令和元年12月30日）に掲

載された．
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特別企画：「科学と芸術の対話」

会　場：A棟中庭

企　画：笹岡 美穂（海洋コア）

制作・著作：SAKISAKI（古谷 咲）

概　要：現代アートの作家が科学の研究施設に滞在し，研究者と対

話しながら作品制作を行うアーティスト・イン・レジデンスを実施

した．研究施設内から排出された「研究のカケラ（廃材）」を使用し

たインスタレーション作品が施設の中庭に誕生した．安定と不安定，

物質の循環など作

品から知覚するも

のは様々で，視点

の尺度による捉え

方の変化にも気づ

く．この作品は，

高知大学物部キャ

ンパスの一日公開

（令和元年11月3日）

に合わせて公開し

た．

8-2. 高知コアセンターサイエンスフェスタ2019「海の不思議を探る」KCC Science Festa 2019

開催日：2019年11月30日（土）

場　所：高知みらい科学館　オーテピア

主　催：高知コアセンター（高知大学 海洋コア総合研究

センター，海洋研究開発機構高知コア研究所）

共　催：高知みらい科学館

参加者：約200人

概　要：講演2件がサイエンストークとして，また4件の

体験型学習がサイエンスワークショップとして開催され，

いずれも会場を埋め尽くす参加者があった．

【サイエンストーク】

会　場：オーテピア4Fホール

時　間：14:00-15:10

講　演：

「恐竜を絶滅させた巨大いん石衝突－海底に隠されたク

レーターを探る－」（講師：富岡 尚敬，高知コア研究所・

主任技術研究員）

「深海研究の歩み－計る，見る，採る－」（講師：徳山

英一，センター長）
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【サイエンスワークショップ】

会　場：オーテピア5Fサイエンススクエア

時　間：15:30-17:00

概　要：「微化石を見てみよう！」「泥のクレヨンを作ろ

う」「“海の宝石”ウミホタルの観察」「深海の水圧体験」

のコーナーを設置，観察・体験型のワークショップを開

催，親子連れで賑わい，熱心に取り組まれた．

8-3. 中等教育連携事業 K12/U18 educations programs

開催日：令和元年7月20日（土），21日（日），29日（月）9:00～16:00

会　場：高知大学 海洋コア総合研究センター（7月20-21日），メディアの森（7月29日）

主　催：高知大学

世話人：岩井 雅夫，山本 裕二，松崎 琢也（海洋コア）

参加者：12名

8-3-1. 自然科学概論・地学B講座「海洋コアから探る地球の自然史」

概　要：地球の歴史は，さまざまな場所の地層に刻まれ，

記録されている．なかでも侵食を受けにくく，連続的な

地層を形成する場所が海洋底である．本講座では，海洋

底の地層（海洋コア）を題材に，その粒子を電子顕微鏡

で観察したり，磁気分析によって形成年代の推定を行っ

たりして，海洋コアの特徴や形成要因を考察し，地球の

歴史を読み解いていく．

実施内容

7月20日（土）

　9:00-9:50　オリエンテーション（自己紹介・コアセンター紹介・実習概要）＠セミナー室

　10:00-12:00　実習試料採取・SEM観察試料の洗い出し＠サンプリング室

　12:00-13:00　昼休み

　13:00-13:50　班別実習（4人×3班）１回目

　14:00-14:50　班別実習２回目

　15:00-15:50　班別実習３回目

テーマ１）

スメアスライドによる細粒粒子組成観

察＠サンプリング室

テーマ２）

実体鏡・SEM-EDSによる粗粒粒子観

察・元素分析＠X線・電子顕微鏡室

テーマ３）

古地磁気測定＠岩石磁気・古地磁気実

験室

　15:50-16:00　まとめ・連絡事項
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7月21日（日）

　9:00-9:50　　ガイダンス（各課題解説，各班への課題の割り振り）＠サンプリング室

　　　　　　　 課題１．コアの岩相と細粒構成粒子スメアスライド観察から分かること

　　　　　　　 課題２．粗粒砕屑物粒子のSEM-EDS観察から分かること

　　　　　　　 課題３．古地磁気測定から分かること

　10:00-10:50　追加観察・測定 ＠各実験室

　11:00-12:00　データ整理，プレゼン資料作成 ＠サンプリング室

　12:00-13:00　昼休み

　13:00-15:45　データ整理，プレゼン資料作成 ＠サンプリング室

　15:45-16:00　2日目のまとめ

7月29日（月）※朝倉キャンパス・メディアの森

　9:00-11:30　 発表の 終準備

　13:00-14:20　地学講座の発表（15分×5班）

　14:30-15:50　化学講座の発表（15分×5班）

　15:50-16:00 講評
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実施体制

　講師

氏　名 職　名 所　　　　　　属

岩井 雅夫 教授 高知大学 海洋コア総合研究センター

山本 裕二 教授 高知大学 海洋コア総合研究センター

萩野 恭子 助教 高知大学 海洋コア総合研究センター

松崎 琢也 技術専門職員 高知大学 海洋コア総合研究センター

サポーター・ティーチングアシスタント

氏　名 職　名 所　　　　　　属

新井 和乃 特任助教 高知大学 海洋コア総合研究センター

泉 孟　　 修士2年 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科

政岡 浩平 修士2年 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科　

加藤 広大 学部4年 高知大学 理学部

開催日：令和元年8月2日（金）9:00-12:00

会　場：高知大学 海洋コア総合研究センター

主　催：国立研究開発法人 科学技術振興機構

参加者：5名

概　要：大阪府立豊中高等学校のスーパーサイエンスハ

イスクール（SSH）事業の一つである地学研修旅行の一

環として，下記講義・実習が実施された．

8-3-2. 大阪府立豊中高等学校 SSH

実施内容

［講義］9:00-10:00

「深海底資源国日本」と題する講義を実施した．

［実習］10:00-11:30

　東日本大震災後の三陸沖海底調査で採取された深海堆

積物や福井県沖海底で採取された日本海に特有の海水準

変動に伴う明暗互層の堆積物について，X線CTスキャン

や肉眼での地質構造観察，スミアスライドを作成し，偏

光顕微鏡での鉱物観察を実施した．

［施設見学］11:30-12:00

　A棟冷蔵・冷凍保管庫，B棟冷蔵保管庫，エントランス

展示紹介，実験棟内を一周する施設見学を実施した．

実習の様子

実施体制

　講師

氏　名 職　名 所　　　　　　属

徳山 英一　 センター長 高知大学 海洋コア総合研究センター

浦本 豪一郎 特任助教 高知大学 海洋コア総合研究センター

松崎 琢也　 技術専門職員 高知大学 海洋コア総合研究センター

開催日：令和元年11月22日（金）9:30-15:00

会　場：高知大学 海洋コア総合研究センター，

　　　　芸西村住吉海岸

主　催：国立研究開発法人 科学技術振興機構

世話人：徳山 英一（海洋コア）

参加者：39名

概　要：高知小津高等学校のスーパーサイエンスハイス

クール（SSH）事業の一つであるサイエンスフィールド

ワークIとして，「海洋コア研究と付加体実習」と題する実

習プログラムを実施した．

8-3-3. 高知県立高知小津高等学校理数科「海洋コア研究と付加体観察実習」SSH

講義の様子
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　砂箱による地層の変形実験2．

地層を模した砂層を水平短縮させてクーロンウェッ

ジを作り，付加体ができていく（剥ぎ取り付加作用

の）様子を観察した．

施設見学：コアロギング室，保管庫，サンプリング室等．

［野外実習（藤内・松崎）］　

13:00-15:00　芸西村住吉海岸の露頭（白亜紀四万十付加

体 芸西メランジュ）の観察．

　白亜紀四万十付加体の芸西メランジュを対象として，

メランジュを作っている岩石の種類や変形構造を観察

した．さらに，実習で作った砂箱模型と比べながら，

付加体ができるモデルの解説を行った．

実施内容

［講義（池原）］

9:30-9:40 海洋コア総合研究センターの概要説明

9:40-10:30 海洋コア研究の紹介

［室内実習（藤内）・施設見学（松崎）］

10:30-12:00 2グループ構成・各20名（45分交代）

室内実習：

　砂箱による地層の変形実験1．

小麦粉とココアパウダーを地層に見立てて交互に敷

き詰め，水平短縮により逆断層を作る実験を行った．

変形前後にストローでミニチュアコアサンプリング

を行い，層序や構造の変化を観察した．

実施体制

　講師

氏　名 職　名 所　　　　　　属

徳山 英一 センター長 海洋コア総合研究センター

池原 実 教授 海洋コア総合研究センター

藤内 智士 講師 海洋コア総合研究センター（兼務）

松崎 琢也 技術専門職員 海洋コア総合研究センター

サポーター・ティーチングアシスタント

氏　名 職　名 所　　　　　　属

川上 慶 学部3年 高知大学 理工学部地球環境防災学科

後藤 聡太 学部3年 高知大学 理工学部地球環境防災学科

実習の様子
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8-4. 第63回マスコミ倫理懇談会全国大会（高知開催）視察取材ツアー

日　時：2019年9月20日（金）15:00-17:00

場　所：高知コアセンター（セミナー室）

概　要：高知市内を会場に開催されたマスコミ倫理懇談

会全国大会の一環（https://www.mec-nc. net/activity/pdf/
tournament. pdf）で，マスコミ関係者約50名（主要全国紙，

キー局，出版社を含む全国13紙，9局，3社，3協会等から

参加）が，2019年9月20日（金）高知コアセンターを視察

取材ツアーで訪れた．下記プログラムにそってセンター

の紹介がなされた．

実施内容：

（プログラム）

15:00　挨拶・センター概要（15分）

　　 　岩井 雅夫（教授・副センター長）

15:15　講演（20分）

“地球深部探査船「ちきゅう」でプレート境界巨

大地震を探る”

廣瀬 丈洋（JAMSTEC高知コア研・GL）

15:35　質疑応答（15分）

15:50　休憩・班分・ポスター（10分）

16:00　施設見学（班別，約1時間予定）

　　　 案内：松崎・笠谷ほか

17:00　終了（実際は17:15まで延長・解散）

３D海底地形図で南海トラフを散策

講演会場における質疑応答 ICDP試料を計測中の非破壊計測装置

掘削船「ちきゅう」の模型を前に サンプリングの一挙一動を写真に納める参加者
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地震イベント堆積物展示 南海トラフ地震発生帯掘削展示

8-5. 一般向けイベント・連携教育一覧 Events for General Public & U-18 students

日　程
Period

事　項
Subject

2019（R1）
7.11 高知丸の内高等学校　見学・講義・実習予定　高校生（40人），引率教員（2人）

7.20-21,29 理工学部高大連携事業「自然科学概論地学講座」（47人）

7.23 広島なぎさ高校　見学・講義　（13人）

7.25 高知県立青少年センター　見学・講義・実習　小学生（20人），保護者（16人），引率職員（3人）

8.2 大阪府立豊中高等学校SSH　見学・講義・実習　高校生（5人），引率教員（1人）

8.2 奈良県立青翔中学高等学校　見学・講義　高校生（42人），引率教員（2人）

8.5 夏休み自由研究お助けワークショップ「泥でクレヨンを作ろう」参加者（10人）

9.20 マスコミ倫理懇談会全国協議会　見学・講義（49人）

11.3 物部キャンパス1日公開（高知コアセンター）（1,180人）

11.7-9 ものづくり総合技術展参加（高知コアセンター分析機器群共用システム）

11.22 高知小津高等学校理数科（40名）（スーパーサイエンスハイスクール）

11.30
KCCサイエンスフェスタ2019（サイエンストーク（81人）＋サイエンスワークショップ（自由参加　
約120人））（高知みらい科学館共催）（約200人）

2020（R2）
2.2 東京都立戸山高校SSH生徒研究成果合同発表会講評

8-6. 一般講演 Lectures for General Public

「沈み込みプレート境界巨大地震のメカニズムと想定外

と言わずに済む被害予想」

開 催 日：令和元年6月22日

講 座 名：追手前ゼミナール（出張講義）

講演者名：橋本 善孝

会　　場：高知県立 高知追手前高等学校

主　　催：高知県立 高知追手前高等学校

参加人数：30名

「プランクトン化石にみる過去の海洋環境変動」

開 催 日：令和元年7月7日

講 座 名：令和元年度高知地学研究会総会

講演者名：松井 浩紀

会　　場：高知大学

主　　催：高知地学研究会

参加人数：26名

「現代の水産事情～水族環境・栄養分野～」

開 催 日：令和元年8月23日

講 座 名：令和元年度教員免許状更新講習会

講演者名：足立 真佐雄

会　　場：高知大学物部キャンパス

主　　催：高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会

参加人数：11名

「深海底鉱物資源の素顔：地球科学研究の最前線」

開 催 日：令和元年10月5日

講 座 名：国立大学附置研究所・センター会議第１部会

シンポジウム「海が拓く新時代」

講演者名：臼井 朗
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会　　場：高知会館

主　　催：高知大学

参加人数：30名

「地域特性に応じた森づくりの構想」

開 催 日：令和元年10月9日

講 座 名：林業成長産業化構想技術者育成研修　四国ブ

ロック

講演者名：市榮 智明

会　　場：四国森林管理局

主　　催：高知市文化振興事業団

参加人数：15名

「魚と貝に含まれる毒についてのお話し」

開 催 日：令和元年10月9日

講 座 名：令和元年度給食関係者研修会

講演者名：足立 真佐雄

会　　場：香南市野市町青少年センター

主　　催：高知県中央東福祉保健所

参加人数：110名

「高知白亜系四万十帯：過去の沈み込みプレート境界地

震発生帯に見る諸現象」

開 催 日：令和元年11月8日

講 座 名：応用地質学会中四国支部令和元年度研究発表

会・特別講演

講演者名：橋本 善孝

会　　場：こうち男女共同参画センター「ソーレ」

主　　催：応用地質学会中四国支部

参加人数：50名

「サイエンスデザイン－未来を思索する情報デザインの

ヒント－」

開 催 日：令和元年11月23日

講 座 名：2019年度秋季講演会

講演者名：笹岡 美穂

会　　場：弘済会館

主　　催：東京地学協会

参加人数：10名

「地球温暖化と森林の関係」

開 催 日：令和元年12月3日

講 座 名：第86期高知市民の大学

講演者名：市榮 智明

会　　場：高知市文化プラザかるぽーと

主　　催：高知市文化振興事業団

参加人数：30名

「樹木の個性と気候変動の影響―熱帯雨林から身近な里

山まで―」

開 催 日：令和2年3月17日

講 座 名：いしかじ第1回研究会

講演者名：市榮 智明

会　　場：北陸先端科学技術大学

主　　催：いしかじ，北陸先端科学技術大学敷田研究室

参加人数：20名

8-7. その他 Others

ホームページ刷新

Renewal of the CMCR website
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9. 構成員活動状況 Faculty and Staff Annual Activity Report

9-1. 個人活動 Faculty and Staff Activity

専門分野：海洋底地球科学（海底堆積学, 海底資源学, 海

底活構造学等）

研究テーマ：

「現行地質過程に関する研究」

「海底エネルギー・鉱物資源に関する研究」

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（IODP関連）　

・国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球掘削科学推

進委員会 委員

（学会関連）

・海洋工学会 理事

・海洋工学シンポジウム 運営委員

・海洋工学パネル運営委員

（その他外部委員等）

・内閣官房 総合海洋政策本部 大陸棚延長助言会議 委員

・海上保安庁 政策アドバイザー

・海上保安庁 海洋情報部 海底地形の名称に関する検討

会 主査

・海上保安庁 船舶建造等整備事業評価委員会委員

・海上保安庁 底質に関する検討会

・独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 海底

熱水鉱床開発委員会 資源量評価ワーキンググループ

委員長

・一般財団法人 日本水路協会 非常勤理事

・佐賀大学 海洋エネルギー研究センター 協議員

・都立戸山高等学校SSH「第4回生徒研究成果合同発表会」

助言指導者

学会誌等（査読あり）：

Tanikawa, W., Uramoto, G.-i., Hamada, Y., Murayama, M.,
Yamamoto, Y., Hirose, T., Tadai, O., Tanaka, K., Ozaki,
H., Yoneda, M. and Tokuyama, H., Provenance of sub-
merged stone pillars in an earthquake and typhoon hazard
zone, coastal Tosashimizu, southwest Japan: A mul-
tidisciplinary geological approach, Marine Geology, 415,
105962, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

徳山 英一, 高知大学における特色ある取り組み（7）「地

域から世界へ」を実現する海洋教育研究, 文部科学 教

育通信, 465, 22-24, 2019.
徳山 英一, 「深海底資源に恵まれた日本」－メタンハイ

ドレートの資源探索, 日本エネルギー環境教育学会 第

14回全国大会論文集, 1-5, 2019.

〇 徳山 英一　TOKUYAMA, Hidekazu（特任教授, センター長）

専門分野：層位学, 微古生物学（珪藻）

研究テーマ：

「新生代南極氷床発達史に関する研究」

「南海トラフにおける変動地形・古地震に関する研究」

担当授業等：

（学部）地球科学入門, 基礎地学実験, 層位学, 海洋地質

実習, 卒業研究

（修士）理学実習Ⅰ, 理学実習Ⅱ, 理学ゼミナールⅠ/Ⅱ,
理学特別研究

（博士）古海洋生物学特論

客員教員・非常勤講師：

高大連携授業「自然科学概論」講座　講師（高知県立西

高等学校ほか, 2019年7月20日-21日）

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（IODP関連）　

・日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）IODP部会

幹事

（学会関連）

・日本地質学会 理事

・日本珪藻学会第40回高知大会準備実行委員会 委員長

（その他外部委員等）

・室戸ユネスコ世界ジオパーク推進協議会顧問

・国立研究開発法人 産業技術総合研究所 客員研究員

・高知県教育委員会 地域との協働による高等学校教育改

革推進事業運営指導委員会委員・副委員長

学会誌等（査読あり）：

Karsten, G., Julia, S. W., Adam, K. and the Expedition
379 Scientists (岩井), Expedition 379 Preliminary Report:
Amundsen Sea West Antarctic Ice Sheet History, In-
ternational Ocean Discovery Program, 2019.

Dailey, S. K., Clift, P. D., Kulhanek, D. K., Blusztajn, J.,
Routledge, C. M., Calves, G., O'Sullivan, P., Jonell, T.
N., Pandey, D. K., Ando , S., Coletti, G., Zhou, P., Li,
Y., Neubeck, N. E., Bendle, J. A. P., Aharonovich, S.,
Griffith, E. M., Gurumurthy, G. P., Hahn, A., Iwai, M.,

〇 岩井 雅夫　IWAI, Masao（教授, 副センター長, 自然科学系 理工学部門）

〈専任教員〉 Full time faculty
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Khim, B.-K., Kumar, A., Kumar, A. G., Liddy, H. M.,
Lu, H., Lyle, M. W., Mishra, R., Radhakrishna, T.,
Saraswat, R., Saxena, R., Scardia, G., Sharma, G. K.,
Singh, A. D., Steinke, S., Suzuki, K., Tauxe, L., Tiwari,
M., Xu, Z. and Yu, Z., Large-scale mass wasting on
the Miocene continental margin of western India, GSA
Bulletin, 132, 1-2, 85-112, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

岩井 雅夫, 堀川 恵司, 山根 雅子, IODP Exp. 379 Amundsen
Sea West Antarctic Ice Sheet History 航海報告：アムン

ゼン海の氷床縁辺掘削で探る西南極氷床ダイナミクス,
日本地球科学コンソーシアム (J-DESC) ニュースレター, 12,
19-21, 2020.

専門分野：古海洋学, 海洋学

研究テーマ：

「二酸化炭素ハイドレートを利用した二酸化炭素海底下

貯留の適地探索に関する研究」

「近赤外線を用いたメタンハイドレートコアの非破壊連

続的な塩分濃度解析に関する研究」

「ガス系燃料を用いた新たなハウス加温法の開発に関す

る研究」

担当授業等：

海洋環境変遷史学特講, 基礎地学実験, 地球科学入門

学会誌等（査読あり）：

Kimura, S., Ito, T., Noda, S., Kaneko, H., Suzuki, K.,
Yasuda, H. and Minagawa, H., Water Permeability

Evolution With Faulting for Unconsolidated Turbidite
Sand in a Gas-Hydrate Reservoir in the Eastern Nankai
Trough Area of Japan, Journal of Geophysical Research:
Solid Earth, 124, 12, 13415-13426, 2019.

Omae, K., Fukuyama, Y., Yasuda, H., Mise, K., Yoshida,
T. and Sako, Y., Diversity and distribution of thermo-
philic hydrogenogenic carboxydotrophs revealed by mi-
crobial community analysis in sediments from multiple
hydrothermal environments in Japan, Archives of
Microbiology, 201, 7, 969-982, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

安田 尚登, 近赤外線を用いた東部南海トラフ海域のコア

試料の物性把握等に関する研究, 石油天然ガス・金属

鉱物資源機構MH21報告書, 1-50, 2019.

〇 安田 尚登　YASUDA, Hisato（教授, 自然科学系 理工学部門）

専門分野：古海洋学, 海洋地質学

研究テーマ：

「南大洋の古海洋変動ダイナミクス」

「古黒潮学」

担当授業等：

地球掘削科学, 古海洋学特論, 地球環境システム学特論

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（IODP関連）　

・日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）IODP部会

理事

・日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）掘削航海

専門部会 委員

（学会関連）

・日本地球惑星科学連合 代議員

・地球環境史学会 評議員

・日本第四紀学会 評議員

・Polar Science 編集委員

・Island Arc 編集委員

（その他外部委員等）

・大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立

極地研究所 運営会議 南極観測審議委員会 重点研究観

測専門部会 委員

・国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海洋研究課題審

査部会 部会員

・東京大学大気海洋研究所 研究船共同利用運営委員会

研究船観測部会 委員

学会誌等（査読あり）：

Ishiwa, T., Yokoyama, Y., Okuno, J., Obrochta, S., Uehara,
K., Ikehara, M. and Miyairi, Y., A sea-level plateau
preceding the Marine Isotope Stage 2 minima revealed
by Australian sediments, Scientific Reports, 9, 1, 6449,
2019.

Iwasaki, S., Kimoto, K., Okazaki, Y. and Ikehara, M.,
Micro-CT Scanning of Tests of Three Planktic Fora-
miniferal Species to Clarify DissolutionProcess and Pro-
gress, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20, 12,
6051-6065, 2019.

Kubota, K., Yokoyama, Y., Ishikawa, T., Sagawa, T.,
Ikehara, M. and Yamazaki, T., Equatorial Pacific
seawater pCO2 variability since the last glacial period,
Scientific Reports, 9, 1, 13814, 2019.

Matsui, H., Horikawa, K., Chiyonobu, S., Itaki, T., Ikehara,
M., Kawagata, S., Wakaki-Uchimura H., Asahara, Y., A.,
Seki, O. and Okazaki, Y., Integrated Neogene biochem-
ostratigraphy at DSDP Site 296 on the Kyushu-Palau
Ridge in the western North Pacific, Newsletters on

〇 池原 実　IKEHARA, Minoru（教授, 自然科学系 理工学部門）
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専門分野：岩石磁気学, 古地磁気学 研究テーマ：

「メタンハイドレートと磁性鉱物続成作用に関する研究」

〇 カース ミリアム　KARS, Myriam（助教, 総合科学系 複合領域科学部門）

Stratigraphy, 53, 3, 313-331, 2019.
Motomura, K., Kiyokawa, S., Ikehara, M., Tanaka, K. and

Sano, Y., Geochemical constraints on the depositional
environment of the 1.84 Ga Embury Lake Formation,
Flin Flon Belt, Canada, Island Arc, 29, 1, e12343, 2020.

Crosta, X., Shukla, S. K., Ther, O., Ikehara, M., Yamane,
M. and Yokoyama, Y., Last Abundant Appearance
Datum of Hemidiscus karstenii driven by climate change,
Marine Micropaleontology, 157, 101861, 2020.

専門分野：古地磁気学, 岩石磁気学

研究テーマ：

「古地球磁場変動の解明」

「古地球磁場強度測定法の開発・改良」

「岩石古地磁気学的手法による地球科学的プロセスの解

明」

担当授業等：

古地磁気学, 海洋地質実習, 基礎地学実験

客員教員・非常勤講師等：

高大連携授業「自然科学概論」（高知県立高知西高等学校・

高知大学理工学部）講座 令和元年7月20-21日

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・地球電磁気・地球惑星圏学会 第30期運営委員

・Earth, Planets, and Space (EPS) 誌 Editorial Board 委

員

・アジアオセアニア地球科学会 (AOGS) 第16回定期集会

(シンガポール) セッションSE01「Paleomagnetism and
Rock Magnetism Applied to Solving Geological, Geo-
physical, and Environmental Problems」co-convenor

（その他外部委員等）

・国立研究開発法人 産業技術総合研究所 客員研究員

学会誌等（査読あり）：

Ahn, H.-S. and Yamamoto, Y., Paleomagnetic study of
basaltic rocks from Baengnyeong Island, Korea: effi-
ciency of the Tsunakawa-Shaw paleointensity determina-
tion on non-SD-bearing materials and implication for
the early Pliocene geomagnetic field intensity, Earth,
Planets and Space, 71, 1, 126, 2019.

Cappelli, C., Bown, P. R., Westerhold, T., Bohaty, S. M.,
Riu, M., Lobba, V., Yamamoto, Y. and Agnini, C., The
early to middle Eocene transition: an integrated calcar-
eous nannofossil and stable isotope record from the
Northwest Atlantic Ocean (IODP Site U1410), Paleo-
ceanography and Paleoclimatology, 34, 12, 1913-1930,
2019.

Tanikawa, W., Uramoto, G.-i., Hamada, Y., Murayama,
M., Yamamoto, Y., Hirose, T., Tadai, O., Tanaka, K.,
Ozaki, H., Yoneda, M. and Tokuyama, H., Provenance
of submerged stone pillars in an earthquake and
typhoon hazard zone, coastal Tosashimizu, southwest
Japan: A multidisciplinary geological approach, Marine
Geology, 415, 105962, 2019.

〇 山本 裕二　YAMAMOTO, Yuhji（教授, 総合科学系 複合領域科学部門）

専門分野：分子生物学, 分子古生物学

研究テーマ：

「有孔虫の石灰化分子機構に関する研究」

「人工ナノ粒子海洋汚染がもたらす海洋生物への影響に

関する研究」

担当授業等：

分子古生物学特論, 地球と宇宙（共通教育）

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・Plankton and Benthos Research 編集委員

（その他外部委員等）

・Marine Micropaleontology 編集委員（Elsevier）

学会誌等（査読あり）：

Ciacci, C., Grimmelpont, M. V., Corsi, I., Bergami, E.,
Curzi, D., Burini, D., Bouchet, V. M. P., Ambrogini, P.,
Gobbi, P., Ujiie , Y., Ishitani, Y., Coccioni, R., Bernhard,
J. M. and Frontalini, F., Nanoparticle-Biological Inter-
actions  in a Marine Benthic Foraminifer, Scientific
Reports, 9, 1, 19441, 2019.

〇 氏家 由利香　UJIIE, Yurika（准教授, 自然科学系 理工学部門）
'
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専門分野：円石藻, 微化石

研究テーマ：

「円石藻の進化と石灰化に関する研究」

担当授業等：

学問基礎論, 地球と宇宙（共通教育），海底資源分析実験

学会誌等（査読あり）：

Bendif, E. M., Nevado, B., Wong, E. L. Y., Hagino, K.,
Probert, I., Young, J. R., Rickaby, R. E. M. and
Filatov, D. A., Repeated species radiations in the re-

cent evolution of the key marine phytoplankton lineage
Gephyrocapsa, Nature COMMUNICATIONS, 10, 1, 4234,
2019.

Nishimura, T., Uchida, H., Noguchi, R., Oikawa, H.,
Suzuki, T., Funaki, H., Ihara, C., Hagino, K., Arimitsu,
S., Tanii, Y., Abe, S., Hashimoto, K., Mimura, K.,
Tanaka, K., Yanagida, I. and Adachi, M., Abundance of
the benthic dinoflagellate Prorocentrum and the diversity,
distribution, and diarrhetic shellfish toxin production of
Prorocentrum lima complex and P. caipirignum in
Japan, Harmful Algae, (in press).

〇 萩野 恭子　HAGINO, Kyoko（助教）

専門分野：海洋地質学, 地球化学, 応用鉱物学

研究テーマ：

「海底鉱物資源に関する地球科学的研究」

担当授業等：

資源地学, 海底資源学概論, 海洋科学概論　

客員教員・非常勤講師等：

高知南高等学校 高大連携事業 科学の目から見た「海と

私たちの暮らし」

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・International Marine Minerals Society, Executive Board
member

・International Ocean and Polar Engineering (ISOPE),

International Organizing Committee Member
・Marine Georesources & Geotechnology, Editorial Board

member
（その他外部委員等）

・石油天然ガス・金属資源機構（JOGMEC）深海底鉱物

資源探査等検討委員会 委員

・深海資源開発株式会社 深海資源探査検討委員会 委員

・深海資源開発株式会社 テクニカルアドバイザー

・産業技術総合研究所 地質情報研究部門　客員研究員

学会誌等（査読あり）：

Qin, H.-B., Uesugi, S., Yang, S., Tanaka, M., Kashiwabara,
T., Itai, T., Usui, A. and Takahashi, Y., Enrichment
mechanisms of antimony and arsenic in marine ferro-
manganese oxides: Insights from the structural similarity,
Geochimica et Cosmochimica Acta, 257, 110-130, 2019.

Usui, A., Hino, H., Suzushima, D., Tomioka, N., Suzuki,

〇 臼井 朗　USUI, Akira（特任教授）

担当授業等：

地学基礎実験, 科学英語コミュニケーション

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・Chairperson at AGU Fall meeting 2019 for“Magnetism
of Sediments, Soils, and Organisms, and How They Are
Influenced by Changing Geomagnetic Fields and the
Environment Ⅱ”(oral session)

・Associate Editor and Topic Editor in“Frontiers in Earth
Science”journal for a special issue on“Advances in
Magnetism of Soils and Sediments”

学会誌等（査読あり）：

Tsang, M.-Y., Bowden, S. A., Wang, Z., Mohammed, A.,
Tonai, S., Muirhead, D., Yang, K., Yamamoto, Y.,
Kamiya, N., Okutsu, N., Hirose, T., Kars, M., Schubotz,
F., Ijiri, A., Yamada, Y., Kubo, Y., Morono, Y.,
Inagaki, F., Heuer, V. B. and Hinrichs, K.-U., Hot

fluids, burial metamorphism and thermal histories in the
underthrust sediments at IODP 370 site C0023, Nankai
Accretionary Complex, Marine and Petroleum Geology,
112, 104080, 2020.

Badesab, F., Dewangan, P., Gaikwad, V., Kars, M.,
Kocherla, M., Krishna, K. S., Sangode, S. J.,
Deenadayalan, K., Kumar, P., Naikgaonkar, O., Ismaiel,
M. and Khan, A., Magnetic Mineralogical Approach for
the Exploration of Gas Hydrates in the Bay of Bengal,
Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124, 5,
4428-4451, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

Jonas, A.-S., Kars, M. A. C., Bauersachs, T., Rubsam, W.
and Schwark, L., Decoupling of Nw Pacific from
Global Climate Evolution Linked to the Mid-Pleistocene
Transition and Mid-Brunhes Event, European Associa-
tion of Geoscientists &amp; Engineers, 1, 1-2, 2019.
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Y., Sunamura, M., Kato, S., Kashiwabara, T., Kikuchi,
S., Uramoto, G. I., Suzuki, K. and Yamaoka, K., Modern
precipitation of hydrogenetic ferromanganese minerals
during on-site 15-year exposure tests, Scientific Reports,
10, 1, 3558, 2020.

Usui, A. and Suzuki, K., Small-scale ditribution patterns of
hydrogeneti ferromanganese crusts in the NW Pacific
seamounts: A reconnaissance survey using ROVs and a
manned submersible, Ocean mining symposium & Gas
hydrate; Proc. ISOPE2019, 2019.

Lachner, J., Ploner, M., Steier, P., Sakaguchi, A. and Usui,
A., Accumulation of ferromanganese crusts derived from
carrier-free 10Be/9Be, Nuclear Instruments and Methods in

Physics Research Section B: Beam Interactions with
Materials and Atoms, 467, 146-151, 2020.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

臼井 朗, 「戦略的イノベーション創造プログラム」次世

代海洋資源調査技術（海のジパング計画）「北西太平洋

域の海底鉄マンガン鉱床の多様性解明」, 高知大学 リ

サーチマガジン, 14, 7-10, 2019.

著書等：

臼井 朗, 山 明, 宮田 雄史, 他150名, 鉱物・宝石の科

学事典, 日本鉱物科学会, 朝倉書店, 305-308, 2019.

専門分野：古海洋学

研究テーマ：

「太平洋―北極海堆積物の氷期・間氷期レベルでの年代

層序の確立」

学会誌等（査読あり）：

Takata, H., Kim, H. J., Asahi, H., Thomas, E., Yoo, C. M.,
Chi, S. B. and Khim, B.-K., Central Equatorial Pacific
benthic foraminifera during the mid-Brunhes dissolution

interval: Ballasting of particulate organic matter by bio-
genic silica and carbonate, Quaternary Science Reviews,
210, 64-79, 2019.

Park, K., Kim, J.-H., Asahi, H., Polyak, L., Khim, B.-K.,
Schreck, M., Niessen, F., Kong, G. S. and Nam, S.-I.,
Cyclostratigraphic age constraining for Quaternary sedi-
ments in the Makarov Basin of the western Arctic Ocean
using manganese variability, Quaternary Geochronology,
55, 101021, 2020.

〇 朝日 博史　ASAHI, Hirofumi（特任講師）

専門分野：堆積学

研究テーマ：

「深海底地層環境に多産するマンガン鉱物に関する研究」

担当授業等：

海底資源学, 地学基礎実験, 海底資源分析実験

学会誌等（査読あり）：

Usui, A., Hino, H., Suzushima, D., Tomioka, N., Suzuki,
Y., Sunamura, M., Kato, S., Kashiwabara, T., Kikuchi,
S., Uramoto, G.-I., Suzuki, K. and Yamaoka, K., Modern
precipitation of hydrogenetic ferromanganese minerals
during on-site 15-year exposure tests, Scientific Reports,
10, 1, 3558, 2020.

Arai, M., Uramoto, G.-I., Asano, M., Uematsu, K., Uesugi,
K., Takeuchi, A., Morono, Y. and Wagai, R., An
improved method to identify osmium-stained organic
matter within soil aggregate structure by electron mi-
croscopy and synchrotron X-ray micro-computed tomog-
raphy, Soil and Tillage Research, 191, 275-281, 2019.

Kubo, Y., Inagaki, F., Tonai, S., Uramoto, G.-I., Takano,
O. and Yamada, Y., New Chikyu Shallow Core
Program (SCORE): exploring mass transport deposits

and the subseafloor biosphere off Cape Erimo, northern
Japan, Scientific Drilling, 27, 25-33, 2020.

Tanikawa, W., Uramoto, G.-i., Hamada, Y., Murayama, M.,
Yamamoto, Y., Hirose, T., Tadai, O., Tanaka, K.,
Ozaki, H., Yoneda, M. and Tokuyama, H., Provenance
of submerged stone pillars in an earthquake and
typhoon hazard zone, coastal Tosashimizu, southwest
Japan: A multidisciplinary geological approach, Marine
Geology, 415, 105962, 2019.

浦本 豪一郎, 諸野 祐樹, 深海堆積物から新たに見つかっ

た微小マンガン粒－放射光等を活用した分野横断解析

と将来展望, 放射光, 32, 6, 300-306, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

Uramoto, G.-I., Morono, Y., Tomioka, N., Wakaki, S.,
Wagai, R., Uesugi, K., Takeuchi, A., Hoshino, M.,
Suzuki, Y., Shiraishi, F., Mitsunobu, S., Suga, H.,
Nakada, R., Takeichi, Y., Takahashi, Y. and Inagaki, F.,
Multidisciplinary characterization of abundant ferroman-
ganese microparticles in deep-sea oxic sediments: impli-
cation for global manganese budget, KEK Progress
Report 2019-4, 48-49, 2019.

浦本 豪一郎, 河西 夏美, 日本堆積学会2019大阪大会プレ

イベント参加報告, 堆積学研究, 78, 1, 33-36, 2019.

〇 浦本 豪一郎　URAMOTO, Go-ichiro（特任助教, 卓越研究員）
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専門分野：地球生命科学

研究テーマ：

「生物活動と鉱物形成の相互作用の研究」

担当授業等：（産休・育休）

学会誌等（査読あり）：

Usui, Y., Saitoh, M., Tani, K., Nishizawa, M., Shibuya, T.,
Kato, C., Okumura, T. and Kashiwabara, T., Identifica-
tion of paleomagnetic remanence carriers in ca. 3.47 Ga
dacite from the Duffer Formation, the Pilbara Craton,
Physics of the Earth and Planetary Interiors, 299, 106411,
2020.　

〇 奥村 知世　OKUMURA, Tomoyo（特任助教, WSTT教員）

専門分野：微古生物学

研究テーマ：

「南大洋の古海洋に関する研究」

学会誌等（査読あり）：

Matsui, H., Horikawa, K., Chiyonobu, S., Itaki, T., Ikehara,
M., Kawagata, S., Wakaki-Uchimura, H., Asahara, Y.,
Seki, O. and Okazaki, Y., Integrated Neogene biochem-
ostratigraphy at DSDP Site 296 on the Kyushu-Palau
Ridge in the western North Pacific, Newsletters on
Stratigraphy, 53, 3, 313-331, 2019.

Sutherland, R., Dickens, G. R., Blum, P., Agnini, C.,
Alegret, L., Asatryan, G., Bhattacharya, J., Bordenave,

A., Chang, L., Collot, J., Cramwinckel, M. J., Dallanave,
E., Drake, M. K., Etienne, S. J. G., Giorgioni, M.,
Gurnis, M., Harper, D. T., Huang, H.-H. M., Keller, A.
L., Lam, A. R., Li, H., Matsui, H., Morgans, H. E. G.,
Newsam, C., Park, Y.-H., Pascher, K. M., Pekar, S. F.,
Penman, D. E., Saito, S., Stratford, W. R., Westerhold,
T. and Zhou, X., Continental-scale geographic change
across Zealandia during Paleogene subduction initiation,
Geology, 48, 5, 419-424, 2020.

Kamikuri, S.-I., Moore, T. C., Matsui, H. and Nishi, H.,
Radiolarian Biostratigraphy and Faunal Turnover across
the Early/Middle Miocene Boundary in the Equatorial
Pacific, Paleontological Research, 23, 4, 245-260, 2019.

〇 松井 浩紀　MATSUI, Hiroki（特任助教, 科学研究費）

専門分野：堆積学

研究テーマ：

「東北沖地震・津波に伴う堆積物重力流の発生と海底環

境の変動」

学会・社会活動：

（学会関連）

・日本堆積学会 会計会員委員（2020年1月-現在）

・日本地質学会 行事委員（2019年4月-現在）

・日本地質学会 広報委員（2015年6月-現在）

学会誌等（査読あり）：

Tsujimoto, A., Nomura, R., Arai, K., Nomaki, H., Inoue,
M. and Fujikura, K., Changes in deep-sea benthic
foraminiferal fauna caused by turbidites deposited after
the 2011 Tohoku-oki earthquake, Marine Geology, 419,
106045, 2020.

〇 新井 和乃　ARAI, Kazuno（特任助教）

専門分野：生物材料化学・生体高分子化学

研究テーマ：

「海洋分解性プラスチックの基材開発に資するアーキア

ポリ-γ-グルタミン酸関する研究」

担当授業等：

　樹木学実習, 森林保護学, 森林生産技術実習Ⅰ

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・日本生物工学会全国代議員・西日本支部 評議員

・D-アミノ酸学会評議員 運営委員

・日本生化学会全国代議員・全国評議員・中四国支部 評

議員

・日本ビタミン学会全国代議員・ビタミンB評議会 委員

・日本生物工学会全国大会（岡山） 実行委員

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

白米 優一, 芦内 誠, アーキアポリγグルタミン酸の新用

途開発, バイオインダストリー, 36, 7, 27-37, 2019.

著書等：

芦内 誠, 第6章 ナノファイバーの表面処理, 加工技術 第

〇 芦内 誠　ASHIUCHI, Makoto（教授, 総合科学系 生命環境医学部門, 農林海洋科学部専任）　

〈兼務教員〉●は特別兼務教員 Affiliate Professor
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2節 ポリ-γ-グルタミン酸イオンコンプレックスのナノ

ファイバー化と抗菌機能材料化, ナノファイバーの製

造・加工技術と応用事例～エレクトロスピニング, メ

ルトブロー, 延伸, 解繊, 成形加工技術～,（株）技術情

報協会編, 160-165, 2019.

専門分野：

海洋微生物学, 水族環境学, 海洋バイオテクノロジー

研究テーマ：

「シガテラをはじめとする熱帯・亜熱帯性魚毒の原因と

なる微細藻類の生理・生態解明」

「植物プランクトンへの高効率な革新的遺伝子導入法の

開発」

「バイオ燃料高生産型植物プランクトンの有効利用」

担当授業等：

水族環境学, 環境微生物工学, 水族環境学実験

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・公益社団法人日本水産学会 中国・四国支部 幹事

（その他外部委員等)

・広島大学 生物生産学部 附属練習船豊潮丸 共同利用運

営協議会 委員

・高知県内水面漁場管理委員会 委員

学会誌等（査読あり）：

Nishimura, T., Uchida, H., Suzuki, T., Tawong, W., Abe,
S., Arimitsu, S. and Adachi, M., First report on okada-
ic acid production of a benthic dinoflagellate Prorocen-
trum cf. fukuyoi from Japan, Phycological Research, 68,
1, 30-40, 2020.

Tawong, W., Pongcharoen, P., Nishimura, T. and Adachi,
M., Molecular characterizations of Thai Raphidiopsis
raciborskii (Nostocales, Cyanobacteria) based on 16S
rDNA, rbcLX, and cylindrospermopsin synthetase genes,
Plankton and Benthos Research, 14, 4, 211-223, 2019.

Tsubaki, S., Oono, K., Onda, A., Kadono, T., Adachi, M.
and Mitani, T., Microwave-assisted solubilization of
microalgae in high-temperature ethylene glycol, Biomass
and Bioenergy, 130, 105360, 2019.

Nishimura, T., Uchida, H., Noguchi, R., Oikawa, H.,
Suzuki, T., Funaki, H., Ihara, C., Hagino, K., Arimitsu,
S., Tanii, Y., Abe, S., Hashimoto, K., Mimura, K.,
Tanaka, K., Yanagida, I. and Adachi, M., Abundance of
the benthic dinoflagellate Prorocentrum and the diversity,
distribution, and diarrhetic shellfish toxin production of
Prorocentrum lima complex and P. caipirignum in Japan,
Harmful Algae, (in press).

著書等：

Tester P., Wickliffe L., Jossart J., Rhodes L., Enevoldsen
H., Adachi M., Nishimura T., Rodriguez F., Chinain
M. and Litaker R., Global distribution of the genera
Gambierdiscus and Fukuyoa, International Society for the
Study of Harmful Algae 18th International Conference
on Harmful Algae from Ecosystems to Socio-
Ecosystems, 2020.

〇 足立 真佐雄　ADACHI, Masao（教授, 自然科学系 農学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：錯体化学, 電気化学

研究テーマ：

「ポリオキソメタレート錯体を基軸としたレアメタルの

利活用に関する研究」

担当授業等：

資源物理化学, 資源分析化学, 化学基礎実験

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・日本ポーラログラフ学会 評議員

・Analytical Science誌 Associate Editor
（その他外部委員等）

・「おもしろワクワク化学の世界‘19高知化学展」実行委

員長

・日本化学会中国四国支部主催 令和元年8月22-26日

学会誌等（査読あり）：

Hasegawa, T., Nishiwaki, Y., Fujishiro, F., Kamei, S. and
Ueda, T., Quantitative Determination of the Effective
Mn4+ Concentration in a Li2TiO3:Mn4+ Phosphor and Its
Effect on the Photoluminescence Efficiency of Deep
Red Emission, ACS Omega, 4, 22, 19856-19862, 2019.

Tsubaki, S., Hayakawa, S., Ueda, T., Fujii, S., Suzuki, E.,
Zhang, J., Bond, A. and Wada, Y., Radio frequency
alternating electromagnetic field enhanced tetraruthenium
polyoxometalate electrocatalytic water oxidation, Chemical
Communications, 55, 8, 1032-1035, 2018.

Azuma, S., Kadoguchi, T., Eguchi, Y., Hirabaru, H.,
Ota, H., Sadakane, M., Yanagisawa, K., Hasegawa, T.
and Ueda, T., Metal-substituted tungstosulfates with
Keggin structure: synthesis and characterization, Dalton
Transactions, 49, 9, 2766-2770, 2020.

Hirabaru, H., Kawamoto, D., Ohnishi, M., Ota, H.,
Sadakane, M., Yanagisawa, K., Hasegawa, T. and Ueda,

● 上田 忠治　UEDA, Tadaharu（教授, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）
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T., New Path for Polyoxometalates: Controlled Synthesis
and Characterization of Metal-Substituted Tungstosulfates,
European Journal of Inorganic Chemistry, 8, 682-689,
2020.

Hasegawa, T., Iwaki, M., Kim, S. W., Ueda, T., Uematsu,

K., Toda, K. and Sato, M., Blue-light-pumped wide-band
red emission in a new Ce3+-activated oxide phosphor,
BaCa2Y6O12:Ce3+: Melt synthesis and photoluminescence
study based on crystallographic analyses, Journal of
Alloys and Compounds, 797, 1181-1189, 2019.

専門分野：分析・地球化学

研究テーマ：

「海洋における現場型化学計測装置の開発」

担当授業等：

化学概論, 海洋化学概論, 基礎物理学実験

客員教員・非常勤講師等：

東京大学生産技術研究所研究員

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（その他外部委員等）

・新エネルギー・産業技術総合開発機構, 助成事業に係る

外部専門家

・自然環境研究センター, 環境省沖合海底自然環境保全地

域の調査・モニタリング検討会外部専門家

・東京大学大気海洋研究所, 文科省プロジェクト海洋情報

把握技術開発海洋生物遺伝子外部専門家

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

岡村 千恵子, 岡村 慶, 子どもの学びを豊かにする地域に

おける芸術文化活動－伝統文化お箏三味線親子教室を

事例として－, 高知大学学術研究報告, 68, 1-11, 2019.
岡村 慶, 野口 拓郎 岡村 千恵子, 大学発ベンチャー設立

時の諸手続きと問題点について－社会保険制度とクロ

スアポイントメント－, 高知大学学術研究報告, 68, 91-96,
2019.

岡村 慶, 野口 拓郎, 海底熱水鉱床の探査および調査に資

するオンサイト分析, ぶんせき, 10, 445-448, 2019．

● 岡村 慶　OKAMURA, Kei（教授, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：天然物化学

研究テーマ：

「海洋天然物に関する研究」

担当授業等：

海洋ケミカルバイオロジー, 天然物医薬品化学, 海洋天然

物化学

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・マリンバイオテクノロジー学会 評議員

・天然有機化合物討論会 世話人

学会誌等（査読あり）：

Sakamoto, K., Hakamata, A., Iwasaki, A., Suenaga, K.,
Tsuda, M. and Fuwa, H., Total Synthesis, Stereochemical
Revision, and Biological Assessment of Iriomoteolide-2a,
Chemistry-A European Journal, 25, 36, 8528-8542, 2019.

● 津田 正史　TSUDA, Masashi（教授, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：海洋ウイルス学

研究テーマ：

「微細藻類を宿主とするウイルスの分子生態に関する研

究」

担当授業等：

海洋生物・生命科学演習, 合意形成論, 海洋管理政策論

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・日本水産学会 環境保全委員会 委員

・高知マリンイノベーション運営協議会 委員

学会誌等（査読あり）：

Prodinger, F., Endo, H., Gotoh, Y., Li, Y., Morimoto, D.,
Omae, K., Tominaga, K., Blanc-Mathieu, R., Takano, Y.,
Hayashi, T., Nagasaki, K., Yoshida, T. and Ogata, H.,
An Optimized Metabarcoding Method for Mimiviridae,
Microorganisms, 8, 4, 506, 2020.

Tomaru, Y., Matsubara, T., Mine, T., Shikata, T., Nagasaki,
K., Kimura, K. and Yamaguchi, H., Preliminary Analysis
of Diatom-infecting Viruses in Ariake Sound, Japan,
Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ, 53, 3,
223-228, 2019.

Watanabe, T., Suzuki, N., Tomonaga, K., Sawa, H.,
Matsuura, Y., Kawaguchi, Y., Takahashi, H., Nagasaki,
K. and Kawaoka, Y., Neo-virology: The raison d'etre of
viruses, Virus Research, 274, 197751, 2019.

● 長﨑 慶三　NAGASAKI, Keizo（教授, 総合科学系 黒潮圏科学部門, 農林海洋科学部専任）
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専門分野：物性物理学

研究テーマ：

「希土類化合物に関する研究および極低温開発」

担当授業等：

固体物理学, 磁性物理学特論, 物理科学実験

● 西岡 孝　NISHIOKA, Takashi（教授, 自然科学系 理工学部門, 理工学部専任）

専門分野：構造地質学

研究テーマ：

「沈み込みプレート境界および付加体に関する研究」

担当授業等：

テクトニクス, 野外調査法基礎, 基礎地学実験

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（IODP関連）

・Science Evaluation Panel member
・J-DESC会員提案型活動経費選考委員

（学会関連）

・一般社団法人日本地質学会 代議員

学会誌等（査読あり）：

Barnes, P. M., Wallace, L. M., Saffer, D. M., Bell, R. E.,
Underwood, M. B., Fagereng, A., Meneghini, F., Savage,
H. M., Rabinowitz, H. S., Morgan, J. K., Kitajima, H.,
Kutterolf, S., Hashimoto, Y., Engelmann de Oliveira, C.
H., Noda, A., Crundwell, M. P., Shepherd, C. L.,
Woodhouse, A. D., Harris, R. N., Wang, M., Henrys, S.,
Barker, D. H. N., Petronotis, K. E., Bourlange, S. M.,
Clennell, M. B., Cook, A. E., Dugan, B. E., Elger, J.,

Fulton, P. M., Gamboa, D., Greve, A., Han, S., Hupers,
A., Ikari, M. J., Ito, Y., Kim, G. Y., Koge, H., Lee, H.,
Li, X., Luo, M., Malie, P. R., Moore, G. F., Mountjoy,
J. J., McNamara, D. D., Paganoni, M., Screaton, E. J.,
Shankar, U., Shreedharan, S., Solomon, E. A., Wang, X.,
Wu, H.-Y., Pecher, I. A. and LeVay, L. J., Slow slip
source characterized by lithological and geometric het-
erogeneity, Science Advances, 6, 13, eaay3314, 2020.

Fisher, D. M., Tonai, S., Hashimoto, Y., Tomioka, N. and
Oakley, D., K-Ar Dating of Fossil Seismogenic Thrusts
in the Shimanto Accretionary Complex, Southwest Japan,
Tectonics, 38, 11, 3866-3880, 2019.

Kimura, G., Kitamura, Y., Yamaguchi, A., Kameda, J.,
Hashimoto, Y. and Hamahashi, M., Origin of the early
Cenozoic belt boundary thrust and Izanagi-Pacific ridge
subduction in the western Pacific margin, Island Arc,
28, 5, e12320, 2019.

Fagereng, A
○

., Savage, H. M., Morgan, J. K., Wang, M.,
Meneghini, F., Barnes, P. M., Bell, R., Kitajima, H.,
McNamara, D. D., Saffer, D. M., Wallace, L. M.,
Petronotis, K., LeVay, L. and the IODP Expedition
372/375 Scientists (橋本), Mixed deformation styles
observed on a shallow subduction thrust, Hikurangi
margin, New Zealand, Geology, 47, 9, 872-876, 2019.

● 橋本 善孝　HASHIMOTO, Yoshitaka（教授, 自然科学系 理工学部門, 理工学部専任）

専門分野：同位体地球化学, 古海洋学, 海洋地質学

研究テーマ：

「鉄マンガン酸化物の内部構造解析と形成過程に関する

研究」

「海底泥火山の堆積物の性状と噴出起源年代に関する研

究」

担当授業等：

海洋地球科学概論, 地球科学概論, 同位体地球科学特論

客員教員・非常勤講師：

香川大学「資源・エネルギー論」

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（IODP関連）

・日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）IODP部会

執行部 委員

（学会関連）

・日本地球環境史学会 副会長・評議員

（その他外部委員等)

・室戸世界ユネスコジオパーク推進協議会 顧問

学会誌等（査読あり）：

Tanikawa, W., Uramoto, G.-i., Hamada, Y., Murayama, M.,
Yamamoto, Y., Hirose, T., Tadai, O., Tanaka, K.,
Ozaki, H., Yoneda, M. and Tokuyama, H., Provenance
of submerged stone pillars in an earthquake and
typhoon hazard zone, coastal Tosashimizu, southwest
Japan: A multidisciplinary geological approach, Marine
Geology, 415, 105962, 2019.

Tsujisaka, M., Takano, S., Murayama, M. and Sohrin, Y.,
Precise analysis of the concentrations and isotopic
compositions of molybdenum and tungsten in geochem-
ical reference materials, Analytica Chimica Acta, 1091,
146-159, 2019.

Horikawa, K., Kodaira, T., Ikehara, K., Murayama, M. and

● 村山 雅史　MURAYAMA, Masafumi（教授, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）
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Zhang, J., Millennial-scale fluctuations in water volume
transported by the Tsushima Warm Current in the Japan
Sea during the Holocene, Global and Planetary Change,
183, 103028, 2019.

Stuut, J.-B. W., De Deckker, P., Saavedra-Pellitero, M.,
Bassinot, F., Drury, A. J., Walczak, M. H., Nagashima,
K. and Murayama, M., A 5.3-Million-Year History of

Monsoonal Precipitation in Northwestern Australia,
Geophysical Research Letters, 46, 12, 6946-6954, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

村山 雅史, サンゴ骨格から明らかにする海洋酸性化, 高

知大学環境報告書2019, 14-15, 2019.

専門分野：樹木生理生態学

研究テーマ：

「樹木の生理生態的特性や環境ストレス応答に関する研

究」

担当授業等：

樹木学実習, 森林保護学, 森林生産技術実習Ⅰ

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・Ecological Research 編集委員

・Frontiers in Forests and Global Change Review Editor
（その他外部委員等）

・公益社団法人 高知県森と緑の会 理事

学会誌等（査読あり）：

Ichie, T., Yoneyama, A., Hashimoto, T., Tanaka-Oda, A.,

Kusin, K. and Tanaka, K., Drainage effects on leaf traits
of trees in tropical peat swamp forests in Central
Kalimantan, Indonesia, Tropics, 28, 1, 1-11, 2019.

Igarashi, S., Shibata, M., Masaki, T., Tayasu, I. and Ichie,
T., Mass flowering of Fagus crenata does not depend on
the amount of stored carbohydrates in trees, Trees, 33,
5, 1399-1408, 2019.

Tanaka K., Ichie, T., Kamiya, K., Ngo, K. M. and Lum,
S. K. Y., Rooting ability of leafy-stem cuttings of
hybrid shorea (Dipterocarpaceae), Journal of Tropical
Forest Science, 31, 324-331, 2019.

Yoshifuji, N., Kumagai, T. o., Ichie, T., Kume, T., Tateishi,
M., Inoue, Y., Yoneyama, A. and Nakashizuka, T.,
Limited stomatal regulation of the largest-size class of
Dryobalanops aromatica in a Bornean tropical rainforest
in response to artificial soil moisture reduction, Journal
of Plant Research, 133, 2, 175-191, 2020.

〇 市榮 智明　ICHIE, Tomoaki（准教授, 自然科学系 農学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：ゲノム情報科学

研究テーマ：

「藻類等の生命情報を網羅的に用いたゲノム研究」

担当授業等：

バイオインフォマティクス, 基礎統計学, 分子細胞生物学

実験

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（その他外部委員等)

・JSTライフサイエンスデータベース統合推進事業「統合

化推進プログラム」アドバイザリー 委員

学会誌等（査読あり）：

Kurotani, A., Tokmakov, A. A., Sato, K.-I., Stefanov, V.
E., Yamada, Y. and Sakurai, T., Localization-specific
distributions of protein pI in human proteome are
governed by local pH and membrane charge, BMC
Molecular and Cell Biology, 20, 1, 36, 2019.

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

Huang, P., Mamidi, S., Healey, A., Grimwood, J., Jenkins,
J., Barry, K., Sreedasyam, A., Shu, S., Feldman, M., Wu,
J., Yu, Y., Chen, C., Johnson, J., Sakakibara, H., Kiba,
T., Sakurai, T., Rokhsar, D., Baxter, I., Schmutz, J.,
Brutnell, T. P. and Kellogg, E. A., The Setaria viridis
genome and diversity panel enables discovery of a novel
domestication gene, bioRxiv, 744557, 2019.

〇 櫻井 哲也　SAKURAI, Tetsuya（准教授, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：同位体地球化学

研究テーマ：

「地殻深部流体に関する研究」

「生物大量絶滅に関する研究」

担当授業等：

同位体地球化学, 海底資源岩石鉱物学, 地球物質循環学

学会誌等（査読あり）：

Maruoka, T., Nishio, Y., Kogiso, T., Suzuki, K., Osawa,

● 西尾 嘉朗　NISHIO, Yoshiro（准教授, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）
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T., Hatsukawa, Y. and Terada, Y., Enrichment of
chalcophile elements in seawater accompanying the end-

Cretaceous impact event, GSA Bulletin, 2020.

専門分野：地球化学・分析化学

研究テーマ：

「海底熱水活動の地球化学に関する研究」

担当授業等：

現場化学計測, 海洋情報化学, 海洋環境アセスメント化学

　

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（その他外部委員等）

・一般財団法人生産技術研究奨励会 特別研究会「RC-91

先端深海観測技術研究会」幹事

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

岡村 慶, 野口 拓郎, 岡村 千恵子, 大学発ベンチャー設立

時の諸手続きと問題点について－社会保険制度とクロ

スアポイントメント－, 高知大学学術研究報告, 68, 91-96
2019.

● 野口 拓郎　NOGUCHI, Takuro（准教授, 自然科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：構造地質学

研究テーマ：

　「四万十付加体・南海付加体の形成過程に関する研究」

担当授業等：

構造地質学, 野外調査法基礎, 実践野外調査実習

客員教員・非常勤講師：

・高知県立中村中学校・中村高等学校「令和元年度 防災

講演会」

・高知県立高知小津高等学校SSH「令和元年度 サイエン

スフィールドワーク」

学会・社会活動 Professional and Public Service：

（学会関連）

・一般社団法人 日本地質学会四国支部県部会幹事

（その他外部委員等）

・室戸世界ユネスコジオパーク推進協議会 専門アドバイ

ザー

・新橘トンネル技術検討委員会 委員

学会誌等（査読あり）：

Tsang, M.-Y., Bowden, S. A., Wang, Z., Mohammed, A.,

Tonai, S., Muirhead, D., Yang, K., Yamamoto, Y.,
Kamiya, N., Okutsu, N., Hirose, T., Kars, M., Schubotz,
F., Ijiri, A., Yamada, Y., Kubo, Y., Morono, Y.,
Inagaki, F., Heuer, V. B. and Hinrichs, K.-U., Hot
fluids, burial metamorphism and thermal histories in the
underthrust sediments at IODP 370 site C0023, Nankai
Accretionary Complex, Marine and Petroleum Geolo-
gy, 112, 104080, 2020.

Fisher, D. M., Tonai, S., Hashimoto, Y., Tomioka, N. and
Oakley, D., K-Ar Dating of Fossil Seismogenic Thrusts
in the Shimanto Accretionary Complex, Southwest Japan,
Tectonics, 38, 11, 3866-3880, 2019.

Tonai, S., Kubo, Y., Tsang, M.-Y., Bowden, S., Ide, K.,
Hirose, T., Kamiya, N., Yamamoto, Y., Yang, K.,
Yamada, Y., Morono, Y., Heuer, V. B., Inagaki, F. and
Expedition 370 Scientists, A New Method for Quality
Control of Geological Cores by X-Ray Computed
Tomography: Application in IODP Expedition 370,
Frontiers in Earth Science, 7, 117, 2019.

Kubo, Y., Inagaki, F., Tonai, S., Uramoto, G.-I., Takano,
O. and Yamada, Y., New Chikyu Shallow Core Program
(SCORE): exploring mass transport deposits and the
subseafloor biosphere off Cape Erimo, northern Japan,
Scientific Drilling, 27, 25-33, 2020.

● 藤内 智士　TONAI, Satoshi（講師, 自然科学系 理工学部門, 理工学部専任）

専門分野：分子微生物学

研究テーマ：

「海底に存在する微生物とその二次代謝産物に関する研

究」

担当授業等：

科学英語コミュニケーション (分担), 微生物学実験 (分

担), 分子生合成論

学会誌等（査読あり）：

Schmidt, R., Ulanova, D., Wick, L. Y., Bode, H. B. and
Garbeva, P., Microbe-driven chemical ecology: past,
present and future, The ISME Journal, 13, 11, 2656-

2663, 2019.

●ウラノバ ダナ　ULANOVA, Dana（助教, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）
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専門分野：無機固体化学

研究テーマ：

　「レアメタルを利用した機能性無機材料に関する研究」

担当授業等：資源無機化学, FS実習

学会誌等（査読あり）：

Hasegawa, T., Iwaki, M., Kim, S. W., Ueda, T., Uematsu,
K., Toda, K. and Sato, M., Blue-light-pumped wide-band
red emission in a new Ce3+-activated oxide phosphor,
BaCa2Y6O12:Ce3+: Melt synthesis and photoluminescence 
study based on crystallographic analyses, Journal of
Alloys and Compounds, 797, 1181-1189, 2019.

Hasegawa, T., Nishiwaki, Y., Fujishiro, F., Kamei, S. and
Ueda, T., Quantitative Determination of the Effective
Mn4+ Concentration in a Li2TiO3:Mn4+ Phosphor and Its
Effect on the Photoluminescence Efficiency of Deep Red
Emission, ACS Omega, 4, 22, 19856-19862, 2019.

Azuma, S., Kadoguchi, T., Eguchi, Y., Hirabaru, H., Ota, H.,

Sadakane, M., Yanagisawa, K., Hasegawa, T. and Ueda,
T., Metal-substituted tungstosulfates with Keggin structure:
synthesis and characterization, Dalton Transactions, 49,
9, 2766-2770, 2020.

Hasegawa, S., Hasegawa, T., Kim, S. W., Yamanashi, R.,
Uematsu, K., Toda, K. and Sato, M., Single Crystal
Growth and Crystal Structure Analysis of Novel Orange-
Red Emission Pure Nitride CaAl2Si4N8:Eu2+ Phosphor,
ACS Omega, 4, 6, 9939-9945, 2019.

Hirabaru, H., Kawamoto, D., Ohnishi, M., Ota, H.,
Sadakane, M., Yanagisawa, K., Hasegawa, T. and Ueda,
T., New Path for Polyoxometalates: Controlled Synthesis
and Characterization of Metal-Substituted Tungstosul-
fates, European Journal of Inorganic Chemistry, 8, 682-

689, 2020.
Park Y. J., Kim S. W., Sugimoto K., Hasegawa T.,

Tanima K., Uematsu K., Toda K. and Sato M., Improved
luminescence properties of Na2TiSiO5 phosphor by the
Ge4+ doping in the crystal lattice, Journal of Ceramic
Processing Research, 20, 5, 460-463, 2019.

● 長谷川 拓哉　HASEGAWA, Takuya（助教, 総合科学系 複合領域科学部門, 農林海洋科学部専任）

専門分野：微古生物学，古海洋学

研究テーマ：

「珪藻化石を用いた南大洋における古海洋環境復元」

その他の雑誌・報告書（査読なし）：

Weber, M. E., Raymo, M. E., Peck, V. L., Williams, T.

and Expedition 382 Scientists (加藤), International Ocean
Discovery Program Expedition 382 Preliminary Report:
Iceberg Alley and Subantarctic Ice and Ocean Dynamics,
International Ocean Discovery Program Expedition 382

Preliminary Report, 1-39, 2019.

〇 加藤　悠爾　KATO, Yuji（JSPS特別研究員-PD）

〈研究員〉Researcher

専門分野：　資源地質学 研究テーマ：

「海水-熱水-有機物反応」

〇 中山 健　NAKAYAMA, Ken（短期研究員）

専門分野：　サイエンスデザイン 研究テーマ：

「サイエンスデザイン：情報の伝達に関する研究」

〇 笹岡 美穂　SASAOKA, Miho（短期研究員）

専門分野：微古生物学

研究テーマ：

「海綿骨針酸素同位体比分析を用いた新しい古海洋プロ

キシの開発に関する研究」

学会誌等（査読あり）：

Matsui, H., Horikawa, K., Chiyonobu, S., Itaki, T., Ikehara,
M., Kawagata, S., Wakaki-Uchimura, H., Asahara, Y.,
Seki, O. and Okazaki, Y., Integrated Neogene biochem-
ostratigraphy at DSDP Site 296 on the Kyushu-Palau
Ridge in the western North Pacific, Newsletters on
Stratigraphy, 53, , 313-331, 2019.

〇 若木 仁美　WAKAKI, Hitomi（短期研究員・科学研究費）
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○学会誌等掲載件数 Publication Summary

総　数
Total

国際学会誌
International

Jornal

国内学会誌
Japanese
Journal

筆頭著者
First Author

責任著者
Corresponding

Author

査読有論文
Peer-reviewed 61 58 3 8 13

査読無論文
Non peer-reviewed 15 3 12 10 10

9-2. 成果概要 Summary of Publications and Presetations

○学会発表件数 Presentation Summary

発表件数
Total

招待講演
Invited Presentations

一般講演
Oral&Poster Presentations

国際学会
International Conference 67 5 62

国内学会
Domestic Conference 138 6 132

9-3. 乗船研究航海 Research cruises

（1）国際深海科学掘削計画（IODP）等国際公募航海

・IODP Exp. 382（JOIDES Resolution, IODP-USIO,

Texas A&M Univ.）

　（2019年3月20日－5月20日, プンタアレナス－プンタ

アレナス）

　［研究課題］アイスバーグアレー

　［海　　域］南大洋スコシア海

　［乗 船 者］加藤 悠爾

・IODP Exp. 385（JOIDES Resolution, IODP-USIO,

Texas A&M Univ.）

　（2019年9月16日－11月16日, サンディエゴ－サンディ

エゴ）

　［研究課題］グアイマス海盆構造発達史および地下生

　　　　命圏

　［海　　域］カリフォルニア湾グアイマス海盆

　［乗 船 者］Myriam Kars

（2）国内船舶による公募・傭船航海

・KH-19-5（白鳳丸, 海洋研究開発機構）

　（2019年8月9日－8月28日, 東京－鹿児島）

　［研究課題］フィリピン海プレート沈み込み帯におけ

る断層活動と地震履歴, および泥火山を介した地

圏－水圏－生物圏の相互作用の解明

　［海　　域］相模トラフ, 南海トラフ, 種子島沖

　［乗 船 者］村山 雅史, 野口拓郎, 捫垣 勝哉（院生）,

宮本 洋好, 片野田 航, 瀬戸口 亮眞（以上農林海

洋学部）

・KH-19-6（白鳳丸, 海洋研究開発機構）

　（2019年10月16日－2020年1月18日, プンタアレナス－

ケープタウン）

　［研究課題］ウェッデル海～南太平洋における海洋地

球科学総合横断観測：白鳳丸30周年記念世界一周

航海の実現

　［海　　域］南太平洋, ウェッデル海, スコシア海

　［乗 船 者］池原 実 (主席研究員), 加藤 悠爾, 笹

岡 美穂

・KH-20-1（白鳳丸, 海洋研究開発機構）

　（2020年1月18日－2月16日, ケープタウン－フリーマ

ントル）

　［研究課題］南大洋インド洋区における熱塩・物質循

環の実態と変遷史の解明：ケープダンレー底層水

を中心として

　［海　　域］拓南大洋インド洋区

　［乗 船 者］池原 実, 松井 浩紀

9-4. 特許 Patent

【名　　称】抗真菌剤およびコーティング剤

【発 明 者】柴谷 滋郎, 中森 雅彦, 白馬 弘, 宝田 裕,
芦内 誠

【発明者所属】東洋紡株式会社, 高知大学

【権 利 者】東洋紡株式会社, 高知大学

【登録番号】特許6488473号

【登 録 日】2019年3月8日

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

58



【名　　称】ポリ（メタ）アクリル酸イオンコンプレック

ス」

【発 明 者】芦内 誠, 妹尾 香苗, 白馬 弘文, 小林 久人,
柴谷 滋郎, 宝田 裕

【発明者所属】高知大学, 東洋紡株式会社

【権 利 者】高知大学, 東洋紡株式会社

【登録番号】特許6497613号

【登 録 日】2019年3月22日

【名　　称】耐水耐有機溶媒性組成物

【発 明 者】芦内 誠, 白馬 弘文, 柴谷 滋郎, 小林 久人

【発明者所属】高知大学, 東洋紡株式会社

【権 利 者】高知大学, 東洋紡株式会社

【登録番号】特許6638955号

【登 録 日】2020年1月7日

【名　　称】核磁気共鳴検出方法

【発 明 者】津田 正史, 津田 雅之, 中山 登, 中岡 茂

【発明者所属】高知大学他

【出願番号】特許出願2020-039397

【出 願 日】2020年3月6日

1. Bau, M., et al. (臼井朗を含む), 2014, Discriminating
between different genetic types of marine ferro-
manganese crusts and nodules based on rare earth ele-
ments and yttrium. Chemical Geology, Volume 381, 14

August 2014, Pages 1-9 (Scopus被引用数98, 99パーセ

ンタイル)

【海底資源】クラストやノジュールの起源（海水, 熱水,
続成）は, 従来鉱物組成や主成分金属に基づいて分類さ

れてきたが, 本研究では希土類元素（特にCe, Y, Nd）
の濃度比を用いた新たな起源の分類法を提案, 本手法導

入により従来よりも厳密に分類することが可能となっ

た．起源を特定することは地球化学の研究と同時に資

源探査にも有益となる．

2. Cook, C.P., et al. (岩井雅夫ならびに指導学生小林宗

誠を含む), 2013, Dynamic behaviour of the East Ant-
arctic ice sheet during Pliocene warmth. Nature Geo-
science, Volume 6, Issue 9, September 2013, Pages
765-769. (Scopus被引用数115, 99パーセンタイル)

【環境動態】従来安定と考えられていた東南極氷床が,
5.3-3.3 Maにはダイナミックに縮小拡大していたことを,
ネオジウムや鉛の同位体, 珪藻化石（高知大学卒論デー

タ）などから明らかにした．現在と同程度の温室効果

ガスでも, 地球の平均気温が2-3℃上昇し南極氷床が劇

的に縮小し得ることを示した．

3. Palike, H., et al., (山本裕二を含む), 2012, A Cenozoic
record of the equatorial Pacific carbonate compensation
depth. Nature, Volume 488, Issue 7413, 30 August 2012,
Pages 609-614. (Scopus被引用数159, 99パーセンタイル)

【環境動態】大気二酸化炭素濃度などとのバランスで

決まる炭酸塩補償深度（CCD）の変遷を, 赤道域過去

5500万年間について明らかにした．風化に連動し, 変動

しながら3-3.5 km＠5500万年前から現在の4.6 kmに変化

したことがわかった．大気中二酸化炭素の動態が, 長期

的には地質現象に支配され海洋に蓄積されてきたこと

を示した．

Top1%

9-5. TOP10％論文 2010-2019

調 査 日：2019年6月26日

調査方法：Scopus (エルゼビア社)

調査対象期間：2010年以降出版論文

調査対象者：

（特任教員）徳山, 臼井, 浦本, 朝日, 奥村, 松井, 新井

（専任教員）安田, 岩井, 池原, 山本, 氏家, Kars, 萩野

調査対象外：元専任教員, 兼務教員, 客員教員, 共同利用, 学内利用, 2019/4以降着任者

結果（過去10年分, 年代の新しいものから）：

1. Asahi, H. (朝日博史), et al. (池原実を含む), 2016.
Orbital-scale benthic foraminiferal oxygen isotope stratig-
raphy at the northern Bering Sea Slope Site U1343

(IODP Expedition 323) and its Pleistocene paleoceano-
graphic significance. Deep-Sea Research Part II: Topical
Studies in Oceanography, Volume 125-126, 1 March
2016, Pages 66-83 (Scopus被引用数20, 95パーセンタイ

ル)

【環境動態】同位体層序年代モデルを構築, 標準曲線

と比較検討したところ, 0.8-0.9 Ma以降サイクルが変調,
一部物性が有する氷期間氷期サイクルシグナルは, 標準

曲線より1万年程度ずれ（先行）ていることが明らかに

なった．ベーリング海（～陸棚縁）に張り出した海氷

が温室効果ガス放出阻害要因のひとつとして浮かび上

Top10%
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がった．気候変動モデルに制約を与えるサブシステム

の存在を提示した．

2. Nakamura, A., et al. (池原実を含む), 2016, Weak
monsoon event at 4.2 ka recorded in sediment from Lake
Rara, Himalayas. Quaternary International, Volume 397,
18 March 2016, Pages 349-359. (Scopus被引用数 27,

92パーセンタイル)

【環境動態】ヒマラヤ山中の湖沼堆積物を分析したと

ころ, 約4200-3700年前に夏季モンスーンの弱体化した

ことを明らかにした．高精度高確度年代モデルに基づ

き, ヒマラヤ域で初めて“4.2千年イベント”の実態を

明らかにしたものである．この地域の大気-海洋相互作

用解明を加速させることが期待される．

3. Morard, R., et al. (氏家由利香を含む), 2016, Nomen-
clature for the Nameless: A Proposal for an Integrative
Molecular Taxonomy of Cryptic Diversity Exemplified
by Planktonic Foraminifera. Systematic Biology, Volume
65, Issue 5, 1 September 2016, Pages 925-940. (Scopus
被引用数 26, 95パーセンタイル)

【進化】浮遊性有孔虫では同一形態種内に遺伝的に隔

絶された“種”が複数存在することが知られるように

なってきているが, これまでの命名規約では考慮されて

こなかった．そこで分子生物学的な種の命名規約を新

たに提案した．

4. Nomaki, H., et al. (新井和乃を含む), 2016, Effects of
mass sedimentation events after the 2011 off the Pacific
coast of Tohoku Earthquake on benthic prokaryotes and
meiofauna inhabiting the upper bathyal sediments. Journal
of Oceanography, Volume 72, Issue 1, 1 February 2016,
Pages 113-128. (Scopus被引用数16, 90パーセンタイル)

【巨大地震】

5. D'hondt, S., et al. (浦本豪一郎を含む), 2015, Presence
of oxygen and aerobic communities from sea floor to
basement in deep-sea sediments. Nature Geoscience,
Volume 8, Issue 4, 4 April 2015, Pages 299-304. (Sco-
pus被引用数 77, 98パーセンタイル)

【微生物, 海底資源】

6. Patterson, M.O., et al.(岩井雅夫を含む), 2014, Orbital
forcing of the East Antarctic ice sheet during the Plio-
cene and Early Pleistocene. Nature Geoscience, Volume
7, Issue 11, 5 November 2014, Pages 841-847 (Scopus
被引用数 55, 96パーセンタイル)

【環境動態】東南極ウィルクス沖海底堆積物から, 430-220
万年前の東南極氷床動態と日射量の関係について調べ

た．氷床縁辺後退期に氷山が運び出した堆積物量は鮮

新世温暖期の430-350万年前が 大で4万年周期が卓越,
その後は10万年と2万年周期が強くなっていったこと,
350-250万年前は多年性海氷域拡大により海洋の影響が

氷床に直接及ばなくなったこと, その後の氷床後退は,

2万周期をもつ歳差により日射量が 大となる南半球夏

季のみに発生したことを明らかにした．現在より2-3 ℃

暖かく北半球に氷がほとんどなかった時代から現在の

両極氷床システムに移行する間の日射量-南極氷床の関

係が明らかになり, 気候モデルの評価制約条件を示した．

7. Goto, K.T., et al. (臼井朗を含む), 2014, Uranium
isotope systematics of ferromanganese crusts in the
Pacific Ocean: Implications for the marine 238U/235U
isotope system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 146,
p. 43-58 (Scopus被引用数 37, 94パーセンタイル)

【海底資源】太平洋のマンガンクラスト中のウラン同

位体の分布を調べ, 古海洋環境（主に酸化還元）を反映

するかどうか検証した．クラスト表面のウラン238同位

体値変動幅は非常に小さく, 海水のウラン同位体の差は,
クラスト形成時の同位体分別と解釈された．一方クラ

スト内部での時間変化からは, ウラン238同位体比は沈

積後の続成作用により書き換えられていることが示唆

された．必ずしも時系列データとして扱えないものの,
簡単なモデル計算の結果, マンガン酸化物形成が盛んな

時代には, 現在とは有意に異なるウラン238同位体比を

示すデータが見つかり, 古海洋化学環境を読み解ける可

能性が指摘された．

8. Kim, S., et al. (朝日博史, 6人中5番目), 2014, Biogenic
opal production changes during the Mid-Pleistocene
Transition in the Bering Sea (IODP Expedition 323

Site U1343). Quaternary Research, 81 (1), p.151-157.
(Scopus 被引用数 17 on Oct-18, 2019, 90パーセンタイ

ル)

【環境動態】

9. Hagino, K.(萩野恭子) et al., 2013, Discovery of an
endosymbiotic nitrogen-fixing cyanobacterium UCYN-A
in Braarudosphaera bigelowii (Prymnesiophyceae). PLoS
ONE, Volume 8, Issue 12, 4 December 2013, Article
number e81749. (Scopus 被引用数 47, 95パーセンタイ

ル)

【進化】沿岸に生息し白亜紀まで起源を遡ることがで

きる円石藻Braarudosphaera bigelowii のTEM形態観察,
遺伝子分析を行った．その結果, 形態上別種と扱われて

いたものが生活環の異なる同一生物種であったこと,
Braarudosphaera bigelowii は窒素固定藻類の共生起源で

あったことが明らかになった．藻類の形態・遺伝子進

化に一石を投じた．

10. Arai, K. (新井和乃), et al. (村山雅史含む), 2013,
Tsunami-generated turbidity current of the 2011 Tohoku-
Oki earthquake. Geology, Volume 41, Issue 11, No-
vember 2013, Pages 1195-1198. (Scopus被引用数45, 95
パーセンタイル)

【巨大地震】2011年東北地方太平洋沖地震で発生した

海底混濁流とその堆積の様相を, 堆積物と海底地震計記

録から明らかにした．地層から古地震記録を読み解く
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際に, 重要な知見を与えた．

11. Houben, A.J.P., et al. (岩井雅夫を含む), 2013,
Reorganization of Southern Ocean plankton ecosystem at
the onset of Antarctic glaciation. Science, Volume 340,
Issue 6130, 19 April 2013, Pages 341-344. (Scopus被引

用数 54, 95パーセンタイル)

【環境動態】南極氷床形成初期（～3360万年前）の南

大洋海洋低次生産者生態系を微化石から再構築した．

南極縁辺の寒冷化, 氷床拡大, 海氷形成にともない, 季

節的富栄養環境が出現, 生態系のレジームシフトが生じ

たことを明らかにした．南極固有の生態系史や生物物

質循環史から気候モデル再構築に重要な知見をもたら

した．

12. Kashiwabara, T., et al. (臼井朗を含む), 2013, Tung-
sten species in natural ferromanganese oxides related to
its different behavior from molybdenum in oxic ocean.
Geochimica et Cosmochimica Acta, Volume 106, 1 April
2013, Pages 364-378. (Scopus 被引用数49, 92パーセン

タイル)

【海底資源】

13. Yamazaki, T. and Ikehara, M.(池原実), 2012, Origin
of magnetic mineral concentration variation in the
Southern Ocean. Paleoceanography, Volume 27, Issue 2,
1 June 2012, Article number PA2206 (Scopus 被引用数

46, 93パーセンタイル)
【環境動態】岩石磁気学的手法を駆使し, 南大洋におけ

る磁性鉱物の起源について検討を行った．その結果, 風

成塵起源と生物源起源の磁性鉱物が識別され, 氷期にい

ずれも増加傾向にあることがわかり, 風成塵による鉄供

給が生物生産を促し生物源磁性鉱物生産も活発にさせ

たことが示唆された．

14. Pross, J., et al. (岩井雅夫を含む), 2012, Persistent
near-tropical warmth on the Antarctic continent during
the early Eocene epoch. Nature, Volume 488, Issue
7409, 2 August 2012, Pages 73-77. (Scopus 被引用数

145, 98パーセンタイル)

【環境動態】新生代（過去6500万年）で も温暖な時

期（5500-4800万年前）, 南極域（南緯70度）は熱帯雨

林の様相をしめしていたことを, 花粉や有機物分析から

明らかにした．一方光が乏しい極夜の冬期でも, 霜が降

りない温暖（10 ℃以上）な環境であったことがわかっ

た．人類が際限なく温室効果ガスを放出したケース（大

気二酸化炭素1000 ppmの世界）を予測する上で重要な

制約条件をもたらした．

15. Tauxe, L., et al. (岩井雅夫を含む), 2012, Chronos-
tratigraphic framework for the IODP Expedition 318

cores from the Wilkes Land Margin: Constraints for
paleoceanographic reconstruction. Paleoceanography, Vol-
ume 27, Issue 2, 1 June 2012, Article number PA2214

(Scopus 被引用数 51, 93パーセンタイル)

【環境動態】東南極ウィルクスランド沖のIODP Exp.
318航海掘削孔の統合年代モデルを構築した．Iwai et
al., 2002が示唆した古地磁気層序と微化石層序の“掛け

違い”を再確認し, 南極氷床発達史や古海洋イベントの

同時性・地域性を評価する上で重要な標準時間層序を

提示した．

16. Hagino, K.(萩野恭子), et al., 2011, New evidence for
morphological and genetic variation in the cosmopolitan
coccolithophore Emiliania huxleyi (prymnesiophyceae)
from the cox1b-atp4 genes. Journal of Phycology,
Volume 47, Issue 5, October 2011, Pages 1164-1176.
(Scopus 被引用数 48, 95パーセンタイル)

【進化】

17. Kashiwabara, T., et al. (臼井朗を含む), 2011,
Molecular-scale mechanisms of distribution and isotopic
fractionation of molybdenum between seawater and fer-
romanganese oxides. Geochimica et Cosmochimica Acta,
Volume 75, Issue 19, 1 October 2011, Pages 5762-5784

(Scopus 被引用数 66, 93パーセンタイル)

【海底資源】

18. Okazaki, Y., et al. (朝日博史, 8人中8番目), 2010.
Deepwater Formation in the North Pacific During the
Last Glacial Termination. Science, Volume 329, Issue
5988, 9 July 2010, Pages 200-204. (Scopus 被引用数

156 on Oct.18, 2019, 98パーセンタイル)【環境動態】
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10. 学部・大学院教育 Graduate & Undergraduate Education

　当センターの専任教員は，理工学部（生物科学科・地

球環境防災学科）および農林海洋科学部（海洋資源科学

科）の兼任教員として学部教育を担当，地球掘削科学に

関連する専門分野の講義のほか，センターの施設・設備

を活用した実験・実習，卒業研究指導を行っている． ま

た大学院においては，総合人間自然科学研究科理学/理工

学専攻（修士課程），農林海洋科学専攻（修士課程）およ

び応用自然科学専攻（博士課程）の専任教員として，大

学院授業担当や修士・博士論文研究指導を行うとともに，

海洋研究開発機構との連携大学院（海底資源科学分野）

を運営，専攻分野横断型の卓越大学院プログラム新設や

大学院改組に取り組んでいる．また，多くの理工学部お

よび農林海洋科学部の兼務教員が，コアセンター設備を

活用した学部・大学院教育を行っている．

Full-time and associate faculty members at the CMCR are

generally in charge of education in Kochi University,

within the Faculty of Science and Technology (e.g. De-

partment of Global Environment and Disaster Prevention,

Department of the Biological Sciences) and Department of

Marine Resource Science, Faculty of Agriculture and

Marine Science.

They teach lectures in specialized fields associated with

drilling Earth science and conduct experiment classes

using CMCR facilities. Also, fourth-year undergraduate at

the university can work on their research project under the

supervision of CMCR faculty members.

CMCR faculty members are also involved in graduate

education in the Graduate School of Integrated Arts and

Sciences (Science Program for master's course and

Applied Natural Sciences Program for doctoral course).

Students can conduct their master's or doctoral thesis

research in one of the Center laboratories under the

supervision of a CMCR faculty member.

博士論文 Doctor Thesis

愛媛大学大学院 連合農学研究科 博士（農）

・五十嵐 秀一，樹木の種子生産の豊凶に及ぼす貯蔵炭水化物の影響評価．主指導・主査：市榮 智明

□在学状況　 　［単位：人］

区分
令和元年度

うち外国人

博士後期課程 3 （1）

うち社会人DC 1
修士・博士前期課程 6 （0）

うち社会人MC
学部生 10 （0）

合　計 19 （1）

修士論文 Master Thesis

総合人間自然科学研究科 理学専攻 修士（理）

（理学コース 地球科学分野）Earth Science
・泉 孟，セルソーターを用いた中心型珪藻殻の完全分離による珪藻殻酸素同位体指標の高精度化．主指導：池原 実，

副指導：岩井 雅夫・氏家（令和元年度高知大学南溟会賞受賞）

・仲渡 祐稀，メタンハイドレートコア解析による貯留層特性評価及びガス生産時における地質リスクの検討．主指導：

安田，副指導：近藤 康生・臼井 朗

・政岡 浩平，堆積物形成初期に磁性細菌Magnetospirillum magnetotacticum MS-1が獲得する残留磁化の検討．主指導：

山本 裕二，副指導：奈良・氏家

・河田 晃靖，XRFコアスキャナーを用いた連続元素分析による定量化の検証―北太平洋表層堆積物の事例研究―．主

指導：村山 雅史，副指導：岩井 雅夫・山本 裕二

・捫垣 勝哉，アラスカ湾から採取された海底堆積物を用いた 終融氷期の海洋環境変動．主指導：村山 雅史，副指

導：山本 裕二・長谷川 精

・長岡 杏奈，北西太平洋域“拓洋第5海山”における海水起源マンガンクラストの微細成長構造と生成環境．主指導：

臼井 朗，副指導：村山 雅史，浦本 豪一郎

（理学コース 物理科学分野）Physical Science
・大野 航輔，YbFe2Al10 型TbT2Al10 (T=Ru, Fe) の磁気相図．主指導：西岡 孝

総合人間科学研究科 農林海洋科学専攻 修士（農）

・田村 彩恵，東南アジア熱帯二次林の植生回復可能性に関する定量評価研究．主指導：市榮 智明

・藤山 美薫，暖温帯上部における針葉樹の更新状況や生育環境特性の解明．主指導：市榮 智明

・宮地 香菜子，南日本沿岸域における海産底生性シアノバクテリアの群集組成．主指導：足立 真佐雄，副指導：山
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口 晴生

・門田 ひとみ珪藻において導入遺伝子を高発現可能なプロモーター・ターミネーターの組み合わせの探索．主指導：

足立 真佐雄，副指導：山口 晴生

卒業論文 Bachelor Thesis

理学部 理学科 地球科学コース Earth Science Major
・加藤 広大，南極半島沖及び南大洋インド洋区の海底堆積物中に産出する漂流岩屑 (IRD) の特徴と古海洋学的意義．

主指導：池原 実

・西原 千恵，堆積物間隙水における近赤外線を用いた塩濃度解析の手法開発．主指導：安田

・渡部 侑里，日本海の浮遊性有孔虫Neogloboquadrina incompta の遺伝的多様性の解明に向けて．主指導：氏家

・工藤 宗一郎，四万十帯「安芸鉄・マンガン鉱床」の鉱物，化学，構造と形成環境．主指導：臼井 朗

・西井 雄哉，拓洋第5海山のマンガンクラストに含まれる石英の粒度・形態と環境変化についての考察．主指導：臼

井 朗

理学部 応用理学科 災害科学コース Disaster Prevention Science
・井上 幸希，間隙の特性から見る南海トラフ深部の水理構造．主指導：橋本 善孝

・口元 晴貴，浅部デコルマの地形が与える堆積物物性への影響：紀伊半島沖南海トラフ．主指導：橋本 善孝

・西森 涼，ニュージーランドヒクランギ海溝における古応力解析．主指導：橋本 善孝

・正岡 知樹，ニュージーランド北島沖ヒクランギ海溝における小断層の摩擦発熱履歴の検討．主指導：橋本 善孝

理学部 理学科 物理科学コース Physical Science
・合田 海輝，直接冷却方式による倒立型極低温GM冷凍機の開発．主指導：西岡 孝

農林海洋科学部 海洋資源科学科 海底資源環境学コース Marine Resource Science Major
・福田 哲也，室戸沖，OD PLeg 190 1174サイトにおける地磁気層序と岩石磁気に関する研究，主指導：KARS, Myriam
・中島 千晶，福島沖磐城海山のマンガンクラストの産状と組成 －遠洋域の拓洋第5海山との比較－．主指導：臼井

朗，副指導：村山 雅史，浦本 豪一郎

・片野田 航，北東太平洋の海山上で採取されたマンガンノジュールの形成過程．主指導：村山 雅史

・瀬戸口 亮眞，種子島沖泥火山から採取された堆積物の特性と起源．主指導：村山 雅史

・宮本 洋好，紫外分光光度法を用いた硝酸塩の現場分析方法の開発．主指導：岡村 慶

・高倉 南実，被災後の衛生改善を目指した高効率微細気泡生成器の開発．主指導：岡村 慶

・村木 美波，SDGsの実現に向けたファインバブル製造装置開発と水素溶解への応用．主指導：岡村 慶

・近藤 桂，第四与那国海丘に産出する熱水鉱石の地球化学的特徴．主指導：野口 拓郎

・竹本 純太，沖縄トラフ・多良間海丘に噴出する熱水の重金属元素．主指導：野口 拓郎

・山崎 直輝，銅置換ポリオキソメタレート錯体の電気化学的酸化還元挙動．主指導：上田 忠治

・重江 篤司，セリウム含有層状ペロブスカイト化合物の発見と基礎光学特性．主指導：長谷川 拓哉

・上野 和真，沖ノ島産イモガイ・ロウソクガイの毒線ペプチドの成分分析．主指導：津田 正史

・牧原 瑠生，西表島産アンフィジニウム属渦鞭毛藻の化学成分．主指導：津田 正史

・増田 雄一，縮重PCRを用いた海底泥コアからの渦鞭毛藻感染性HcRNAVに近縁なウイルスの探索．主指導：長﨑

慶三

・池田 彩乃，渦鞭毛藻Heterocapsa circularisquama に感染する大型ウイルスの二本鎖DNAゲノム性状に関する研究．

主指導：長﨑 慶三

・清田 修平，浦ノ内湾から分離された赤潮原因藻Heterosigma akashiwo 殺藻性因子の性状解析．主指導：長﨑 慶三

・宮田 真帆，巨大菌のポリγグルタミン酸合成調節領域．主指導：芦内 誠

・佐藤 尚，珪藻において導入遺伝子を高発現可能な新奇ウイルスプロモーターの探索．主指導：足立 真佐雄

・大塚 有希菜，免疫学的ならびに分子生物学的手法を組み合わせたシガテラ原因藻の新規探索．主指導：足立 真佐

雄

・村田 彩乃，ハコフグの毒化原因生物の解明を目指したその餌生物の網羅的解析．主指導：足立 真佐雄

・嶋田 泰成，無腸動物共生性渦鞭毛藻Symbiodinium  sp.の遺伝子概観の獲得．主指導：櫻井 哲也

・湯城 智広，底生性渦鞭毛藻Amphidinium  sp.の生育環境と遺伝子発現レベルの関係性の研究．主指導：櫻井 哲也
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11. 受賞 Awards

政岡 浩平 (指導教員：山本 裕二)，地球電磁気・地球惑

星圏学会第144回講演会学生発表賞 (オーロラメダル),

磁性細菌 Magnetospirillum magnetotacticum MS-1 が獲

得する残留磁化とその性質のさらなる検討, 2019年5月

泉 孟・井尻 暁・池原 実, 2019年度地球環境史学会年会

優秀発表賞, 中心型珪藻殻の分離濃集による珪藻殻酸

素同位体指標の高精度化, 2019年11月

飯塚 睦・関 宰・堀川 恵司・山本 正伸・池原 実・杉崎

彩子・板木 拓也・入野 智久・菅沼 悠介・Matthieu Civel
(博士課程学生)・Tina van de Flierdt・Liam Holde, 2019

年度地球環境史学会年会 優秀発表賞, 終間氷期にお

ける東南極氷床変動の復元, 2019年11月

捫垣 勝哉・村山 雅史・堀川 恵司, 日本地質学会四国支

部2019年香川大会　優秀口頭発表賞, アラスカ湾沿岸

域における 終融氷期の古環境変動－海底堆積物を用

いた解析, 2019年12月

浦本 豪一郎, 高知大学研究顕彰制度若手教員研究優秀賞,

南太平洋環流域の海洋深海底堆積物中の高密度鉄マン

ガン酸化物微粒子の発見, 2020年2月

泉 孟 (指導教員：池原 実), 高知大学南瞑会賞, セルソー

ターを用いた中心型珪藻殻の完全分離による珪藻殻酸

素同位体指標の高精度化 (高知大学理学専攻修士論文),

2020年3月
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12. 報道 Press release and Media report

新聞 News paper

1. 高知新聞電子版47News, 2019年6月22日, 「男女 働き

方考えて」アイスランド大使が高知県庁訪問

https://www.kochinews.co.jp/article/287178/,
https://www.47news.jp/3696409.html

2. 高知新聞, 2019年7月11日, 黒田郡と石柱の関係否定　

土佐清水の海底　調査は継続 (徳山, 山本, 村山, 浦本)

3. 朝日新聞 (高知地域面), 2019年8月19日, 土佐清水の海

底に石柱群 (徳山, 山本, 村山, 浦本)

4. 日刊工業新聞電子版, 2019年9月23日, 高知大など, 九州・

パラオ海嶺で2000万年間の堆積物発見 (池原)

5. 北日本新聞, 2019年9月21日, 海洋堆積物　年代を特定

(池原)

6. 毎日新聞, 2019年10月3日, 国立大学附属研究所・セン

ター会議　第1部会シンポジウム「海が拓く新時代」

(徳山)

7. 高知新聞, 2019年10月5日, きょう高知市で国立大研究

所シンポ (徳山)

8. 高知新聞, 2019年10月6日, 新の地震, 海洋研究紹介　

全国の国立大施設シンポ (徳山)

9. イタリア地方紙「IL RESTO DEL CARLINO」，2020年

1月7日, (氏家由利香准教授らが取り組んでいる日本－

イタリア国際共同研究)

10. 日経産業新聞 (朝刊) 2020年1月21日, 海底マンガンか

ら地球の謎分析「はやぶさ2」試料も (浦本)

テレビ TV

1. KUTVテレビ高知, 2019年10月5日, 夜のニュース【報

道】海について学ぶシンポジウム

機関誌・雑誌 Magazines

1. 文教ニュース, 第2557号, p. 35, アイスランド駐日大使

が視察, 2019年7月29日 (岩井)

2. 文教ニュース, 第2564号, p. 39, 真先文部科学戦略官が

視察, 2019年9月16日 (徳山, 岩井)

3. 日刊水産タイムズ, 13139号, p. 4, 日本財団, 海底地形

図の100％完成へ 海底探査の国際コンペ優勝報告会開

催, 2019年9月24日 (徳山)

4. 月刊コロンブス2019年9月号, p. 53, コロンブス総研全

国のニッチトップ企業12社 (四国; (株)海洋計測)

5. 文教ニュース, 第2573号, p. 35, 日中科学技術政策セミ

ナー (セミナーに合わせ, 山脇文部科学審議官・濱口JST
理事長他が海洋コア総合研究センターを訪問), 2019年

11月18日 (徳山)

6. 文教ニュース, 第2574号, p. 35, 国立大学附置研究所・

センター会議 高知大をホスト役に第一部会・シンポジ

ウム, 2019年11月25日 (徳山)

7. 文教ニュース, 第2577号, p. 38, 文科省　西井学術機関

課長一行　高知大学海洋コア総合センター訪問, 令和元

年12月16日 (岩井・浦本)

8. 文教ニュース, 第2578号, p. 51, 高知大学物部キャンパ

ス1日公開 深海掘削船とライブ中継, 令和元年12月23日

(岩井・カース他)

9. 文教速報, 第8790号, p. 16, 深海掘削船とライブ中継　

高知大学物部キャンパス一日公開で, 令和元年12月30日

(岩井・カース他)

10. 文教ニュース, 第2570・80合併号, p. 51,海洋研究開発

機構の松永理事長が表敬訪問, 令和2年1月6・13日 (徳

山)

11. 文教速報, 第8794号, p. 12, 高知大学海洋センターが国

際コアスクールを開催, 令和2年1月15日 (浦本)

12. 文教ニュース, 第2581号, p. 33, 高知大学海洋コアセン

ター 研修プログラム「国際コアスクール」，令和2年1

月20日 (浦本)

13. 文教ニュース, 第2584号, p. 30, 菱山科政局長が海洋研

究センター視察, 令和2年2月10日 (徳山・氏家)

14. 文教ニュース, 第2585号, p. 23, 駐日アラブ首長国連邦

大使が訪問, 令和2年2月17日 (徳山)

インターネット・ソーシャルメディア SNS

1. Science Magazine, 2019 年4月15日, Newly drilled sed-
iment cores could reveal how fast the Antarctic ice sheet
will melt (岩井, IODP Exp. 379)

https://www. sciencemag. org/news/2019/04/newly-drilled-
sediment-cores-could-reveal-how-fast-antarctic-ice-sheet-
will-melt

2. Planeterde, Welt dere Geowissenshaften (地球科学の世界,
ドイツ連邦教育研究省 (BMBF)), 2019年4月15日, Gute
Ausbeute trotz schlechter Bedingungen (悪条件下での大

収穫), (岩井, IODP Exp. 379)

https://www.planeterde.de/wissen/gute-ausbeute-trotz-
schlechter-bedingungen?fbclid=IwAR3Y8XgEX5c2xcQw
jI_wUlrb40M7V3Ov27yQc4RIelnYO2Qu0_gJGG7ql8U

3. 高知県庁ホームページ, 2019年6月19日, 駐日アイスラ

ンド大使の知事への表敬訪問

https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2019061800106/
4. 駐日アイスランド大使館Facebook, 2019年6月22日

5. 駐日アイスランド大使館Twitter, 2019 年6月22日

https://twitter.com/icelandembtokyo/status/11422349952
53112832

6. IODP@TexasA&M (Tweet@JRSO_IODP), 2019年8月23

日, (岩井, IODP Exp. 379 sampling meeting party)
https://twitter.com/JRSO_IODP/status/1164651820603629
570

7. 国立大学附置研究所・センター会議 インタビュー : 未
踏の領野に挑む, 知の開拓者たち, vol. 78, 2020年3月13

日, 鉱物資源の探査と地球科学の探求と-未知なるフロ

ンティア, 深海底の溢れる魅力を掘り起こす (臼井)
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http://shochou-kaigi.org/interview/interview_78/
8. 筑波大学ホームページ, 2020年2月14日掲載, 隕石衝突

後の環境激変の証拠を発見 ～白亜紀 末期の生物大量

絶滅は大規模酸性雨により引き起こされた？～ (西尾)

http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p202002141400.
html

9. 高知大学ホームページ, 2020年2月17日掲載, 農林海洋

科学部の西尾嘉朗准教授らの研究チームが隕石衝突後

の白亜紀 末期に起きた環境激変の証拠を発見しまし

た (西尾)

http://www.kochi-u.ac.jp/information/2020021300017/
10. OPTRONICS ONLINE, 2020年2月17日, 筑波大ら, X線
などで生物大量絶滅の原因特定 (西尾)

http://www.optronics-media.com/news/20200217/62913/
11. 財経新聞, 2020年2月20日, 恐竜含む生物大量絶滅, 隕

石衝突による環境激変が原因か 証拠発見 筑波大ら (西

尾)

https://www.zaikei.co.jp/article/20200220/553546.html
12. 大学ジャーナル, 2020年2月23日, 白亜紀末の生物大量

絶滅は巨大隕石落下直後の大規模酸性雨が原因か (西

尾)

https://univ-journal.jp/30626/
13. ナゾロジー, 2020年3月3日, 恐竜は「酸性雨」で絶滅

した !? 環境激変の証拠が見つかる (西尾)

https://nazology.net/archives/53373
14. Geology Page, 2020年2月21日, Asteroid impact enriches

certain elements in seawater (西尾)

http://www.geologypage.com/2020/02/asteroid-impact-
enriches-certain-elements-in-seawater.html

15. BUZZON LIVE, 2020年3月9日, The asteroid that killed
the dinosaurs, enriched ocean metals,sayscientists (西尾)

https://buzzon.live/29971-the-asteroid-that-killed-the-
dinosaurs-enriched-ocean-metals-say-scientists/
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13. 予算 Budget

予算内訳概要 Budget Brakedown (excluding personnel expenses for full-time employees)

（1）特別運営費交付金対象事業費

代表

・機能強化経費（共通政策課題分）

　研 究 課 題：地球掘削科学共同利用・共同研究拠点の機能強化と国際化（認定分）

　研 究 期 間：平成28-33年度

　研究代表者：徳山 英一

　研 究 経 費：20,307千円

　　　 　［単位：千円］

その他の補助金等の内訳（令和元年度）

No. 研究課題名（制度名） 支出機関名 令和元年度受入額 期間

1 科学技術人材育成費補助事業（卓越研究員事業） 文部科学省 2,000 H28～R02

2
地球掘削科学共同利用・共同研究拠点プロジェクト：古海
洋コアビッグデータによる未来地球の描像 －温暖化地球
（400ppm超CO2ワールド）の読解－

文部科学省 11,800 H30～R03

大学運営費 コアセンター運営費 5.1％

共同利用・共同研究拠点支援経費 7.7％

部局長（センター長）裁量経費 0.2％

学内機能強化促進経費（年度計画実施経費） 0.2％

機能強化経費 地球掘削科学拠点国際化（認定分） 13.4％

古海洋コアビッグデータ（プロジェクト分） 7.8％

外部資金 科研費補助金（直接経費）KAKENHI 14.2％

受託研究 13.0％

受託事業 1.2％

共同研究 11.4％

寄付金 Donation 20.1％

自己収入 KCC分析装置群共用システム利用料 5.7％
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（2）科学研究費助成事業採択状況

区　分

令和元年度

件　数
採択率

金額（千円）

区分
応募 採択 合計

（千円）
上：直接経費

科学研究費助成事業 件 件 ％ 下：間接経費

特別推進研究
新規 0 0

0
継続

新学術領域研究（研究領域提案型）
新規 2 0 0.0％

46,930
36,100

継続 2 10,830

基礎研究 (S)
新規 0 0

0
継続

基礎研究 (A)
新規 1 0 0,0％

0
継続

基礎研究 (B)
新規 7 0 0,0％

10,600
8,200

継続 3 2,460

基礎研究 (C)
新規 4 1 25,0％

5,590
4,300

継続 5 1,290

挑戦的研究 (開拓)
新規 0 0

0
継続

戦的研究 (萌芽)
新規 8 0 0.0％

1,820
1,400

継続 1 420

若手研究
新規 1 1 100.0％

1,820
1,400

継続 420

若手研究 (A)
新規

0
継続

若手研究 (B)
新規

1,170
900

継続 1 270

研究活動スタート支援
新規

0
継続

研究成果公開促進費
新規

0
継続

特別研究促進費
新規

0
継続

国際共同研究強化 (A)
新規

0
継続

国際共同研究強化 (B)
新規 2 1 50.0％

1,430
1,100

継続 330

帰国発展研究
新規

0
継続

小　計
新規 25 3 12.0％

69,420
53,400

継続 12 16,020

その他補助金等

科学研究費助成事業を除く文部科学
省の補助金

新規
0

継続

文部科学省以外の府省庁の補助金
新規

0
継続

地方公共団体・民間助成団体等の研
究費

新規
0

継続

小　計
新規 0 0

0
0

継続 0 0

計
新規 25 3 12.0％

69,420
53,400

継続 12 16,020
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受 入 者：山本 裕二
種　　目：基盤研究 (B)
課 題 名：低逆転頻度期の古地球磁場強度長期連続変動の解明－外

核プロセスへの新たな制約
直接経費：2,450千円 (間接経費：735千円)

受 入 者：氏家 由利香
種　　目：基盤研究 (B)
課 題 名：有孔虫における殻形成機構の解明―石灰化のブラックボッ

クスを開く―
直接経費：2,200千円 (間接経費：660千円)

受 入 者：池原 実
種　　目：新学術領域研究 （研究領域提案型)
課 題 名：南大洋の古海洋変動ダイナミクス
直接経費：12,600千円 (間接経費：3,780千円)

受 入 者：KARS, Myriam
種　　目：基盤研究 (C)
課 題 名：Understanding magnetic mineral diagenesis in the methane-

rich sediments from Nankai Trough
直接経費：500千円 (間接経費：150千円)

受 入 者：萩野 恭子
種　　目：基盤研究 (C)
課 題 名：B. bigelowii 化石に基づいた海洋のMg/Ca変動の復元
直接経費：400千円 (間接経費：120千円)

受 入 者：山本 裕二

種　　目：挑戦的研究 (萌芽)
課 題 名：磁性細菌による自然残留磁化－再現実験と天然試料分析

から古地磁気記録の信頼性に迫る
直接経費：1,150千円 (間接経費：345千円)

受 入 者：岩井 雅夫 (分担者)
種　　目：基盤研究 (C)
課 題 名：ジオパークを利用した国際的な防災科学研究と社会教育

実践 (代表：中村有吾，高知大学)
直接経費：200千円

受 入 者：岩井 雅夫 (分担者)
種　　目：基盤研究 (C)
課 題 名：インドネシア海峡の閉鎖が及ぼすスーパーエルニーニョ

型海洋環境の消失 (代表：上栗 伸一，茨城大学)
直接経費：200千円

受 入 者：加藤 悠爾
種　　目：特別研究員奨励費
課 題 名：新たな古環境指標の探索と後期中新世～鮮新世の氷床／

海氷／南極周極流システム発達史
直接経費：1,100千円 (間接経費：330千円)

受 入 者：山本 裕二
種　　目：国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化 (B))
課 題 名：逆転頻度が低いほど地磁気強度は大きくなるか？－アイ

スランド溶岩からの検証
直接経費：700千円 (間接経費：210千円)

① 共同研究
受 入 者：池原 実
名　　称：日本近海における堆積環境に関する研究
委 託 者：株式会社マリン・ワーク・ジャパン
金　　額：11,000千円

受 入 者：安田 尚登
名　　称：近赤外線を用いた東部南海トラフ海域のコア試料の物性

把握等に関する研究
委 託 者：（独) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
金　　額：3,560千円

受 入 者：安田 尚登
名　　称：近赤外線を用いた東部南海トラフ海域のコア試料の物性

把握等に関する研究
委 託 者：（独) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
金　　額：3,625千円

受 入 者：山本 裕二
名　　称：ROV及び貸出機器USBL (水中音響測位装置) の性能確認
委 託 者：コスモス商事株式会社
金　　額：100千円

受 入 者：徳山 英一
名　　称：海洋環境中の単細胞真核生物と微生物の共存関係に関す

る研究
委 託 者：国立研究開発法人 海洋研究開発機構
金　　額：0千円

② 受託事業
受 入 者：山本 裕二
名　　称：H31年度二国間交流事業/共同研究 (アイスランドの溶岩

層序群から古地球磁場強度絶対値の準連続変動を探る)
委 託 者：（独) 日本学術振興会
金　　額：1,866千円

③ 受託研究
受 入 者：徳山 英一
名　　称：レアアース泥を含む海洋鉱物資源の賦存量の調査・分析
委 託 者：国立研究開発法人 産業技術総合研究所
直接経費：7,510千円 (間接経費：751千円)

受 入 者：安田 尚登
名　　称：地質学的背景に基づくCO2ハイドレート貯留の適地探索
委 託 者：電源開発株式会社
直接経費：2,538千円 （間接経費：761千円)

受 入 者：臼井 朗
名　　称：平成31年度海洋鉱物資源調査に係るコバルトリッチクラ

スト資源量等解析調査
委 託 者：独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
直接経費：7,270千円 (間接経費：727千円)

受 入 者：徳山 英一
名　　称：海上ボーリングコアに関する学術研究
委 託 者：株式会社ダイヤコンサルタント
直接経費：775千円 (間接経費：232千円)

受 入 者：徳山 英一
名　　称：海上ボーリングコアに関する学術研究
委 託 者：株式会社ダイヤコンサルタント
直接経費：775千円 (間接経費：232千円)

④ 奨学寄付金
受 入 者：臼井 朗
名　　称：マンガン団塊の詳細な組織観察の研究等
寄 付 者：三菱マテリアルテクノ株式会社
金　　額：1,000千円

受 入 者：山本 裕二
名　　称：堆積物の古地磁気測定および解析等
寄 付 者：三菱マテリアルテクノ株式会社
金　　額：1,000千円

受 入 者：海洋コア総合研究センター
名　　称：海外研修生受入れ助成金
寄 付 者：一般財団法人 国際資源開発研修センター
金　　額：1,133千円

受 入 者：安田 尚登
名　　称：宇佐美三郎学術研究助成金
寄 付 者：宇佐美 三郎
金　　額：20,000千円

受 入 者：池原 実
名　　称：学術研究助成金
寄 付 者：株式会社マリン・ワーク・ジャパン
金　　額：267千円

受 入 者：海洋コア総合研究センター
名　　称：高知大学 学術研究助成金
寄 付 者：公文 富士夫
金　　額：300千円

受 入 者：徳山 英一，公文 富士夫，奥村 知世
名　　称：宝石サンゴ地球科学研究に対する助成
寄 付 者：NPO法人宝石サンゴ保護育成協議会
金　　額：3,700千円

（3）その他の外部資金受入状況
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補遺 Supplement

S1. SDGs取組事例 Projects for the Sustainable Development Goals

　国連が掲げる持続発展可能目標 (SDGs) に関連し，8件

の事例に取り組んでいる．

A total eight projects for the United Nations Sustainable

Development Goals (SDG)s are ongoing at the CMCR.
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以上，「Kochi University SDGs Action」（2020年3月）より引用
(cf. http://www. kochi-u. ac. jp/outline/SDGs_TOP. html)
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【研究目的・期待される成果】

　西南日本の帯状地質配列は，伊豆弧衝突による地殻変

形を受けて，本州中部で八の字型に大きく屈曲している．

この構造は伊豆弧衝突によって生じた一種のオロクライ

ン (orocline) である．筆者は本共同利用や科研費の支援

を受け，古地磁気と地域地質の立場からこの八の字型屈

曲構造の形成解明のために研究を続けている．申請者が

これまで本共同利用の支援を受けて進めてきた研究は，

屈曲西側 (糸静線の西側) について次の点を明らかにし

た．すなわち，18～17Maに帯状配列は直線状だったが，

その後ノ型に湾曲した (星・小川2012; 酒向・星2014)．

ノ型湾曲は15Maまでの200～300万年間に形成された可能

性が高い (Hoshi and Sano, 2013)．それはちょうど西南

日本が日本海拡大に関連して時計回りに回転した時期 (Hoshi
et al., 2015) と同じである．一方，屈曲東部 (糸静線の

東側) では，約15Maの広域不整合形成時に40前後の時計

回り回転も起こったことが判明し，15Ma以降にも30～40

の時計回り回転が起こったことが見えてきた (2017年度

までの本共同利用研究成果)．2018年度も引き続き調査

を行い，それも含めた研究のリビューを2018年度に2編発

表した (星, 2018a, b)．
　本研究で申請者は，伊豆弧衝突初期における本州中部

の地殻回転を明らかにするために，昨年度に引き続き本

州中部の古地磁気に注目する．本州中部のハの字屈曲形

成は19世紀後期から議論されている地質学上の大きな問

題である．本研究によって地殻回転像が明らかになり，

屈曲全体の形成過程が見えてくれば，本州中部の地質構

造発達の理解が大きく前進すると期待される．また，稠

密な古地磁気調査によって本州中部のハの字屈曲の形成

が明らかになれば，古地磁気による造山帯のオロクライ

ン・テストの好例として広く認知されることになると予

想される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　伊豆弧衝突初期における本州中部の地殻回転を明らか

にするために，本研究では糸静線近傍の岩石の古地磁気

に焦点を当てた．岐阜県東部の岩村地域に分布する前期

中新世堆積岩層の古地磁気方位を明らかにできれば，伊

豆弧衝突による回転の影響の西方限界を明らかにできる

可能性がある．岩村の30km東方に分布する富草層群は伊

豆弧衝突による回転の影響を強く受けていることが判明

している (酒向・星2014)．対照的に，岩村の西方に分布

する瑞浪層群は伊豆弧衝突による回転の影響を受けてい

ない (Hoshi et al., 2015)．岩村の古地磁気方位を富草と

瑞浪の古地磁気方位と比較することによって地域間の相

対回転を明らかにできると期待される．岩村の古地磁気

は一昨年と昨年，本共同研究で着手したが，本年度も引

き続き検討を行った．

　岩村層群の泥岩及び凝灰岩を複数層準から採取し，そ

の残留磁化を測定した．残留磁化測定には磁気シールド

ルーム内に設置されたパススルー型超電導磁力計を使用

した．本年度測定した試験片は約200個である．段階熱消

磁と段階交流消磁によって初生的な残留磁化成分の分離

を試みた．段階熱消磁では鉱物の熱変質をモニターする

目的で初磁化率も測定した．検討したほとんどの層準の

試験片から初生的な残留磁化成分を分離できた．それら

の磁化極性は一昨年度と昨年度に検討した他の層準と同

様，すべて逆極性であり，現在の地磁気方位と同様の方

位を持つ初生的な磁化成分は認められなかった．消磁結

果より，残留磁化は主にマグネタイトとグレイガイトに

よって担われていると推定される．初生的な磁化成分は，

伏角は調査地域の地心軸双極子 (GAD) 磁場方位の伏角

と同程度であったが，偏角は昨年度検討した他の層準と

同様に南西であった (正極性に変換すると北東)．これは

調査地域において40前後の時計回り回転運動が起こった

ことを示す．珪藻化石層序より堆積年代は18～17.5 Ma頃
と推定されるため，回転運動は17.5Ma頃よりも後に起こっ

たことになる．この結果は岩村の東方に分布する瑞浪層

群の結果 (Hoshi et al., 2015) と整合する．したがって，

古地磁気方位の観点から見ると，瑞浪層群と同様に岩村

層群も伊豆弧衝突による回転の影響を受けていないと結

論できる．なお，残留磁化極性が調査した全層準で逆極

性だったことは，岩村層群が地磁気極性年代のクロンC5Dr
に堆積したことを強く示唆する．今回の測定により，岩

村層群の残留磁化測定はすべて終了した．

　中新世堆積物の分布は地理的に限定されるため，昨年

度に引き続き，より広範に分布する変成岩類 (領家帯の

花崗岩体周辺に分布する接触変成岩) からも試料を採取

し，その残留磁気を測定した (試験片は約400個)．昨年

度の予察的な段階交流消磁および段階熱消磁実験を受け，

今年度は本格測定を実施した．約400個の試験片のうち，

解釈可能な段階消磁データが得られた (試料に固有な残

留磁化成分を分離できた) ものはわずか10％ほどであっ

た．わずか4個の地点平均方位しか算出できないため，今

回の結果からテクトニクスについて議論することはでき

ない．今後さらに試料を増やして残留磁化の地質学的意

味について検討したいと考えている．
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【研究目的】

　この申請では，日本海溝から採取された深海堆積物 (ピ

ストンコア約2m×4) のスミアスライド観察，粒度分析，

元素分析，磁化測定に基づいて，日本海溝周辺に存在す

る底層流の卓越方向を調べることを目的とする．堆積物

の年代は，採取された試料に挟まれる火山灰層によって

決定する予定である．

　

【期待される成果】

　この申請の海域は，日本海溝に沈み込む直前の太平洋

プレートであり，その上を被覆する堆積物は，日本海溝

に沈み込む物質である．この物質の沈み込む前の特徴を

理解することは，日本海溝陸側で生じている変形プロセ

スを知ることに貢献する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　今回，分析された試料は，以下のように実施され，成

果が得られた．ここでは，1) 分析前の処理段階，2) 分

析段階，3) 分析後の解析段階，の3段階に分けて記述す

る．

1) 分析前の処理段階

　今回測定に用いた試料は，学術研究船「白鳳丸」のKH-18-5

次航海によって得られた．試料は，ピストンコアラーで

得られた4本の各長さ約2mの柱状試料である．試料は，す

でに肉眼記載，スミアスライド観察が行われていた．

　試料前処理として，4月から8月にかけて，試料を研究

する担当の学生とともに，試料の確認，スミアスライド

観察，キューブサンプリング，粒度分析用サンプル袋へ

の袋詰め作業を行った．また，輸送のためラップなどで

保護した．

2) 分析段階

　分析は，2019年8月19日午後～8月23日午前までの実質

4日間行われた．分析項目は，1) 粒度分析，2) 帯磁率異

方性測定・古地磁気測定，3) Itrax，X-CTであった．実施

項目ごとに作業内容を以下に列挙する．

　1) 粒度分析は，まず，ビーカーに蒸留水と試料を入れ，

1-2秒の超音波によって分散させた．その後，レー

ザー回折式粒度分析装置で測定した．分散媒は使

用しなかった．

　2) 帯磁率異方性測定は，常温になっている試料におい

て行った．まず，測定者は，腕時計などの金属類

を身体から取り外した．試料は，プラスチック・

キューブ表面に付着した汚れをキムワイプで良く

拭き取り，測定器に装着した．測定順序は，まず

帯磁率異方性測定を行った後に，次に古地磁気測

定を行った．測定において，試料の保湿に心がけ

た．

　3) ItraxおよびX-CTは，センターの松崎さん等にオペレー

ションをしていただいた．Itraxは測定前に試料表面

を薄く削り，平滑にした．

3) 分析後の解析段階

　粒度分析は，163サンプル行い，中央値は10m前後のも

のが多かった．今後，スミアスライド観察と合わせて考

察する予定である．

　古地磁気測定は，251サンプルにおいて，段階交流消磁

として，50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800

Gを行い，200G以降でほぼ安定磁化方位が得られた．今後，

ザイダーベルト図にプロットさせ，古地磁気方位を求め

る予定である．

　帯磁率および帯磁率異方性測定は，264サンプル行った．

帯磁率は，全体を通して，おおよそ5×10-3SI前後であり，

砂層において増加する傾向が認められた．

　Itraxは現在解析中であるが，ふるいでふるって砂サイズ

の粒子組成をカウントした値と変動パタンに関係性があ

る元素がある．詳細はJpGUなどで報告する予定である．
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【研究目的・期待される成果】
　コノドントconodontはカンブリア紀～三畳紀まで世界各

地で発見されており，示準化石である．コノドントは高

知県横倉山のシルル紀の地層から産出しており，日本で

は 古のものである．コノドント動物は，脊椎動物の起

源として再評価され，コノドント器官は口腔・咽頭内の
捕食器官であり，無顎類の歯という説が有力となってき

た．しかしNatureでその反論 (Murdock. DJE, et al., 2013)

が掲載され，再び論議されつつある．コノドント動物は

サケの稚魚に似ており，頭部先端近くにコノドント器官

があり，噛み切りの機能をもち，表面に微小な擦痕が見

られるとされる．組織的には表層にエナメロイド，内層
に象牙質があり，アパタイト結晶は陸生の脊椎動物の生

体鉱物とは異なり，fluoraptiteであることが判明した (三

島ほか，2010)．コノドントは脊索動物以降で， 初に石

灰化組織をもったものとして認識されている (Venkatesh
et al., 2014)．コノドント器官は歯のエナメロイドとエナ
メル質の起源や生体鉱物の起源を探る上で，重要な試料

である．生体アパタイト結晶は天然に産するアパタイト

結晶 (fluoraptite) とは異なり，炭酸含有アパタイト結晶

(carbonate apatite) であり，Na，Mg，Clなどの微量元素

の含有量に差があることが判明してきた (Mishima et al.,
2018)．しかし，その形成機構の詳細な解析はなされてい
ない．コノドントの生体アパタイト結晶と天然のアパタ

イト結晶との関連性を検索することにより，生体アパタ

イト結晶のより精密な基礎データが得られることが期待

される (三島ほか，2018)．本研究ではコノドント化石や

他のヒトの歯，エウステノプテロンの歯や皮甲の化石，
モササウルス類の歯あるいは高知県登層魚類耳石とも比

較し，系統発生学的に検討している (三島ほか，2011；

2012；2013；2014；2016；2018；2019，Mishima et al.,
2011；2013；2017；2018；2019)．本研究はコノドント器

官や生体鉱物に含まれる元素の違いによる生体活性，生

体親和性，骨伝導能などを評価して，新たな歯科材料や
形成外科の骨補填材を開発する上で，参考となる有益な

情報を得られるかを追求するとともに，生体鉱物の進化

研究あるいは古生物の古環境の推定に寄与することを目

的とする．

【利用・研究実施内容・得られた成果】
　顕微レーザーラマン分光装置において，これまでアパ

タイト結晶のPO4
3-のピーク値は4種類が報告されている

(Penel et al., 2005)．v1：960cm-1，v2:430cm-1；450cm-1，
v3:1035；1048；1073cm-1，v4:587cm-1；604cm-1である．我々

の研究でもラットやヒトの歯や骨を含め，硬組織の生体
アパタイト結晶では960-961cm-1 (v1) にPO4

3-の鋭いピー

クが検出された．それはCarbonated-apatite (CHA) に近似

するピークである．フロールアパタイトfluoraptite結晶 (FAp)
では964-967cm-1 (v1) にPO4

3-のピークが検出され，Fの含

有によるピークシフトが起こり，差異が見出された．コ
ノドント化石やEusthenopteron の歯の外層エナメロイドの

結晶は965-967cm-1であった．またX線回折法で結晶がFAp

であることが確認された．シルル紀以降両生類より上位
の脊椎動物の歯の結晶は960-961cm-1のピークで，biological
apatite結晶CHAであると報告した (Kakei et al., 2016；
Mishima et al., 2017)．ハイドロキシアパタイト結晶HAp
やCHAはシルル紀以降に出現したと考察した．日本を含

め世界各地の天然アパタイト結晶15種はSEM-EDS分析や
X線回折法により，FApで有ることが示された．また顕微

レーザーラマン分光装置でも鋭いピーク964-967cm-1 (v1)

が検出され，FApであることが確認された．骨のアパタイ

ト結晶のPO4
3-でも4種のピーク (v1：960cm-1，v2:430cm-1；

450cm-1，v3:1035；1048；1073cm-1,v4:587cm-1；604cm-1)

が検出された．これらのピークは天然アパタイト結晶と
近似していた．天然アパタイト結晶が医用・歯科用イン

プラント後に形成される骨組織の結晶成熟度の比較対照

試料として有効であることが示された．(三島ほか，2014 ;

2015；2016；2017；2018)．生体アパタイト結晶はBタイ

プ炭酸含有アパタイト結晶CHA (type B CO3Ap) である

ことが追認できた (Mishima et al., 2018)．
　Eusthenopteron の化石では皮甲の下層から，層板骨，脈

管に富む骨，象牙質，エナメロイドに区分され，皮甲表

層や歯のエナメロイドはFAp結晶であり，その下層の象牙

質や骨組織はHAp結晶と判断された．Eusthenopteron は歯

の硬組織のエナメル質，エナメロイドの起源を探る上で，
さらに歯と顎骨を結ぶ支持様式の起源を探る上でも貴重

な標本である (Mishima et al., 2017，三島ほか2018；2019)．

さらに現生の歯の試料のbiological apatite結晶では，天然

のアパタイト結晶より多くのCO3
2-を含有しており (Mish-

ima et al., 2018)，耳石化石の炭酸カルシウムと比較し検
索してきた (Mishima et al., 2019)．

　コノドント化石の硬組織は2層性 (外層と内層) であり，

外層のエナメロイドは結晶の大きさが大きく，内層の象

牙質の結晶は小さかった．エナメロイドでは，エナメル

質と異なり，成長線が認められなかった．コノドント化

石の外層エナメロイドの結晶はFAp結晶であり，ガーなど

の鱗に存在する硬組織ガノインはエナメル質に相当する

組織であり，結晶はCHAである．コノドント化石の組織

構造で，内層は骨様象牙質，あるいは細管を持つ真正象
牙質であった．エナメロイドは魚類の歯の表層に特徴的

に存在するものであるので，コノドント器官は口腔内の

捕食器官であるという説は妥当であると考察される．さ

らに我々の結果はコノドント動物が 初に石灰化組織を

持つ生物との説を支持するものである (Venkatesh et al.,
2014)．しかし，Duncan et al., (2013) が収斂の一例であ

り，歯ではないとする見解を報告した．今後精査し，歯

と相同器官であることを追求していきたい．
　歯と顎骨との支持様式で，歯槽やセメント質がワニ類

や哺乳類しか存在しないとの見解が一般的であったが，

モササウルス類化石やEusthenopteron 化石ですでに歯槽の

原形が存在することを追認した (三島ほか2018；2019)．

歯の支持組織の系統進化とも関連し，歯槽の起源やセメ
ント質の系統発生も追及していきたい．

採択番号　　19A003，19B002

研究課題名　高知県横倉山産のコノドント化石と天然アパタイト結晶との関連性に関する分析学的解析

氏名・所属 (職名) 　　三島 弘幸・鶴見大学 歯学部 歯科理工学講座 (非常勤講師)

研究期間　　　　　　　2020/2/4-5

共同研究分担者組織　　安井 敏夫 (横倉山自然の森博物館)，谷本 正浩 (大阪市立自然史博物館)
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【研究目的・期待される成果】

　長野県の松本―上田地域に分布する中部中新統下部別

所層には，炭酸塩ノジュールが産出する．それらノジュー

ルは，1) 自生鉱物として苦灰石，菱鉄鉱，方解石，燐灰

石，黄鉄鉱が出現し，また1ノジュール中に炭酸塩鉱物を

2種ないし3種含むものもあって，非常に多種多様である

こと，2) 別所層内の地点によって，産出するノジュール

の種類および種ごとの産出頻度に違いがあること，3) 大

型の苦灰石ノジュールの炭素同位体比 (13C) は，海成石

灰岩の値より著しく高い値 (～+18‰) を示す場合が多い

こと，4) 方解石ノジュールの炭素・酸素同位体比と全炭

酸塩体積パーセント (TCC vol％) は苦灰石ノジュールの

値より低い傾向があること，などが判明してきた．この

ように別所層産ノジュールに関する知見は増えているも

のの，多種多様な炭酸塩ノジュールが産する理由および

それらの生成させたメカニズムは完全には明らかにでき

ていない．本研究では，ノジュールを構成する各種炭酸

塩鉱物の炭素・酸素同位体比を多数測定し，別所層にお

ける炭酸塩ノジュールの成因を明らかにすることを目的

とする．特に，方解石ノジュールの酸素同位体比が，地

下水との交互作用により，二次的に改変されている可能

性を検討する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　松本―上田地域に分布する中新世の別所層は，苦灰石，

菱鉄鉱，方解石などからなる多種多様の炭酸塩団塊を産

する．それら団塊の炭素・酸素同位体組成と総炭酸塩含

有量 (TCC vol.％) に基づいて，団塊の成因を研究した．

　苦灰石と菱鉄鉱団塊では18OとTCCの間に正の相関が認

められ，そのことは，18O低下が，間隙水18Oが深度増大

とともに大きく変化しない状況下での，埋没深度増大に

よる温度上昇を表している．団塊の18Oは団塊形成時の温

度によって決められている．

　求められた同位体組成全部を13C対18Oの図に表すと二

つの直線状トレンドが認められた．トレンド1は18Oの低

下に伴って，13Cも低下するトレンドで，主に苦灰石と菱

鉄鉱から成る．トレンド2は，トレンド1の左下端付近か

ら始まり，18Oの上昇に伴って13Cは低下するトレンドで，

主に方解石から成る．トレンド1は，団塊を生成させた初

期続成作用が，埋没深度増大とともにメタン発酵から有

機物熱分解へと変わっていったことを表す．高13Cの大型

苦灰石団塊は埋没の浅所で，一方低13Cの小型苦灰石団塊

は埋没深所で生成した．

　トレンド2は次のようにして形成された：硫酸塩還元起

源の高18O・低13Cの方解石団塊が，別所層陸化後，地下

水の浸透をうけて，方解石同位体比が晶出時の値から，

より低18O・高13Cへと変化した．方解石の炭素・酸素同

位体比は，晶出時の初生的性質を保持していない．以上

のことから，トレンド1は団塊生成時の続成環境の変化を

表す初生的トレンドであるが，トレンド2は地下水浸透に

よる同位体比変化をあらわす二次トレンドである．

　苦灰石団塊は方解石団塊生成後の苦灰石化作用の産物

ではなく，有機物に富んだ堆積物の間隙水から直接晶出

したorganogenic dolomiteである．別所層において，メタ

ン発酵ステージに菱鉄鉱団塊ではなく苦灰石団塊が卓越

するのは，次の理由からである：別所層堆積物の堆積速

度はおそかった．そのため堆積物表層での硫酸塩還元が

長期間続き，堆積物中に含まれる反応性鉄は黄鉄鉱とし

て固定された．堆積物中での反応性鉄が枯渇したので，

菱鉄鉱に替わって苦灰石が晶出した．

　別所層堆積物中で晶出する炭酸塩鉱物は，埋没深度増

大に伴って次のように変化していった．硫酸塩還元ステー

ジでは方解石団塊 (多数) と苦灰石 (1薄層のみ) →メタ

ン発酵ステージ初期での大型苦灰石団塊→メタン発酵ス

テージ中期での苦灰石と菱鉄鉱→有機物の熱分解ステー

ジでの苦灰石．

　硫酸塩還元初期では，H2Sなどの生成のため，間隙水は

炭酸カルシウムに関して不飽和となる．そのため，堆積

物中に有孔虫などの石灰質生物遺骸が含まれれば，それ

は溶解し，間隙水のCa/ (Ca＋Mg) 比が，海水値より上

昇する．通常の塩濃度の海水と平衡にある炭酸塩は苦灰

石であるが，それにもかかわらず別所層で方解石団塊が

形成されるのは，硫酸塩還元初期に石灰質生物遺骸が溶

解した結果と考えられる．

採択番号　　19A004，19B003

研究課題名　北部フォッサマグナ地域の別所層に産する炭酸塩ノジュールの成因

氏名・所属 (職名) 　　森清 寿郎・信州大学 理学部 (特任教授・名誉教授)
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【研究目的・期待される成果】

　巨大地震時には海底斜面や斜面に近接する海岸が崩壊

することがあるが，斜面崩壊の実態はよくわかっていな

い．また，イベント堆積物から地震発生履歴を解読する

研究も進められているが，給源から堆積場までの移動過

程を踏まえた解析は進んでいない．本申請では，地震な

どに伴う海底の崩壊や再移動に伴って形成されるイベン

ト堆積物を含む海底堆積物の堆積構造や物性，化学組成

から，斜面崩壊起源の堆積層の特徴づけを行い，その堆

積過程と給源に関する情報を得ることを目標とする．分

析は，構造や粒度，化学組成が異なると推定されるコア

を用い，様々な海域の様々な斜面崩壊堆積物の特徴を概

括的にとらえるのが目的である．

　分析から斜面崩壊堆積物の特徴を概括的にとらえられ

れば，海底堆積物中の地震時の斜面崩壊イベントの検出

に役立ち，地震発生履歴の検討を高精度化できると期待

される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　複数箇所で採取された試料の分析を予定していたが，

サンプルの準備状況から別府湾の大分沖から採取された

コアの Itrax分析とサンプリング及び帯磁率測定 (測定装

置は持参) 作業のみを行った．Itrax分析ではイベント層

の識別に有効な化学組成データが取得できた．分取した

サンプルは花粉・珪藻分析並びにXRD分析を終了してい

る．花粉・珪藻分析結果から別府沖コアとの対比が可能

となり，これに基づいて両コア間でのイベント層の対比

が改定でき，環境変動を鍵としたコア間対比が別府湾規

模で可能であることを示すことができた．

　当初計画にはなかったが，産総研に導入された Itraxと
の比較検討のため，標準試料を用いた測定も実施した．

現在，インスブルック大学の Itraxでも同じ試料を分析中

であり，それらの結果を比較検討していく予定である．

採択番号　　19A005，19B004

研究課題名　海底斜面崩壊堆積物の堆積構造，物性，化学組成に関する研究　

氏名・所属 (職名) 　　池原 研・国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター

　　　　　　　　　　　地質情報研究部門 (首席研究員)
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共同研究分担者組織　　金松 敏也 (海洋研究開発機構)，喜岡 新 (インスブルック大学)
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【研究目的・期待される成果】

　単細胞真核生物である有孔虫は，多様な海底環境に分

布し，生態学的，生物地球化学的に重要な役割を果たし

ているほか，その石灰質／砂質の殻は古環境解析にも幅

広く用いられている．有孔虫は貧酸素環境で特に豊富に

産する生物であるが，有孔虫の貧酸素適応には，微生物

との共生，硝酸塩呼吸などさまざまな戦略があることが

明らかになりつつある．有孔虫は口孔から出す仮足を通

じて外界と物質のやり取りをし，それらの物質，あるい

は液胞内にため込んだ溶存物質などを用いて代謝を行っ

ていると考えられ，仮足，液胞を含めた細胞質の構造を

3次元的に，定量的に明らかにすることが，有孔虫の貧酸

素適応の理解に必須である．そこで本研究では，オスミ

ウム導電染色して樹脂に包埋した有孔虫細胞をマイクロ

フォーカスX線CTで観察し，細胞質の立体構造解析を行

う．得られた再構築CT画像から，有孔虫の細胞構造の定

量的な解析を行った後，超薄切片を作成してTEM観察す

ることにより，CT画像で見られる特徴的な細胞構造のよ

り詳細な検討を行う．

　今年度は，同一地点の堆積物中の異なる生息深度 (＝

異なる溶存酸素濃度) から採取した同一種の細胞質の観

察を行い，種ごとの細胞質の分布の特徴が，生息時の溶

存酸素濃度によって変化しているのかを確かめる．溶存

酸素濃度に応じて，特徴的な細胞形態を変化させている

とすれば，その細胞質の構造が効率的な酸素や硝酸塩な

どの取り込みに関係していることを裏付ける．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　今年度は，同一地点の堆積物中の異なる生息深度 (＝

異なる溶存酸素濃度) から採取した同一種の細胞質の観

察を行い，種ごとの細胞質や液胞などの分布の特徴，体

積などが，生息時の溶存酸素濃度や硝酸塩濃度によって

変化しているのかを確かめる予定であった．2017年およ

び2019年9月に相模湾の漸深海底2地点から採取した表層

堆積物の一部およびそこから拾いだした有孔虫個体に固

定，染色を施し，11種245個体の深海性有孔虫を得た．そ

のうち，7種232個体を樹脂包埋し，一部の種について連

続切片観察などから3次元構造を解析した．うち，5種に

ついては，好気的な堆積物表層からほぼ無酸素の深度5cm
までの5層での比較ができるサンプルセットとなっている．

2020年3月下旬に，高知大学のマイクロフォーカスX線CT
での撮影を行う希望でセンター側対応教員らと日程調整

を行っていたが，コロナウイルスなどの問題もあり，利

用を断念した．

　ただし，前年度までに高知大学のマイクロフォーカス

X線CTで撮影した有孔虫細胞の液胞の定量化を，新規導

入した画像解析ソフトAMIRAなどを用いて進めており，

これまでに共同利用で得たデータの解析は順次進んでい

る．特に，新規導入した拡張パックの利用により，ある

閾値以上/以下のX線吸収度を持つボクセルを自動抽出し，

それらの連続したオブジェクト数百個－数千個を個別の

オブジェクトとして面積，体積，位置などの丁重解析が

できるようになった．これにより，トレース作業を繰り

返したり，自動抽出したオブジェクトを個別に定量解析

したりしていく必要がなくなり，定量作業が大幅に迅速

化した．たとえば，X線CT画像と，その後切片として切

り出した1断面の光学顕微鏡画像を基準として比較し，光

学顕微鏡画像上での液胞の見え方と，X線CT画像上での

X線吸収度の高い (＝細胞質など) ／低い部分 (液胞，周

囲の樹脂など) の見え方がほぼ同じようになるようにそ

ろえ，その閾値で個体全体のボクセルを区切ると，液胞

が個別に区切られたオブジェクトが数百個自動抽出，自

動認識される．実際には，解像度の問題などでオブジェ

クトのShrink-growを繰り返す操作なども必要であるが，

個別のオブジェクトに対して行う必要はなく，液胞のト

レースに1個体あたりこれまで2週間以上かかっていたも

のが，半日程度で終了することとなった．有孔虫の房室

ごとの解析を行うために，自動判別は困難な房室の境界

のトレース作業は必要であるものの，マイクロフォーカ

スX線CTによる迅速な撮影に追いつけるだけの迅速な解

析体制が徐々に整いつつある．

採択番号　　19A006，19B0025

研究課題名　マイクロフォーカスX線CTを用いた底生有孔虫の貧酸素適応生態の解明
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【研究目的・期待される成果】

　完新世において，全海洋で も魚場生産が高い海域は

どこにあったのかという問いは，未だ明らかにされてい

ない．20世紀において魚場生産の高い海域は世界で も

漁獲されるイワシ類の有数魚場であるが，そのうちペルー

沖はカタクチイワシの世界 大魚場として知られている

(Chavez et al., 2008)．1970年には20世紀 大の1200万ト

ンに及ぶカタクチイワシが漁獲され，その豊漁期は沿岸

湧昇が活発な時期に起こった．しかし，ペルー沖の魚鱗

や魚骨の堆積物記録から，過去700年で もカタクチイワ

シの多い時代は20世紀であり (Gutierrez et al., 2009)，完

新世で 大魚鱗堆積量は20世紀の魚鱗量の多くて1.7倍程

度であることから (DeVries, 1979)，ペルー沖で大幅に魚

場生産が増加した時代は完新世の間に存在しない．一方

で，申請者らの研究から，1980年代に450万トンの世界

大の漁獲量を記録した日本周辺海域のマイワシは，2650

年前に魚鱗堆積量が1980年代の5倍高かったことがわかっ

ており (Kuwae et al., 2017)，同じ漁獲能力が当時にあっ

たとすると2200万トンを超え，日本周辺海域はまさに全

海洋で も魚場生産の高い海域であったことが想像され

る．そこで本研究では，なぜ日本周辺海域においてこれ

ほど魚が多かったかを古海洋学的手法を用いて明らかに

する．

　本研究では，新青丸航海で得られた3地点のコア試料を

用いて，オパール及び色素の濃度を分析し， もマイワ

シが多かった時代にマイワシ索餌海域の低次生産が も

高かったかを明らかにする．これにより，日本周辺海域

のボトムアップ効果が世界 大のマイワシ生産を支えた

という仮説を検証する．

　本研究は，完新世という長い時間スケールから見ると，

全海洋で も魚場生産が高い海域がペルー沖ではなく，

日本周辺海域にあったというこれまでの水産海洋学の常

識を覆す研究成果として注目されることが期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本申請研究では，新青丸航海で得られた3地点のコア試

料を用いて，低次生産指標としてオパール及び色素を分

析するためのコア試料の物性データ (DCTスキャナー，

MSCL，Itrax) を取得した．それによって，堆積層の把握

やイベント層，火山灰層の検出を行った．また，Itraxで得

られたSi/Ti比，Br/Ti比のような珪藻生産，生物生産の指

標を用いて超高解像度の生物生産変動記録の復元が可能

かについて検討した．Si/Ti比，Br/Ti比とバルク堆積物の

生物源シリカ濃度やクロロフィルa濃度 (Pheophytin a 等
の分解物も含む) との関係を調べた結果，どちらの比も

生物源シリカ濃度やクロロフィルa濃度との正の相関関係

は認められず，Itraxによる高解像度記録が必ずしも生産指

標として利用できるとは限らない可能性があることがわ

かった．Brについては，Total organic carbonの指標として

利用できるという報告があるが，一次生産由来の有機炭

素だけでなく，陸源有機炭素も堆積物中に含まれる可能

性があり，Br/Tiを生物生産指標として利用するのであれ

ば，そうした陸源有機炭素の成分を除去する必要がある

のかもしれない．

　過去3000年間のクロロフィルa濃度やSCEs色濃度 (動物

プランクトン指標) を調べた結果，黒潮続流域に位置す

る海底コア試料 (GC01コア) では，200年，600年周期の

変動成分が認められ，親潮域に位置する海底コア試料 (GC06
コア) で，350年の周期の変動成分が認められた．親潮域

に認められた周期性は，別府湾で復元されたマイワシの

魚鱗堆積量記録にも認められるのは興味深い．さらに，

親潮域のコア試料では，いくつかのクロロフィルa濃度や

SCEs濃度のピークがマイワシの増加する時期と一致する

傾向が認められた．マイワシが2650年前に も多かった

時期にこれらの濃度の増加は認められなかったが，マイ

ワシにみられる数百年規模変動成分のピークの減少トレ

ンドはこれらの濃度にも認められる．このことは，過去

数千年前のマイワシの増加の原因として，親潮域の餌環

境と何らかの関係がある可能性を示唆している．

　このように日本周辺海域のボトムアップ効果が世界

大のマイワシ生産を支えたという仮説を支持する結果が

得られつつある．今後，親潮域のもう一つのサイトであ

る気仙沼沖コア試料 (GC02コア試料) を用いて，同様の

結果が得られるか検討する予定である．
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【研究目的・期待される成果】

　エチオピア巨大火成岩岩石区 (Large Igneous Provinces:
LIPs) は，紅海，アデン湾，東アフリカリフトからなるア

ファール三重会合点での大陸分裂 (Bosworth et al., 2005)

に関係して漸新世に起きた火山活動で，エチオピア・イ

エメンに約60万 km2，地域的には2,000 mを越える厚さを

もつ溶岩層として分布している (Rooney, 2017, Lithos)．
従来の放射年代・古地磁気層序の研究から，約30Maに約

80万年間という短期間におきた火山活動であると言われ

ている (Hofmann et al., 1997, Nature; Rochette et al.,
1998, EPSL )．大量の溶岩層からなるこの厚い溶岩層は，

地球磁場変動を解析する上で絶好の対象物である．

　そこで，エチオピアLima-Limo地域の98層準で試料を採

取し，30Ma頃の地球磁場変動 (方位と強度) を詳細に明

らかにし，それに基づくエチオピアLIPの古地磁気層序を

確定し，その活動時期と期間を再考するために研究を行っ

ている．この強度推定を合わせた古地磁気層序解析によ

り，30Ma頃の地磁気極性タイムスケールの改訂・高精度

化への貢献や，現状では比較的強度データが少ない古い

時代の長期的な地磁気強度の変動を明らかにする目的に

見合うデータの提供が期待できる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　これまでの共同利用研究 (14A036/14B036, 15B056,
16A022/16B020, 17A015/17B015, 18A025/18B023,
19A008/19B006) により以下のことが明らかとなった．98

層準中93層準から得られた安定な古地磁気方位は下から

逆－正－逆の地磁気極性の変化を示した (Ahn et al., in
preparation)．また，50層準 (77試料) のうち47層準 (74

試料) で相対古地磁気強度，40層準 (56試料) のうち28

層準 (31試料) で絶対古地磁気強度を求めることができ

た．これらは，古地磁気・岩石磁気実験室のDSPINと熱消

磁装置を用いて得られたものである．逆極性溶岩層の試

料の平均強度は約17Tで，調査地域の現在の地磁気強度

の半分程度であり，過去500万年間の平均古地球磁場強度

(Yamamoto & Tsunakawa, 2005) や，過去2億年間の長期

的安定値 (Tauxe et al., 2013) と同程度であることが判

明した．また，上から2番目の正極性溶岩層の試料の平均

強度は約5Tで逆極性溶岩層の強度と比べて有意に弱い

という興味深い結果が得られた．言い換えると，LIP 下

部の逆極性の溶岩層では古地磁気強度が増減を繰り返し，

LIP中部では比較的弱くなり，細かい極性変動がある部分

ではパルス的に強い古地磁気強度を示し，上部では再び

増減を繰り返すという連続的な結果が得られている状況

である．これがそのまま約30Maの地球磁場変動を反映し

ているとすると世界初であるし，非常に興味深い．しか

し，そのデータの中には実験に適していない試料から得

られた信頼性の低いデータが混入している可能性がある．

そのため，古地磁気・岩石磁気実験室にある磁気天秤と

VSMを用いた岩石磁気のパラメーター (加熱時の飽和磁

化曲線や，磁気ヒステリシスパラメーター) を用いて実

験に適さない試料を排除する必要がある．今回，磁気天

秤を用いて熱磁気分析を行い，溶岩が冷え固まる時に記

録した熱残留磁化ではない，ブロッキング温度よりも低

い温度で岩石と水が反応して起こる低温酸化によって獲

得した化学残留磁化を取り除くという作業を行った．し

かし，その結果，先述した「LIP 下部の逆極性の溶岩層

では古地磁気強度が増減を繰り返し，LIP中部では比較的

弱くなり，細かい極性変動がある部分ではパルス的に強

い古地磁気強度を示し，上部では再び増減を繰り返す」

という傾向は大きく変わらないということが判明した．

したがって，現時点で得られたデータは地球磁場由来で

あり，暫定的に約30Maの地球磁場変動が復元できたと結

論付けている．相対および絶対古地磁気強度が複数未推

定の溶岩層はいまだに存在するので，各溶岩層から5点以

上の古地磁気強度データを得るために，随時相対古地磁

気強度の追加を行っていく予定である． 終的には，地

磁気の連続時間変動の推定から当時の地球外核の対流速

度を推定するという想定のもと研究を行っている．

　まとめると，①エチオピアLIPの中央部の溶岩層準の磁

性を評価するための岩石磁気データの測定・蓄積，②古

地磁気強度が未推定であった溶岩層準の新規強度データ

の推定実験・蓄積が成功しており，研究は順調に進んで

いる．
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【研究目的・期待される成果】

　地球型惑星の磁場強度進化を知る事で，惑星内部ダイ

ナミクス進化を知る事ができる.また,惑星磁場の状態は

表層環境とも密接に関係しているため,磁場強度進化デー

タは,惑星進化理解において必須の情報となっている.し

かし,従来の研究手法では,古惑星磁場強度復元に適した

試料採取が困難なため,磁場強度進化を議論する十分なデー

タが得られていない事が課題となっている.本研究では，

微小・微量試料を用いた新手法を開発・適用する事で,地

球および月・火星・水星の古惑星磁場強度復元研究に取

り組む．各研究の詳細は下記の通りである. (1) 地球の場

合，古い岩石試料では風化のため古地磁気強度測定を行

うことが困難である事が問題となる．珪酸塩結晶中には

ミクロンサイズの微細磁鉄鉱がしばしば含まれており，

磁場情報の優良な記録媒体であることが近年明らかになっ

た．ジルコンや斜長石などの珪酸塩単結晶を磁気測定す

る事で，億年～10億年スケールの地球磁場強度・形状変

化の解明に取り組む． (2) 月・火星・水星の場合，磁場

強度測定に適した試料を得られない点が問題となる．衝

突クレーターに記録されている磁場記録に注目し，衝突

実験後の岩石試料を細分化・残留磁化測定する事で衝突

に伴う残留磁化分布のモデルを構築し，構築したモデル

を用いて衝突クレーター上空での人工衛星による磁場観

測記録を読み解く事で，地球型惑星の磁場強度進化を解

明する.

【利用・研究実施内容・得られた成果】

道志ハンレイ岩を用いた古地磁気強度研究

　丹沢山地の道志ハンレイ岩体 (約500万年前に形成) で

採取したハンレイ岩試料から斜長石単結晶を分離し，自

然残留磁化 (NRM) の強度測定，NRMの段階交流消磁測

定，低温消磁2回加熱ショー法を用いた古地磁気強度測

定を行った．NRM測定の結果，今回実験に用いた試料は

SQUID磁力計の検出限界より有意に強い残留磁化を持ち，

段階交流消磁測定で直線的な残留磁化成分を示す粒子が

一定量含まれている事が明らかになった．古地磁気強度

測定では，非履歴性残留磁化 (ARM) の強度が弱く，低

温消磁2回加熱ショー法の基準を満たす試料は無かっ

た．一方で，NRMと熱残留磁化のプロットでは，原点に

向かう直線的な振る舞いを示し，予察的な古地磁気強度

の算出を試みたところ，過去研究で報告されている古地

磁気強度よりも強い値を示した．今後はショー法を用いて

より多くのデータを得ていく事や，テリエ法などのARM
を使わない手法によって古地磁気強度を算出する事を計

画している．

　

斜長石中の離溶磁鉄鉱に関する研究

　道志ハンレイ岩体およびオマーンオフィオライトのハ

ンレイ岩から斜長石試料を分離し，交番磁場勾配磁力計

を用いて磁気ヒステリシス測定を行った．磁気ヒステリ

シスの結果から斜長石単結晶に含まれる磁鉄鉱量の算出

に成功した．今後は，化学的な測定から得られた斜長石

中の鉄含有量や価数の結果と比較・検討を行う事で，斜

長石中における離溶磁鉄鉱の成因解明を進める．

　

熔岩中に含まれる微小磁性鉱物の特定

　磁気特性測定装置を用いて，桜島大正軽石およびその

加熱試料のzero-field cooling remanence (ZFC remanence)
曲線，field cooling remanence (FC remanence) 曲線，

room-temperature isothermal remanent magnetization (RT-
IRM) 曲線，IRM獲得曲線の測定を行った．ZFC remanence
曲線とFC remanence曲線では，40K付近と70K付近に低

温変態温度が確認された．また加熱の有無によってZFC
remanence曲線とFC remanence曲線の残留磁化強度比も変

化していた．RT-IRM曲線では，無磁場中での冷却・昇温

サイクルで僅かな減少が確認された．IRM獲得曲線では，

加熱によって高保磁力成分が出現している事が確認され

た．今後の測定では，高保磁力成分とZFC remanence/FC
remanenceの関係や，含まれる磁性鉱物の組成推定および

定量を進める．
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【研究目的・期待される成果】

　事件や事故等の捜査では，客観的証拠に基づき起こっ

た出来事を証明する必要がある．このような捜査におい

て科学的手法や技術を研究する学問分野を法科学という．

特に陸上で発生した事件や事故では，関係者を結びつけ

る重要な証拠試料として土砂が採取されることが多い．

こうした土砂試料は，地質学の技術や知識を用いて鑑定

が行われており，地質学を法科学に適用する分野を法地

質学と呼ぶ．法地質学分野では，これまで鑑定の経験が

蓄積されており，粒度分析や化学分析の手法が確立して

いる．しかし，上記の化学分析のためには薬品処理や加

熱する必要があり，土砂試料の変質は避けられない．鑑

定資料によっては≧数十 mg程度しか採取できず，また多

くの場合，追加して採取することが難しい．迅速な捜査

に貢献するために，また被疑者の身柄送致などの法的な

手続きに必要な場合は，速やかに鑑定結果を提示する必

要がある．そして長期化する裁判に備えて，鑑定資料の

一部をたとえ少量であっても保存しておく配慮が求めら

れている．このためには非破壊で迅速な測定方法や，少

量の試料に対して有効な分析方法が求められる．

　磁気分析は，鑑定試料に対して与えるエネルギー量が

少なく非破壊で実施が可能であり，かつ迅速にデータを

出すことが出来る．よって鑑定試料の分析に適している

と考えられる．また数 mg 程度の少ない試料であっても，

試料に含まれる強磁性鉱物の相対量や磁気的粒径を調べ

ることが可能であり，低温磁気測定を行うことによって

加熱による変質を避けて，試料に含まれている鉄酸化物

の種類を非破壊で同定することが出来る．これまで磁気

分析を鑑定試料へ応用した研究例については，ヨーロッ

パでは数件が挙げられているが，我が国では全く例が無

い．

　そこで本申請研究では，我が国での鑑定で捜査対象と

される件数が比較的多い褐色森林土を対象として，この

土壌の磁気特性についての基礎的なデータを得ることを

目的とする．土壌の異同識別のための基礎的データを得

て，これらのデータに基づいて実際の鑑定へ応用するこ

とを試みる．

【研究実施内容】

　5日間の滞在中に，褐色森林土の低温磁気測定の実施を

行った．数 mg の土壌試料をポリ塩化ビニリデン (サラン

サップ，旭化成) で梱包して，プラスチック製のサンプ

ルフォルダーに入れて室温から5Kまで低下させ，2.5 Tの
磁場をかけた．後に，無磁場で5Kから300 Kまで昇温させ

て残留磁化強度を計測した．

　当初の計画にはなかったが，海難事故や漂着物の鑑定

を目的として海砂の低温磁気測定を行った．海砂の鑑定

には，二つの目的がある．一つは，海砂が，どの場所に

由来するものなのかを明らかにすることである．二つに

は海砂が，被疑者が所有し付着しているもの，あるいは

犯行現場のものと同じか否か，という異同識別を実施す

ることである．海砂の固相部分は，岩石片や鉱物，微生

物や植物，昆虫や動物，動植物の遺骸や腐敗物，人工物

など様々な物から形成されている．海砂の異同識別に使

われる科学的手法は，顕微鏡による観察を経て，構成物

を判別した後に決定される．これまで土砂の分析には，

重さ，粒度，色といった基礎的な物性データに加えて，

鉱物学や岩石学的な手法で分析されてきた．また逮捕し

た被疑者の身柄を拘留することができる期間や裁判の日

程に合わせるため，迅速な分析方法や新しい指標が望ま

れる．特に石英は，海砂に必ずと言ってよいほど一般的

に含まれる鉱物であり，鑑定をする上で扱う普遍的な物

質の一つである．石英は二酸化ケイ素 (SiO2) が主成分で，

強酸や強塩基に耐性があり，硬度も高いため風化に極め

て強い．石英には，しばしば黒色のインクルージョン (包

有物) が含まれる．石英の包有物には鉄やチタンが含ま

れており，磁鉄鉱 (Fe3O4) や赤鉄鉱 (Fe2O3)，チタノマ

グネタイト (Fe3O4-Fe2TiO4)，チタノヘマタイト (Fe2O3-

Fe2TiO4) といった強い磁性を持つ鉱物 (強磁性鉱物) を

含む場合があり，磁気測定の結果から新たな異同識別の

指標として提案できる可能性がある．

　

【得られた成果】

　褐色森林土の試料は，磁鉄鉱のフェルベー点 (120 K)

での IRMの減少は不明瞭であった．高温の磁気測定での

結果では，磁鉄鉱の存在が確認されているので，磁鉄鉱

の表面が酸化して磁赤鉄鉱が形成されていると推定でき

る．深度 6～7cmの試料と攪乱された土壌表層から採取し

た試料は，100 Kから250 Kの間に IRMの増加が見られた．

現在，査読付きの国内学術雑誌へ投稿するために準備中

である．

　海砂の試料も同様にフェルベー点を含む特徴的な曲線

を示した．新たな異同識別の指標として提案するために，

継続して実験を行う予定である．

採択番号　　19A010，19B008

研究課題名　土壌の磁気特性に基づいた鑑定手法のための基礎的研究

氏名・所属 (職名) 　　川村 紀子・海上保安大学校 (准教授)

研究期間　　　　　　　2019/9/26-30

共同研究分担者組織　　なし

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

83



【研究目的・期待される成果】

　申請者は2017年に，南インド洋のODPコア試料から暁

新世末～始新世前期の「超温暖化イベント (Hyperthermals)」
の地球化学的痕跡を復元し，多元素の化学組成と全岩13C
及びCaCO3含有量を統計的に解析した．その結果，繰り返

し発生した温暖期の全てで海洋の生物生産性が増大し，

大気－海洋系から余剰なCO2を除去することで，気候の回

復に寄与したことを明らかにした．本研究は，次なるス

テップとして，上記の「生物生産フィードバック」が真

にグローバルなものであったかを検証し，急激な温暖化

に対する地球システム応答のさらなる詳細な描像を得る

ことを目的とする．そのために，南インド洋に対して地

球上のほぼ反対側に位置する北東太平洋で掘削された，

複数の超温暖化イベントを含む深海堆積物の高次元地球

化学データを取得し，先行研究と同様の解析を行う．も

し同一のメカニズムが複数の温暖化時に両海域で共通し

て働いていたことが示されれば，「生物生産フィードバッ

ク」は気候の温暖化に対して汎地球的に機能し，元の気

候状態への回復過程を担う，普遍的で重要な地球システ

ム応答であることを真に支持する強力な地質学的証拠と

なる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本研究では，先行研究 (Leon-Rodriguez & Dickens, 2010)

により複数の古第三紀Hyperthermalイベントを記録してい

ることが報告されており，かつYasukawa et al. (2017)

で対象とした南インド洋の対蹠的な海域にあたる中央北

太平洋のODP Site 1215Aを対象とした．当該サイトで掘

削された深海堆積物コアのうち，海底面下深度27.72～67.23

mbsfの区間から分取した96試料に対して炭素・酸素安定

同位体 ( 13C・ 18O) 分析を，86試料に対して炭酸塩

(CaCO3) 含有量分析を行った．13C・18O分析は IsoPrime
を用いて実施した．炭酸塩含有量は，試料中の全炭素含

有量と有機炭素含有量をFlash EA1112を用いて測定し，

その差分にあたる無機炭素量が全てCaCO3に由来するもの

とみなして，計算により算出した．

　得られた 13C の深度方向プロファイルを基に，

Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) , Eocene
Thermal Maximum (ETM) 2, ETM3といったHyperther-
malイベントに対応する層準を，Leon-Rodriguez & Dickens
(2010) による報告と整合的に検出することができた．具

体的には，54～55 mbsf において約1.8‰の13C負異常が見

られ，これはPETMに相当する．また，34～35 mbsf 及び28

mbsf 付近においてそれぞれ約0.4‰及び約1‰の13C負異

常が見られ，これらはETM2，ETM3にそれぞれ相当する．

CaCO3含有量は，10％程度から80％以上という幅広い値

を取り，変動が非常に激しい．上述したPETM, ETM2,

ETM3に相当する層準はいずれも急激なCaCO3含有量の減

少を示した．これらはいずれも，大気－海洋系への急激

な炭素放出に伴う炭酸塩補償深度の変動を反映したもの

と解釈できる (Leon-Rodriguez & Dickens, 2010)．

　さらに，東京大学工学部が所有するXRFおよびICP-MS
を用いて，上記と同一試料の主要・微量元素組成を分析

した．これらの多元素データセットに上述の 13C深度プ

ロファイルを組み合わせ，生物源バライト由来のBaと
Hyperthermalイベントとの関連性について考察を行った．

各試料中における生物源バライト由来のBa量は，まず各

元素濃度測定値をcarbonate-free basisに補正した上で，上

部大陸地殻及び熱水性堆積物の端成分組成を仮定して，

陸源砕屑物・熱水性成分によりもたらされるBa量を計算

により除去することで推定した．その結果，ETM2におい

ては生物源Baの増大が見られたものの，他のHyperthermal
イベントにおいては明瞭な増大が見られなかった．この

ことから，古第三紀のHyperthermalイベントに対する生物

生産の応答は，海域ごとに異なっていた可能性が示唆さ

れた．
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【研究目的】

　古地磁気学において，二次磁化を消磁する手法として，

熱消磁・交流消磁がよく用いられるが，化学消磁はあま

り用いられてこなかった．それには，化学消磁に用いら

れてきた，強酸の扱いが面倒であったからという面があ

る．そこで，我々は，還元化学消磁 (RCD) という手法

を考案し，琉球層群の礁生石灰岩で，その有用性を示し

て来た (2014-2018共同利用研究)．この成功は，透水性

のある堆積岩／堆積物では二次磁化は，透水域での磁性

鉱物の生成が大きく寄与しているからであったと思われ

る．一昨年度よりは，他に有効な試料を検討している．

　上総層群のB-M境界の層位の確定はGSSPの観点から重

要である．Okada et al. (2017) で現在の古地磁気技術の

高水準での測定がなされているが，二次磁化の影響の

懸念が完全に払拭されたわけではない．そこで，新たに

RCDを適用し，逆転層準の確定と逆転時の磁場の振る舞

いの研究をする．

　

【期待される成果】

　一般に，逆転層準の確定は地質学へのインパクトが大

きい．上総層群のB-M境界の層位の信頼性向上の意義は，

第四紀地質学全体にとっても大きく，また，方法論普及

にとっても，極めて大きなインパクトを与えるであろう．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　12月2日から12月6日にかけて，高知コアセンターにて

磁気天秤を用いた熱磁気分析と，パススルー型磁力計を

用いた堆積残留磁化および非履歴残留磁化の測定を行っ

た．

　

熱磁気分析

　今回高知コアセンターに持ち込み熱磁気分析を実施し

た試料は，千葉県房総半島の海成鮮更新統である千倉層

群畑層 (2試料)，上総層群国本層 (6試料) および黄和田

層 (4試料)，そして茨城県に分布する白亜系海成層であ

る那珂湊層群平磯層 (3試料) の計15試料である．実験は

基本的に酸素雰囲気条件で行っているが，那珂湊層群平

磯層の試料のみ真空条件も実施した．

　特に，上総層群国本層の試料については，硫化鉄鉱物

を除去することを目的として還元化学消磁 (RCD) を適

用し，効果の検証を進めている．今回，RCDによるリー

チングの効果を検証することを目的として，RCD処理を

施した試料と未処理の試料の両方について熱磁気分析を

実施した．結果としてRCD後でも硫化鉄鉱物によると思

われる400℃から500℃の温度区間での磁化の上昇は抑制

されていなかった．つまり，今回の試料に対するRCD処

理の効果は不十分であると考えられる．

　

自然残留磁化および非履歴残留磁化測定

　房総半島南端に分布する千倉層群畑層では，底生有孔

虫化石の酸素同位体層序より，畑層上部が1.59～1.82 Ma
(MIS 55～MIS 64) にあたり，同層準内にOlduvai正磁極

亜期上限境界を含むことが示されている (小竹ほか, 1995)．

今回，千倉層群畑層において，Olduvai正磁極亜紀上限境

界を含む層厚14mの区間でサンプリングを行い，41層準

から各層準複数本のミニコア試料を回収した．これら試

料を高知コアセンターに持ち込み，自然残留磁化 (NRM)

および非履歴残留磁化 (ARM) の測定を1層準当たり1試

料ずつ実施した．NRM測定の終了後，試料に対し30Tの
直流磁場をかけた状態で80mTの交流消磁を行い，ARM
着磁を行った．そして，組み合わせ消磁を行い，ARM 測

定を実施した．

　NRMの測定結果より固有磁化成分を抽出し，固有磁化

成分から仮想地磁気極 (VGP) を算出した．VGP緯度の

結果より，今回サンプリングを実施した14 mの層準区間

の内，3.3 mから4.2 mの層準区間に極性反転を確認し，

Olduvai正磁極亜期上限境界とした．

　次に，NRM強度とARM強度の結果より相対古地磁気

強度 (RPI) を算出した．VGP緯度から見た逆転開始前の

正磁極帯ではすでにRPIが低下していることから，地磁

気逆転の開始過程について議論するためには，より下位

の層準の追加サンプリングが必要であることが分かった．

採択番号　　19A012，19B010

研究課題名　還元化学消磁による堆積岩中の磁性鉱物の変化と磁気層序

氏名・所属 (職名) 　　渋谷 秀敏・熊本大学大学院 先端科学研究部基礎科学部門 地球環境科学分野 (教授)

研究期間　　　　　　　2019/12/2-6

共同研究分担者組織　　小玉 一人 (高知大学)，望月 伸竜 (熊本大学) 　

　　　　　　　　　　　岡田 誠，羽田 裕貴 (茨城大学)，他　学生2名

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

85



【研究目的・期待される成果】

　本研究は，熱水活動域周辺の岩石磁気プロファイルの

作成に基づき，熱水鉱床の成因の解明を目指すものであ

る．

　掘削されたコア試料からは，熱水の活動によると思わ

れる様々な金属硫化物が報告されている．その中には磁

気的なふるまいが良く解っていないものもあるため，熱

磁気分析や低温磁気分析など，様々な岩石磁気分析を駆

使して磁性鉱物を同定する．

　これらの磁性鉱物の研究は，鉱物学および岩石磁気学

の基礎的な研究に寄与する．また本研究で明らかにされ

る熱水活動域の鉱物の磁気的性質は，同地域で計画され

ている磁気探査のデータ解析の基礎データを提供し，熱

水鉱床探査方法の開発に資するものと考えられる．さら

に，熱水鉱床の成因の探求にも貢献するものと考えられ

る．またこれまで報告された様々な金属硫化物の中には

隕石に含まれるものも多く，それらの磁気的性質を明ら

かにすることで，宇宙科学への展開の可能性もあると考

えられる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本年度は，昨年度に引き続き，沖縄トラフの熱水鉱床

で掘削された試料の岩石磁気実験を行った他，これとの

比較のため標本試料についても同様の分析を行った．分

析は低温磁気分析を中心に行い，必要に応じて熱磁気分

析を行った．低温磁気分析は，MPMSを用いて，IRMcycle,
FC, ZFCの各シーケンスで測定を行った．熱磁気分析は

磁気天秤を用い，真空中での加熱・冷却測定を行った．

　我々は，沖縄トラフで採取されたチムニー試料や熱水

鉱床掘削試料に含まれる鉱物の低温における特異な磁気

特性に注目して実験を行っている．注目している低温磁

気変化は (1) 100K付近での磁気相転移で，低温側で磁化

が非常に強くなる．(2) 50～70K付近での磁気相転移で，

高温側で磁化がやや強くなる，の二つである．X線回折

(XRD) 測定と化学分析の結果，チムニー試料は主に磁硫

鉄鉱とCu-Fe-S硫化鉱物からなることが判っており，(1)

の変化についてはCu-Fe-S硫化鉱物が担っていると考えら

れることを，昨年度に報告した．

　今年度は，(2) の変化を担っている鉱物の特定を目指

し，熱水鉱床掘削試料に含まれる主要鉱物の磁気相転移

を明らかにするため，標本試料についても低温磁気分析

を行った．熱水鉱床試料のX線回折 (XRD) 測定や顕微

鏡観察によりとらえられている主要な構成鉱物は， (1)

で分析した磁硫鉄鉱やアイソキューバナイトの他に，黄

鉄鉱，白鉄鉱，閃亜鉛鉱，方鉛鉱，黄銅鉱，硫砒銅鉱，

重晶石，であるが，これまでの分析の結果，これらの中

に，50～70K付近での特徴的な磁気相転移を示す鉱物は

見つからなかった．他の可能性としては，XRD分析や顕

微鏡観察で捉えられていない微量な鉱物，あるいは，主

要鉱物を含めた構成鉱物の二次生成物が微量に含まれて

いることが考えられる．岩石磁気分析の大きな特徴とし

て，磁化の強い鉱物については分析感度が非常に高くな

ることを考えれば，微量な鉱物のシグナルが検出される

ことは十分にありうる．例えば，XRD分析で検出されな

いような微量なマグネタイトしか含まないような試料で

も，磁気分析では十分な感度を持って磁気シグナルが検

出でき，相転移の温度からマグネタイトを含むことが特

定できる場合があり，岩石磁気分析の大きなメリットと

なっている．ところが今回のように，未知の岩石磁気シ

グナルを担う鉱物を探そうとする場合は，磁気シグナル

が検出できても，それを担う鉱物をXRD分析などで検出

できないことがありうるわけであり，鉱物の探索は困難

である．しかしこれらの鉱物を同定しその岩石磁気的性

質を明らかにすることは，岩石磁気の基礎情報として大

変重要であると考えられるので，今後，特徴的な磁気相

転移を示す試料について，XRD分析や顕微鏡観察などを

より精密に行うなど，未知の磁性を示す鉱物に迫りたい．

採択番号　　19A013，19B011

研究課題名　岩石磁気分析に基づく熱水鉱床の形成モデルの構築

氏名・所属 (職名) 　　大野 正夫・九州大学大学院 比較社会文化研究院 (教授)

研究期間　　　　　　　2019/5/16-17

共同研究分担者組織　　加藤 千恵，北原 優 (九州大学)
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【研究目的・期待される成果】

　黒色頁岩は貧酸素環境で形成された有機物に富む堆積

物で，地球史を通じて形成されてきた．現世海洋におい

ても，閉鎖海や湧昇域など貧酸素水塊が発達する海域で

は，同様に有機物に富む黒色泥が堆積している．こうし

た黒色泥はredox sensitive elementsを濃集しており，特に

Mo, V, Reなど産業上重要視されているレアメタル元素

の潜在的な資源となる可能性がある．このようなレアメ

タル元素は，有機物に吸着される，または黄鉄鉱などの

硫化鉱物に取り込まれることで黒色泥中に濃集すると考

えられている．

　本研究では，現世海洋に堆積している黒色泥試料の化

学組成データから，レアメタル元素の濃集に関わる物質／

プロセスを明らかにし，レアメタル資源の生成に必要な

海洋環境などの条件を制約することを目的とする．本研

究の特色は，黒色泥についてレアメタルを含む多元素の

地球化学データセットを構築し，その統計解析によりレ

アメタル元素の濃集に関与する物質や海洋環境を明らか

にする点にある．本研究により，黒色泥のレアメタル資

源ポテンシャルとその生成条件を明らかにできれば，全

く新しい海底鉱物資源の探査指針・開発可能性の提示に

つながることが期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　令和元年度の研究では，平成29年度後期に行った，試

料の特性を踏まえた適切な測定法及び前処理法の検討と

予察的な分析に基づき，研究対象試料の測定に必要な前

処理を行い，全有機炭素量 (TOC)，13Corg，全硫黄量 (TS)
について，未分析試料の測定と平成30年度に測定した試

料の再測定を行った．

　KCCにおける分析に先立ち，あらかじめ全試料につい

て，所属研究室において遠沈管を用いて炭酸塩を除去す

るための塩酸処理を行った．塩酸処理を行う際は，試料

約300mgを遠沈管に入れ，そこに6N塩酸10mlを加えた．

これを60℃の恒温器で72時間加熱した．その後Milli-Qを

加えて撹拌し，遠心分離機で試料と上澄み液を分離し，

上澄み液を吸い取る作業を繰り返し行い，塩酸を希釈し

た．その後恒温器の中で試料を乾燥させた．これらの粉

末試料について，KCCの元素分析オンライン質量分析計

(Delta Plus Advantage) により，　13Corgと，TOCを測定

した．これとは別途，塩酸処理を行っていない粉末につ

いて，CHNS/O元素分析装置 (Flash EA1112) により全炭

素量 (TC) とTSの測定を行った．試料は電子天秤で秤量

し，粉末を錫カプセルで包んだ．TS測定の際には，平成

30年度に行った検討 (分析においては試料量を少なくす

ること，粉末試料に助燃剤を加えて錫カプセルで包むこ

と，試薬を取り替えること) を踏まえて，測定を行った．

TOCについては，これらの分析結果の比較により，塩酸

処理していない粉末に対するTOCを求めた．

　測定の結果，多くの試料はTOC～10％を示し，特に黒

色を呈する試料などは10％を超える値を示した．TSは多

くほとんどの試料で～3％を示し，Leg. 23 (紅海) の試料

で特にTSが高い試料は7％程度を示した．またTOC，TS
と酸化還元鋭敏元素との関係を調べたところ，TOCとU
は現世の試料全体で正の相関を示すことが明らかとなっ

た．また，NiについてLeg. 165 (カリアコ海盆) の試料は

TOCと相関を示すが，Leg. 42B (黒海) の試料は無相関

であった．一方でLeg. 42B (黒海) の試料はNiとTSが弱

い正相関を示し，Niの濃集は硫化物鉱物の存在に起因し

ていることが示唆される．さらにLeg. 23 (紅海) の試料

は，As，Cuなどの元素とTSが正の相関を示す．これはこ

れらの元素の濃集に硫化鉱物が関与していることを示唆

する．これに対し，Leg. 175 (ナミビア沖) Site 1084の

試料はこれらの元素についてTSと無相関であり，元素の

濃集には生物生産性などの硫化鉱物とは異なる要素が関

係していると考えられる．元素により有機物との関係が

優勢であるか硫化物との関係が優勢であるかという違い

があり，さらにその特徴は海域によっても異なるという

ことが示された．

　今後，本研究で得られたデータと所属研究室で行った

全岩化学組成データを合わせて解析を行い，堆積物への

レアメタル濃集機構と堆積環境の関連を考察する予定で

ある．

採択番号　　19A014，19B012

研究課題名　潜在的レアメタル資源としての黒色泥に関する研究

氏名・所属 (職名) 　　矢野 萌生・東京大学大学院 工学系研究科システム創成学専攻 (博士後期課程3年)
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【研究目的・期待される成果】

　本研究では，(1) 古地磁気記録媒体として含まれる強

磁性鉱物の挙動，とくに考古資料に含まれる鉱物がどの

タイミングで生成・磁化されるかを磁気的に推定するこ

と，(2) 被熱遺構や土器片等に含まれる鉄酸化物の動態

を古地磁気・岩石磁気学的手法を用いて推定すること，

を目的とする．

　申請者はこれまで，土器片やそれを焼成した遺構 (窯

跡) などの考古資料や歴史溶岩を用いた古地磁気方位・

強度の測定や，熱残留磁化を保持して埋没している窯体

を源とする磁気異常の観測を行ってきた．地磁気の記録

媒体は対象物質中に含まれる鉄酸化物などの強磁性鉱物

である．考古資料の場合，もととなる物質 (粘土や土壌)

や遺構周囲の環境と比べて，熱を受けた土器片や被熱遺

構などは磁性鉱物を多く含み強い残留磁化を持つが，磁

性鉱物の起源については不明な点が多い．一方で，鉄化

合物は様々な形態をとり，温度・圧力・酸化還元状態等

さまざまな環境の影響を受けやすく，無釉土器の場合は

その色にも大きな影響を及ぼしている．そのため，鉄酸

化物を調べることは残留磁化の起源に関する知見だけで

なく，土器の焼成環境や住居内かまど面などの被熱度合

いなどを知るうえで大きな手掛かりとなるが，複数種の

鉱物の違いや結晶粒径などを見極めるために岩石磁気測

定が有効である．

　そこで本申請では，被熱・非被熱遺構や土器片など複

数種の考古資料に対して古地磁気・岩石磁気学的手法を

用いて磁性を測定し，上記のような情報を抽出すること

を計画している． (将来的には化学分析等の結果と比較

することを考えている．）2019年度の計画では，考古資料

の部位 (土器の断面や土器窯内の各部位) ごとの磁性の

特徴を計測して比較し，温度や酸化状態に関する情報を

抽出したい．また比較のために手持ちの試薬・鉱物標本

や火成岩試料なども測定する予定である．

　本研究の成果は，考古地磁気学における残留磁化の保

持物質と磁化の起源に関する基礎的な資料となるだけで

なく，考古学分野における古代窯業生産過程等の解明へ

の情報を提供することが期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　2019年度の海洋コア総合研究センター全国共同利用制

度を利用して以下のような研究を行った．

　
1. 篠西山1号窯床面の古地磁気・岩石磁気測定

　京都府亀岡市の篠窯跡群中の西山1号窯 (1-1, 1-2の2

基) について，すでに行われている古地磁気測定・岩石

磁気測定を補完するための岩石磁気測定を行った．その

結果は昨年までの結果を補強するものであり，今後まと

めて公表する．

　
2. 佐山東山窯跡床面の岩石磁気測定

　岡山県備前市にある佐山東山窯跡に関して，これまで

古地磁気測定・岩石磁気測定を行ってきた．これまでに

窯内6つの部位の床面断面から岩石磁気用試料を採取し，

各種岩石磁気測定を進めてきた結果，部位のみならず窯

床面 (地表) からの深度によって磁性鉱物の量などが異

なることがわかった．2019年度からは，磁鉄鉱の結晶粒

径・磁区等を探る手法として新たに磁気特性測定装置

(MPMS) を使用した交流磁化率を始めた．試料の窯内で

の位置によって明らかに異なる交流磁化率の温度依存性

があることがわかった．結果の詳細な分析と解釈は今後

行うが，今後も測定を続けて行く予定である．

　
3. 庄田工田窯跡から出土した土器片の岩石磁気測定

　2018年度から発掘調査を行っている岡山県瀬戸内市の

庄田工田 (しょうだくでん) 窯跡から出土した土器片に

ついて，岩石磁気分析を開始した．この試料 (140点) に

ついては，白石教授ゼミにおいて2018年度までに約140点

の試料について蛍光X線による胎土分析 (土器の全岩化

学分析) と土器片の磁石に対する反応の程度を測定して

いる．今回は，上記の結果と対比できるように全点につ

いての磁気ヒステリシスと一部試料の熱磁気分析などを

行い，主に鉄の量と磁性，色等を比較することを目的と

している．2019年度には約50点のヒステリシスと4点の熱

磁気分析を行った．今後も作業を続ける予定である．

　
4. 復元窯で焼成した粘土の岩石磁気測定

　岡山県備前市を中心に制作されている備前焼は須恵器

(上記1～3の土器) をルーツとし，現在でも無釉で焼成

されている炻器である．備前焼作家の平川忠氏は古備前

(鎌倉期～) の復元を目的に自身で土窯 (登り窯) を復元

しており，実際に多くの作品をそこで焼いている．氏に

協力を仰ぎ，使用後の土器窯や粘土片を古地磁気・岩石

磁気測定に使わせて頂くことができた．今回は，中世ま

でに使用されていた粘土と近いものと考えられる粘土片

2種類を土窯で焼成した試料についての岩石磁気測定を海

洋コア総合研究センターで行った．今後は焼成時の挙動

について調べていく予定である．

5. 鹿児島県中岳山麓遺跡窯・表土の岩石磁気測定

　九州本土 南端の須恵器窯跡群である同遺跡で申請者

らは磁場観測を用いた埋没古窯の探査を行っている．地

中に埋まっている窯の古地磁気・岩石磁気特徴をつかむ

ため，すでに発掘されている窯 (荒平第2支群1号窯) の

古地磁気・岩石磁気を行っているが，そのうち，磁性鉱

物の同定に必要な熱磁気分析を共同利用で行った．

6. 鉱物標本，試薬の測定

　上記のように各種の試料に対して古地磁気・岩石磁気

測定をしてきたが，解釈が困難なデータを見ることが増

えた．そこでそれらの磁性の文献値を確認するとともに，

鉱物標本や試薬を使って，自分たちが測定している測定

法・環境下における挙動を確認する必要が生じた．そこ

で，手持ちの試薬や鉱物標本等 (磁赤鉄鉱：Maghemite
など) の真空中・空気中における高温での振る舞いや磁

気ヒステリシスを測定した．

採択番号　　19A015，19B013

研究課題名　考古学資料等を用いた古地磁気・岩石磁気学測定による地磁気記録物質と土器焼成環境の解明

氏名・所属 (職名) 　　畠山 唯達・岡山理科大学 情報処理センター (教授)
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【研究目的・期待される成果】

The proposed research aimed at evaluation of compaction
in chert beds in order to correct for possible paleomagnetic
inclination shallowing in this type of rocks. The align-
ment of different magnetic phases in chert was investiga-
ted using the set of anisotropy measurements (anisotropy
of magnetic susceptibility, anisotropy of remanence and
anisotropy of high-field isothermal remanence).
Such set of measurements was planned to be used in
separating contributions from paramagnetic (detrital), low
coercivity ferromagnetic (detrital + early diagenetic) and
high coercivity hematite pigment (authigenic) phases into
anisotropy fabrics.

【利用・研究実施内容・得られた成果】

Comparison of different types of anisotropy showed that
anisotropy ellipsoids are similar in all types of measure-
ments. However, for all studied samples, the observed the
shape and orientation of the anisotropy ellipsoids deviated
from the expected for the normal sedimentary fabrics
affected by compaction (such as near-vertical minimum
principal axis (Kmin)). Such deviations indicate that the
anisotropy of the studied rocks reflects tectonic deforma-
tion fabrics, and thus cannot be used in evaluation of
primary sedimentary compaction processes.

採択番号　　19A016，19B014

研究課題名　Anisotropy-based evaluation of compaction and inclination shallowing in siliceous sediments

氏名・所属 (職名) 　　Abrajevitch Alexandra・愛媛大学 理学部 地球科学科 (講師)
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【研究目的・期待される成果】

　本研究ではモンゴル南東部のシネフダグ地域に露出す

る白亜紀中期 (約1億2千万年前) の湖成層 (シネフダグ

層) と，米国ユタ州北部のインディアンキャンヨン地域

に露出する始新世前期 (約5千万年前) の湖成層 (グリー

ンリバー層) を対象とする．白亜紀中期および始新世前

期は，大気二酸化炭素濃度が現在の約4倍に達し，極域に

も氷床が存在しない，極端な温暖化が進行した“温室期”

として知られる．両湖成層は，年縞 (ねんこう) が保存

されるため年～十年オーダーの古気候変動が解析可能で

あるのに加え，地球軌道要素変化を反映した万年～十万

年オーダーの岩相変化が見られることがこれまでの研

究で明らかになっている (Hasegawa et al., 2018, Island
Arc; 日本地質学会2019年論文賞を受賞)．さらに年縞の

解析とX線顕微鏡 (XGT-5000) を用いた主要元素組成変

動の解析により，白亜紀中期のシネフダグ層には太陽活

動周期を反映した十年～千年スケールの気候変動も見ら

れることが分かってきた．

　そこで本研究では，XRFコアスキャナー (Itrax) を用い

た高時間分解能な主要・微量元素組成変動の解析と，XRD
(X'pert PRO) を用いた鉱物組成の解析，CNS分析による

湖生物生産因子の解析を併せて行うことにより，白亜紀

中期および始新世前期“温室期”における，十年～十万

年オーダーという幅広い時間スケールにおける陸域中緯

度域の古気候変動 (降水量変動と気温変動) の復元を試

みる．そして，これまでの研究から明らかになった十年～

千年スケールの変動が，より長期間ではどのように変動

しているのかを解明する．本研究は，現在よりも大気二

酸化炭素濃度が高く，極度な温暖化が進行した“温室期”

には，十年～千年スケールの気候変動がどのように挙動

していたのかを，代表者が発見した年縞湖成層を用いる

ことで実証的に明らかにしようとするものである．本研

究の成果は，温暖化が進行する地球の気候システムの将

来像を予測する上でも重要である．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本年度は，昨年度に引き続き，モンゴルの白亜紀中期

湖成層 (シネフダグ層) のコア試料 (CSH01とCSH02) を

対象とした，XRFコアスキャナー (Itrax) を用いた超高時

間分解能な主要・微量元素組成変動の解析に注力した．

CSH01の30m区間 (約30万年区間) とCSH02コアの60m区

間 (約45万年区間) に対して，500m間隔 (約5年の解像

度) で測定を行った．得られた分析結果を解析したとこ

ろ，まずCa/Ti比がシネフダグ層に見られる岩相変化であ

る，頁岩－ドロマイト互層に非常に良く対応しており，Ca/
Ti比は蒸発量/降水量変動のプロキシーとして有用である

ことが明らかになった．このCa/Ti比の変動は，約2m毎に

増減する地球軌道要素変動 (特に歳差運動周期) を反映

していると共に，百年～千年スケールで急激に増減する

変動も見られることが明らかになった．特に千年スケー

ルで蒸発量/降水量が変動する様子は，氷期に見られる急

激な気候変化 (ダンスガードサイクル)と類似しているこ

とを見出した．このことから，温暖化が進んで極域氷床

が融解した温室期においても，千年スケールで気候が不

安定的に変動していることを示すと解釈し，現在Nature
geoscience誌に投稿中である．またCa/Ti比の他にも，Na/Ti
とK/Tiが化学風化のプロキシーと，さらにP/Tiが風強度

の変化に伴う湖底還元度のプロキシーとして有用である

ことを見出し，これら3つのプロキシーが地球軌道要素変

動を反映した独自の挙動を示すという興味深い結果を得

た．このことに関しては，今年度は実施できなかったCNS
分析を進めることにより，今後更に検討して行く予定で

ある．

　本年度はまた，アメリカの始新世前期～中期の湖成層

(グリーンリバー層) を対象として，X'pert PROを用い

た鉱物組成変動の解析も行った．そして，グリーンリバー

層上部に見られる10～20cm毎に互層するチャート層が，

太陽活動周期 (1000年＆2300年) を反映した湖表層生物

生産量の変動を反映していることを明らかにした．また

湖底でチャート層が形成されるプロセスに，藻類起源有

機物の腐食と，それに伴う湖底堆積物中の間隙水のpH
変化が関係していたことを明らかにした．この成果は

Scientific Reports誌に公表し，名古屋大学と高知大学で共

同プレスリリースを行った．またグリーンリバー層の鉱

物組成分析 (300試料) の結果からは，より長期的な数万～

数十万年スケールの湖環境の変動と，始新世前期～中期

における全球的気候変動との対応関係も明らかになって

おり，近くPEPs誌に投稿する予定である．

　以上のように，白亜紀と始新世の湖記録を比較検討す

ることで，地質時代の代表的な“温室期”における，十

年～十万年スケールの気候変動を実証的に明らかにして

いく．
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【研究目的・期待される成果】

　100万年スケールの地球磁場変動は地球深部ダイナミク

スや表層環境の変動と深い関わりがあると考えられてい

る．しかし，そのような長周期の地球磁場強度の変動は，

逆転頻度の変化などの古地磁気方位に関する情報と比較

してよくわかっていない．長周期の古地磁気強度変化を

とらえるには，冷却時間が長く短周期の変動を平均して

記録している深成岩類を試料として用いることが有効で

あると考えられる．しかし，深成岩を用いた古地磁気強

度研究は試料の変質・風化や粗粒なマグネタイトの影響

から困難である場合が多い．そこで近年，これらの影響

を受けにくいケイ酸塩鉱物単結晶を用いた古地磁気強度

研究が行われている．申請者らは，これまでに白亜紀スー

パークロン中期の花崗岩試料 (福島県阿武隈山地，100Ma)
から分離した斜長石の古地磁気強度実験を行い，～90ZAm2

という平均磁場強度推定値を得ることができた (Kato et
al., 2018)．本研究では，スーパークロンではない，逆転

が頻繁に起きていた時期の平均磁場強度の推定を行う．

試料は，前年度に行った岩石磁気測定から古地磁気強度

実験に適することがわかっている，山梨県丹沢地域の斑

レイ岩中の斜長石を用いる．得られる結果は500万年前の

平均的な磁場強度とみなすことができるため，白亜紀スー

パークロン中の平均磁場強度と比較することでダイナモ

シミュレーション研究から提案されている逆転頻度と平

均磁場強度の関係を検証することが可能となる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　深成岩に含まれる斜長石を用いた古地磁気強度実験を

行うため，岩石磁気測定による適した試料の探求，およ

び予察的な古地磁気強度実験を行った．前年度に行った

測定により，道志ハンレイ岩 (山梨県・5Ma) に含まれる

斜長石が古地磁気強度実験に適していることが分かって

いる．しかし，この測定に用いた試料は研究協力者から

譲り受けたものであり，正確な採集地および採集時の状

況，保管状況が不明であった．そのため，2019年5月に改

めて試料採集を行い，以下のように古地磁気・岩石磁気

測定を行った．

　まず，定方位のコア試料として採取した全岩試料の自

然残留磁化測定を，スピナー磁力計を用いて行った．結

果得られた方位はばらつきが大きいものの逆磁極期を示

し，初生的な磁気記録がある程度保存されていることが

示唆される．次に，全岩のブロック試料を砕いて斜長石

を分離したものに対し酸処理を施し，以下の岩石磁気測

定を行った．斜長石に含まれる磁性鉱物の推定は磁気特

性測定装置 (MPMS) を用いた低温磁気測定により行った．

含まれる磁性鉱物の磁気的な粒径の推定は低温磁気測定

および磁場勾配磁力計 (AGM) を用いた磁気ヒステリシ

ス測定により行った．残留磁化測定には個別試料型超伝

導岩石磁力計 (SQUID) を用いた．段階交流消磁および

非履歴性残留磁化の着磁実験には，交流消磁装置を用い

た．段階熱消磁および熱残留磁化の着磁実験には，熱消

磁装置を用いた．これらの測定の結果，新しく採取した

試料は前年度に測定を行った試料と比較し，含まれるマ

グネタイトの磁気的な粒径が大きく保磁力が低いことが

分かった．そのため，当初予定していた綱川－ショー法

による古地磁気強度実験には適さないと考えられる．今

後，テリエ法のバリエーションによる古地磁気強度実験

を試みる予定である．

　申請者は2019年10月に東京工業大学地球生命研究所に

異動し，同大学地球史資料館に保存されている西オース

トリア・ピルバラで採取された先カンブリア時代の斑レ

イ岩試料についても測定の機会を得た．3つの岩体の試料

について，上記の道志斑レイ岩と同様に斜長石を分離し，

岩石磁気測定を行った．うち1つの試料については，斜長

石から離溶したマグネタイトによると考えられる高い保

磁力を示したため，7粒の斜長石に対しショー法により予

察的な古地磁気強度実験を行った．結果は34-122 uTと大

きなばらつきを示した．今後，試料の熱履歴の検討と古

地磁気強度実験の結果の採用基準の設定を進める．
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【研究目的・期待される成果】

　近年の人為起源による大気CO2濃度上昇により，地球温

暖化は社会問題となっている．しかし2000年以降の世界

の平均気温の停滞や， 近の偏西風蛇行や大気ブロッキ

ングによる猛暑・厳冬といった異常気象の頻発により，

地球の気候システムは単純な温暖化傾向を示すのではな

く，太陽活動 (太陽黒点の11年周期など) に起因する十

年規模変動が重要であることが指摘されている．応募者

らのこれまでの研究により，モンゴル中央部および南西

部の湖底堆積物は，太陽活動変動に起因した降水量変動

を記録する可能性が明らかになった．さらに，モンゴル

南西部のオログ湖で2017年1月に採取した掘削コア試料

(1.5 m×計26本) を対象に，X線CTやXRFコアスキャナー

(Itrax)，マルチセンサーコアロガー等の分析を行った結果，

終氷期に起こったダンスガードオシュガーイベントの

ような急激な気候変動に対するシベリア南部の永久凍土

の動態を記録している可能性が明らかになった (採択課

題18A032, 18A030)．

　そこで本研究では，2019年3月1～5日にモンゴル北西部

のサンギンダライ湖で採取した掘削コア試料 (1.5m×計

16本) を対象とし，X線CTやItrax，MSCL等により，過去

数千～数万年間の同地域の気候変動記録を年～十年スケー

ルで高解像度に解析することを目的とした．さらに1cm毎

に分割した試料に対して無機化学分析 (XRF) や密度分析，

そして花粉分析も併せて行うことにより，過去数千～数

万年間のモンゴル北西部の環境変動を詳細に復元し，太

陽活動の変動が中緯度の大気循環を介して地球の気候変

動に影響するという作業仮説の検証を目的とした．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本研究では，モンゴル北西部・サンギンダライ湖で2019

年3月に採取した湖底堆積物コア試料 (19SD01～05; 1.5m×
16本) を対象とし，同試料から古気候変動記録を高時間

分解能で読み出すため，X線CTやXRFコアスキャナー (Itrax)，
マルチセンサーコアロガー等を用いて分析を行った．ま

た1cm毎に分割した試料に対して計50試料を選定し，花粉

分析を行った．そして抽出・同定された花粉種の割合か

ら植生帯の復元を行い，Itrax分析の結果と併せて比較考

察することで，同地域の古環境変動・植生変遷を復元し

た．

　まずItraxを用いて0.2 mm解像度で主要・微量元素組成

変動を測定し，得られた元素組成データとコア写真に基

づいて，5本のコアの対比と，複合コア柱状図の作成を行っ

た．その結果，コア間の未回収堆積物の間隙が一部に見

られるものの，ほぼ連続的な約13 m長の複合柱状図が構

築された．湖底堆積物の年代モデルは，土壌試料の14C年
代により算出した．分析が完了している表層コアの14C年
代によると，湖底面からの深度82cmは約2800年前に相当

し，堆積速度は約33cm/kyに相当することが明らかになっ

た．この堆積速度では，湖底堆積物の岩相が茶褐色泥か

ら緑灰色シルトに大きく変化する，深度約4mの層準が約

1万2千年前の退氷期に相当すること，また 深部 (深度

約13 m) は約3～3.5万年前頃に対応すると予想される．

　この暫定的な年代モデルと複合コアの岩相変化，Itrax分
析による元素組成変動，そして花粉分析による植生復元

の結果から，以下のような古環境変動と植生変遷が推定

された．湖底面からの深度4～13 mにおいては黒灰色砂と

緑灰色シルト質砂，茶灰色シルトの互層からなり， 終

氷期にサンギンダライ湖は浅い塩湖環境，もしくは湖が

干上がって氾濫原環境であったと考えられる．一方で深

度0～4 mでは茶褐色泥を主体とし，部分的に年縞と考え

られるラミナも発達していた．したがって，完新世には

現在のサンギンダライ湖と同様に，湖水位が高く湖底が

還元的な環境が維持されていたと考えられる．またItrax分
析による元素組成変動を見ると，炭酸塩量を示すCa/Ti比，

湖底還元度の指標となるMn/Fe比，砂量を示すSi/Ti比，

そして凍土融解の指標となる硫黄量S/Ti比から，岩相変

化だけでは判別が困難な定量的な古環境変動が明らかに

なった．例えば，B/AやDOサイクルの亜間氷期のような，

終氷期における突発的な温暖化イベントに対応して，

干上がった氾濫原の環境から，相対的に湿潤な塩湖環境

に変わったことが示唆された．さらに花粉分析の結果と

併せると， 終氷期にはステップ・砂漠植生が支配的な

乾燥環境であり，湖水がほぼ干上がった氾濫原環境と，

湖水位の低い塩湖環境であったこと，一方で，完新世に

は凍土融解によって比較的湿潤でステップとタイガ植生

が混在する環境であり，現在と同程度の湖水位が高く湖

底が還元的な環境に変わったことが示唆された．

　この研究の成果は，高知大学理学部地球科学コースの

卒業論文や，国内学会 (JpGUや花粉学会) や国際学会

(INQUA2019) で発表したほか，今後は国際誌への投稿・

公表も進める予定である．またItrax分析に関連する高含

水率試料のX線強度補正に関する論文をSedimentology誌
に出版した (Katsuta et al., 2019)．

採択番号　　19A019，19B0017

研究課題名　モンゴルの湖沼堆積物から探る過去数千～数万年間におけるアジア中緯度域の気候変動と太陽活動との

関係性
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【研究目的・期待される成果】

　銀河宇宙線量と下雲量の正の相関 (スベンスマルク効

果) は，太陽と地磁気が銀河宇宙線を介して気候変化を

もたらす可能性を示す．本研究は地質時代の気候を利用

して，太陽や地磁気が地球の気候に影響を及ぼしたかど

うかを調べ，同効果の不偏性を検証するものである．

　共同利用施設では，湖沼堆積物，海成層の陸上掘削コ

アの古地磁気分析を行って，主に地磁気の逆転，エクス

カーションの検出を行う．また，逆転やエクスカーショ

ンが見つかった堆積物試料について岩石磁気実験を行っ

て磁化を担う磁性鉱物を特定する．さらに，太陽活動周

期が見つかっているコアについて高解像度の古環境デー

タを得るために，MSCLを用いてガンマ線密度の測定を行

う．

　期待される成果として，水月湖年縞堆積物コアFukui-
Suigetsu SG14からは，後期更新世末期の複数の地磁気エ

クスカーションの検出が見込まれる．古琵琶湖層群のコ

アKT1からは，Matuyama-Brunhes地磁気逆転磁場変動の検

出が期待される．千葉セクションコアTB2の古環境データ

の増強によって地磁気逆転期の寒冷化の後，急激な温暖

化にいたる期間の古海洋環境が解明される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　水月湖年縞堆積物コアFukui-Suigetsu SG14のLL-channel
試料の段階交流消磁による古地磁気分析の結果，これま

でに更新世 末期に地磁気エクスカーションの存在が示

唆されていた．本年度は熱消磁実験による古地磁気解析，

熱磁気分析・ヒステリシス測定・等温残留磁化 (IRM) 獲

得実験による岩石磁気分析を行って古地磁気記録の検証

を行った．まず，異なるHoleのコアの，エクスカーション

が報告された深度に相当する部分からキューブ試料を18

個採取し，680℃までの段階熱消磁実験を行った結果，3

個から信頼できる古地磁気ベクトルが得られ，残りから

は得られなかった．得られなかった理由として考えられ

るのはコア採取後4年が経過しており，強磁性硫化鉄鉱物

は変質した可能性がある．実際に自然残留磁化強度は数

分の1から1/10以上減少しており，その可能性は高い．熱

磁気分析によるJsTカーブは試料にMagnetiteとGreigiteが含

まれることを示した．これは段階熱消磁実験の結果とも

調和的である．IRM成分分析により，すべての試料が中

央保磁力 (B1/2) が20～40mTの低保磁力成分と，80～100

mTの中保磁力成分を持つことが分かった．これは，低保

磁力成分を担っているのがMagnetite,中保磁力成分を担っ

ているのがGreigiteと考えられる．この2つの成分の中央保

磁力値が大きく離れていることから，段階交流消磁実験

データを40mT以下と以上の消磁レベルのデータに分けて

主成分分析した結果，magnetiteが担うエクスカーション

の存在が明らかとなった．また，エクスカーションが示

唆されていた3個のうち2個については，砂など薄いイベ

ント層の影響であることが分かった．41ka付近のエクス

カーションについても熱磁気分析，IRM獲得実験により，

同じ結果が得られ，真のエクスカーションを示すことが

より明確になった．

　千葉セクションコアTB2の生物生産量に太陽活動周期

(約200年) が報告されている深度範囲の，ガンマ線密度

の測定を行ったが，生物生産量と同じ200年周期変動は示

さなかった．しかし，コア全体の，ガンマ線密度は，低

海水準期を除き生物生産量ときれいな逆相関を示した．

低海水準期は中新世の砕屑粒子が増えていることが分かっ

た．

　中国黄土高原Lingtaiのレス層のヒステリシス測定，FORC
の測定により，磁性鉱物の粒径が明らかになり，2つの国

際誌論文の受理に大いに貢献した．

　古琵琶湖層群のコアKT1の古地磁気分析により，Matuyama-
Brunhes地磁気逆転付近の詳細な古地磁気記録を得た．全

部で9回の地磁気小反転が起こっていることが分かった．

また，同地磁気極性境界は花粉化石データが示す，海洋

酸素同位体ステージ19の 温暖期の直下に位置すること

も明らかとなった．
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【研究目的・期待される成果】

　タービダイトの堆積年代決定には，基底部の粗粒層直

下の半遠洋性泥中の微化石やテフラが一般に用いられる．

砂質タービダイトでは肉眼で基底部を認定することがで

きるが，泥質タービダイトではタービダイト層自体の存

在を肉眼で確認することが困難な場合がある．その場合

でも，X線CTスキャナは堆積構造や粗粒層の存在を知る

有力な装置と言える．さらに，砕屑物の化学組成変化は

タービダイトの基底部の位置の特定のみならず，タービ

ダイト泥と半遠洋性泥の間の位置の推定に有効である可

能性がある．

　本研究ではX線CTスキャナとXRFコアスキャナ (Itrax)
を用いて，タービダイト層を含んだ堆積物コアを非破壊

で測定し，タービダイトと半遠洋性泥の測定事例を増や

し，密度と化学組成の変動の差異を明らかにするととも

に，タービダイト／半遠洋性泥境界の認定手法の確立を

目指す．

　期待される成果としては以下が挙げられる．まず，ター

ビダイト基底と半遠洋性泥の境界の認定は，粒度分析が

も基本的な手法と言えるが，高密度の測定には労力を

要する．本研究により泥質タービダイトの基底部の認定

手法が確立されれば，非破壊による迅速な作業が可能と

なり，タービダイトを用いた古地震研究の進展が期待さ

れる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　目的で述べた通り，X線CTスキャナおよびXRFコアスキャ

ナを用いてタービダイトの下底面における密度および化

学組成の変化を調べた．過年度の共同利用 (18A022,

18B021／地震性泥質タービダイトを用いた地震履歴推定

の試み) では，熊野沖のコアにおいて，基底部のCT値の

上昇と鉄の組成ピークが一致しない現象が明らかとなっ

ており，まず再現性を確認するため，同試料 (熊野沖KH-14-8

PC03) から得たUチャンネル試料を用いて，基底部のCT
値上昇と鉄の組成ピークが一致しない箇所の再測定を行っ

た．結果として，両者のピークに大きなズレは認められ

なかった．しかし，以前の測定は半裁面で行ったのに対

して，層準は同じものの新たにUチャンネルで分取したも

ので変形の影響も考えられ，引き続き検討が必要である．

なお，この測定では表面の影響を評価するため，1度目の

測定の後で，表面を約0.5 mm削り，再度測定を行った．

結果は化学組成の変動に有意な差は認められなかった．

　上記の熊野沖のコアより陸に近い地点のKS-12-34航海

のピストンコア試料およびマルチプルコア試料は，2012

年度の共同利用においてX線CTスキャン画像を取得済み

で，今回はXRFコアスキャナ測定を行った．これらのコ

アでは，Feの変動はCT値の 大と一致してピークを持つ

場合と，両者のピークがずれてFeのピークがCT値のピー

クよりやや上位になる場合が見られた．しかし，上記の

コアで報告した大きくずれる現象はこのコアでは認めら

れなかった．また，本コアでは，堆積物中の全有機炭素

(TOC) の放射性炭素年代の高密度測定を別途行った．こ

れら3種類のデータの相互の比較は，イベント層の基底の

位置の認定に加えて，イベント層の上限である半遠洋性

泥との境界の位置の推定に有効であることが分かった．

また，全有機炭素の放射性炭素年代の補正値を用いるこ

とで，火山灰層や有孔虫化石の放射性炭素年代測定では

年代決定の難しい層準においても従来に比べて精度の高

いイベント年代を得られる可能性が示された (2019年度

の日本地質学会で報告)．

　銚子沖KS-15-2 PC01, MC01試料，KH-19-5 MC03試
料はX線CT撮影のみ行った．銚子沖試料のX線CT画像の

うち，ピストンコア試料では12試料中の8試料にフローイ

ンによる構造が認められた．残りの試料には激しい生物

擾乱が見られ，明瞭なタービダイト層は認められなかっ

た．

採択番号　　19A021，19B019
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【研究目的】

　本研究は富士火山過去3200年間に噴火したとされる溶

岩及び火山噴出物48層を対象とし，古地磁気・岩石磁気

学的特徴から，富士山の噴火史を明らかにすることを目

的としている．

【期待される成果】

　申請者は富士山山麓域において32層の溶岩及び火山噴

出物の試料を採取し，段階交流消磁実験 (AFD) と段階

熱消磁実験 (THD) を行っている．

　歴史時代噴火である宝永火砕丘，剣丸尾第一溶岩の古

地磁気方位は地磁気永年変化モデルJRFM2K.1と調和的な

結果が得られている．一方で，青木ヶ原丸尾溶岩など複

数層準は調和的ではない結果が得られた．交流消磁実験

からは安定な磁化成分が得られているが，自然残留磁化

を担う磁性鉱物の粒子サイズなど岩石磁気的特徴から磁

化成分の起源の検討を行うことにより，要因の解明が期

待される．

【利用・研究実施内容】

　令和元年12月20日から12月24日の期間中，海洋コア総

合研究センターの磁気天秤 (NMB-89) を用いて24試料の

熱磁気分析，振動磁力計 (MicroMag 3900 VSM) を用い

て134試料の磁気ヒステリシス実験を行った．令和元年度

に分析を行った研究試料は，山梨県富士山科学研究所の

スピナー磁力計 (ASPIN) を用いて段階交流消磁実験・段

階熱消磁実験を行った古地磁気方位測定用試料の溶岩・

火砕流堆積物及び宝永噴火の火山噴出物 (白色軽石，黒

色スコリア，黒曜石，溶結凝灰岩) である．

【得られた成果】

　富士火山の火山噴出物の磁気特性に関する基礎データ

を蓄積するため，熱磁気分析及び磁気ヒステリシス実験

を昨年度と同一条件で行った．熱磁気分析の結果，測定

したすべての試料の残留磁化は冷却時に獲得された熱残

留磁化であり，キュリー温度 (500-580℃) から主要な磁

性鉱物はチタノマグネタイトであることが推定される．

また，磁気ヒステリシス実験の結果，古地磁気方位測定

に用いた溶岩・火砕流堆積物は，Dayプロット上で分散せ

ず，Dunlop (2002a) によるマグネタイトのSD-MD理論混

合曲線上のPSD領域にプロットされる．本年度の測定結果

は，昨年度までの測定結果と同様に，火山噴出物の酸化

還元作用や冷却速度の違いが磁気特性に反映されている

ことが考えられる．

　令和元年度は，富士南東麓，御殿場口登山道沿いの野

外調査において，これまで富士火山の火山噴出物として

報告がない溶結凝灰岩を多数発見した．溶結凝灰岩は，

溶結レンズが発達した強溶結のものから白色軽石が偏平

していない弱溶結のものまで溶結程度に幅があり，赤色

酸化や類質岩片の有無など岩相にバリエーションがみら

れる．いずれも宝永噴火の白色軽石や黒色スコリアから

なるスラッシュ雪崩堆積物中に発見できることから，宝

永火口付近や火道内で形成された溶結凝灰岩が宝永噴火

時に取り込まれ，一度降下・堆積した後にスラッシュ雪

崩によって流された転石と考えられる．それらの熱磁気

分析は同一条件 (空気中，加熱・冷却レート10℃/分) で

行ったが，磁化温度曲線 (Js-T曲線) は可逆や不可逆なも

のなど様々なタイプが見られ，磁気ヒステリシス実験結

果を含めて現在検討中である．

　新たに発見した溶結凝灰岩は，初生的な産状こそ失わ

れているが，鉄チタン酸化物の産状や磁気特性，全岩化

学組成から宝永噴火初期の噴火様式やメカニズムを解明

する手掛かりとなりうると考えられる．今後，宝永噴火

のどの降下ユニット中に含まれているのかを野外調査か

ら明らかにし，電子顕微鏡観察や3軸IRMの熱消磁実験，

全岩化学組成分析から宝永噴火の噴火プロセスを解明し

ていきたい．
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【研究目的・期待される成果】

　海底熱水循環系の空間的な広がりは，熱水系の寿命や

流体の経路，地球冷却様式を推定する上で重要な要素で

ある．これまでの中央海嶺研究により，熱水変質に伴う

海洋性地殻の磁気的な特徴が，熱水循環系の分布や規模

と密接に関連している事が報告されている．しかしなが

ら，学際的な注目を集める超苦鉄質岩型や背弧型・島弧

型熱水系では，熱水変質に伴う磁性鉱物の挙動に関して

統一的な理解が未だ進んでいないのが現状である．磁気

観測等に基づいて熱水系の分布や規模を網羅的に把握す

るには，熱水系母岩の岩石磁気的手法に基づく証拠が望

まれる．本研究では，超苦鉄質岩型・背弧型・島弧型熱

水系を支える母岩の磁気的な特徴を明らかにする事を研

究目的とし，特に熱水変質帯における磁硫鉄鉱の有無と

磁化への寄与，蛇紋岩の岩石磁気的パラメーターと蛇紋

岩化度合いの関係を明らかにする．

　本研究による岩石磁気物性の制約は，広域探査で行わ

れる地磁気異常マッピングにおいて，詳細かつより客観

的な推定を行うことを可能にする．また，熱水系の磁気

的特徴が解明されれば，日本近海の海底熱水鉱床の分布

や規模の推定を可能にするだけでなく，生態系への影響

評価などを行う必要のない堆積物下に埋もれた海底熱水

鉱床を発見する有効な手法が確立されると期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　2019年度は中央インド洋海嶺で採取された蛇紋岩30試

料，ロス海で採取された堆積物5試料の岩石磁気分析を行っ

た．

　2019月4月8～16日の期間で，磁気天秤を用いた高温磁

気測定，VSMを用いた磁気ヒステリシス測定，AGMを用

いたFORC測定，MPMSを用いたZFC-FCおよびIRM cycling
測定を実施した．

　平成26年度から継続して実施している測定の結果とそ

の考察をもとに，超苦鉄質岩の岩石磁気特性と不均質性

を明らかにした．下記の学会において本研究成果を紹介

した．

　

*Fujii Masakazu, Okino Kyoko, Submersible magnetics
reveals relationship between off-axis volcanism and hydro-
thermal systems of the Kairei and Yokoniwa fields at the
Central Indian Ridge, Japan Geoscience Union Meeting
2019, Chiba, Japan, May 2019. (Poster presentation)

*Zhao, X.Y., Fujii M., Oda H., Zhao X., Understanding
the Heterogenic Magnetic Properties of Serpentinized
Peridotites: Indication of Serpentinization Processes?, 海洋

地殻-マントルの新たな実像:オマーン掘削から，海域観

測から-InterRidge-Japan研究集会-, 柏, November 2019.
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【研究目的・期待される成果】

　海底堆積物では有機物の分解に伴い，海底下の深さと

ともに還元的環境となり，鉄還元境界以深では磁性鉱物

の溶解が起きる．本研究は第一に，部分的な磁性鉱物溶

解が相対古地磁気強度推定に与える影響の評価を行うこ

とを目的とする．これは，鉄還元境界付近の堆積物の古

地磁気強度記録の信頼性向上のため重要であるが，従来

系統的な研究は行われていない．また，生物源と陸源の

磁性鉱物では還元溶解への耐性が異なると推定されるこ

とから，溶解途上の堆積物を用いることにより，それぞ

れの堆積残留磁化への寄与を分離できる可能性がある．

磁化獲得効率が異なると考えられるこれら2つの成分を分

離することは，堆積残留磁化の獲得機構解明のための重

要なテーマであり，信頼性の高い相対古地磁気強度推定

を行うために必要である．第二の研究目的は，還元溶解

を強く受けた堆積物でも，珪酸塩鉱物中に包有される磁

性鉱物が溶解を免れ，これらが古地磁気強度記録を担い

得る可能性の検証を行うことである．これらが古地磁気

記録を担い得ることが確認されれば，強還元環境である

ことを理由にほとんど古地磁気研究が行われなかった堆

積物コア，例えばIODPのレガシーコアが古地磁気学研究

に非常に役に立つ可能性がある．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　オントン・ジャワ海台で採取された2本のピストンコア

(MR1402-PC3, PC4) の古地磁気測定を行った．測定内

容は，自然残留磁化 (NRM) 測定，段階交流消磁，非履

歴性残留磁化 (ARM) の着磁と段階交流消磁，等温残留

磁化 (IRM) の着磁と段階交流消磁である．事前の磁化率

測定結果から，この2本のコアは還元による磁性鉱物溶解

のパターンが異なっていて，PC3ではある深度で一気に

溶解が起き，PC4ではコア深度とともに徐々に溶解が進

んでいると予想していた．ところが，古地磁気・岩石磁

気測定の結果，PC4では 下部及び一部にパルス状に磁

性鉱物溶解が起きている層準があるものの，コアの大部

分では溶解は起きておらず，磁化率の減少は炭酸カルシ

ウムによる希釈効果と陸源磁性鉱物の含有量の減少のた

めであり，それに伴い陸源・生物源磁性鉱物の量比が大

きく変化していることが判明した．そのため，このコア

は，陸源・生物源磁性鉱物の残留磁化獲得効率の違いと，

それの相対古地磁気強度推定への影響を研究するために

適したコアであることが判明した．

　コアPC4では，ARM及びIRMで規格化したNRM強度の

うち，短波長の変動成分は標準曲線PISO-1500と類似し，

相対古地磁気強度変動を保存しているように見える．さ

らに，特にARMによる規格化により求めた相対古地磁気

強度において，コア深度とともに減少するトレンドも認

められ，これが陸源・生物源磁性鉱物の量比のプロクシ

であるARM/SIRM比と逆相関していることから，陸源・

生物源磁性鉱物の量比の変化が相対古地磁気強度に影響

していると考えられる．相対古地磁気強度推定のための

NRM-ARM交流消磁プロットは下に凸の曲線となり，保

磁力の低い区間から求めたNRM/ARM (相対古地磁気強

度) が，保磁力の高い区間から求めたNRM/ARMよりも

深度とともに減少する度合いが大きい．磁性鉱物の起源

(陸源・生物源) と保磁力分布の関係の議論には，今後さ

らにFORC測定やIRM保磁力分析などの岩石磁気分析や

透過電子顕微鏡による磁性鉱物観察が必要であるが，今

年度の共同利用により，生物源・陸源磁性鉱物の堆積残

留磁化獲得効率の違いを解明するための手がかりが得ら

れたと考えられる．

　コアPC3から暫定的に求めた相対古地磁気強度は，標準

曲線PISO-1500と対比可能であった．磁性鉱物溶解が急

激に進む層準の前後で磁性鉱物粒径や陸源・生物源磁性

鉱物の量比が大きく異なるにもかかわらず，それが相対

古地磁気強度推定に大きな影響を与えていないように見

え，興味深い．今後さらに分析を進める予定である．

　熊野沖南海トラフで採取されたコア (KPC04) について

も，古地磁気測定 (NRMの段階交流消磁，ARMの着磁と

段階交流消磁) を行った．磁性鉱物の還元溶解は起きて

いないようであり，過去3万年程度の地磁気永年変動を記

録していると考えられる．
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【研究目的・期待される成果】

　産業革命以降，大気に放出された人為起源の二酸化炭

素 (CO2) が海水に溶解することで海洋酸性化が進み，現

在多くの海洋生態系への影響が懸念されている．中でも

炭酸カルシウム (CaCO3) の殻や骨格を形成する生物にとっ

ては，炭酸イオン濃度が減少するため骨格形成が難しく

なり悪影響が及ぶと予測される．しかし，その影響評価

がなされていない生物も多い．そこで本研究では，方解

石を棘や殻の主成分とし，日本の重要な水産資源の一つ

でもあるキタムラサキウニとエゾバフンウニを用いて飼

育実験を行い，その成長と棘の化学組成や構造の変化か

ら海洋酸性化の影響を明らかにすることを目的とする．

　本実験で用いたウニは，以下の5つの二酸化炭素分圧

(pCO2, atm) 条件で飼育したものである． (i) 2000,

(ii) 1000, (iii) 700, (iv) 350 (原海水), (v) 250 (アル

カリ添加区)．

　これまでMg/Ca比やSr/Ca比の測定により，種ごとの元

素含有量や各pCO2区における飼育条件での溶解量の違い，

または石灰化の影響を見てきたが，これらのウニに対す

る大気pCO2の変化を記録することが知られている13Cの影

響は報告されていない．炭酸カルシウムの殻や骨格を形

成する生物の13Cは，古環境解析等に用いられてきた一方，

高Mg方解石で作られている棘皮動物の骨格内の炭素は，

古海洋復元に有用であるかは定かではない．本研究によ

り，ウニの海洋酸性化の影響が大気pCO2の潜在的なプロ

キシになり得るか解明することが期待される．また，本

研究では1年以上にわたる海水掛け流し (開放系) の長期

飼育実験をしており，水温も変化しているため，18Oにつ

いても分析を行い，13C同様，18Oも古環境指標として有

用であるか検討することも目的とする．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本研究で使用した棘試料は，飼育期間中の2017年5, 8,

11月と2018年2, 5, 9月，および 2019年1月の計7ヶ月分

について，120-150g秤量の後，酸素・炭素同位体分析を

行った．分析の結果，棘の13Cと飼育条件のpCO2について，

逆相関関係が見られた (r 2 0.88)．一方，18OとpCO2の

関係については有意な関係は認められなかった (r 2 0.11)．

本研究では，約2年におよぶ長期飼育実験で得られたウニ

の棘を試料としているため，pCO2との関係だけではなく，

季節の違いに応じた13Cと18Oの変動を見ることができた．

その結果，13Cでは季節変化は見られないが，18Oには季

節変化が認められた．また，キタムラサキウニの殻長と

体重の成長率について13Cと18Oをそれぞれ比較すると，

どちらも正の相関関係を示した．

　炭酸カルシウムの殻や骨格を形成する生物の 13Cは大

気pCO2の潜在的なプロキシとして古環境復元に利用され

ており，高Mg方解石より作られている棘皮動物において

も，貴重な指標となり得ることが推察される．本研究か

ら13CはpCO2と逆相関になるが，季節変化は見られなかっ

た．これにより，棘の13Cは海水温の影響を受けずpCO2

のプロキシとなり得ると考えられる．Courtney and Ries
(2015) による熱帯に生息する種であるEchinometra viridis
を用いた研究では，棘試料と培養液の溶存無機炭素 (DIC)
の酸素同位体 (18Oe, 18ODIC)・炭素同位体 (13Ce, 13CDIC)

組成について分析したところ，Δ13C (13Ce-13CDIC) とpCO2

は正の相関になったという報告がある．本実験では海水

中の13CDICを測定していないため比較はできないが，13Ce

とpCO2の関係は本研究とCourtney and Ries (2015) の結

果で異なっており，種によって棘の13Cの変動パターンが

異なる可能性が考えられる．

　また，本研究では海水掛け流し (開放系) の長期飼育

実験をしているため季節変化による水温の変化を記録し

ているので，季節変化の見られた18Oについて水温指標と

して有用であるか検証した．ウニの棘の18Oは，pCO2の影

響は特に受けなかったが，春から秋にかけて値が低下し，

冬に向けて上昇する傾向が見られた．ウニの飼育に使用

された濾過海水掛け流し時の水温記録と比較したところ，

18Oは温度に弱い逆相関となっていることが分かった．こ

れはE. viridis を用いた実験結果とも整合的であった

[Courtney and Ries, 2015]．よって，ウニの棘の18Oは海

水温の変化を記録すると考えられ，古水温指標となるこ

とが期待される．しかし，水温指標としての実用化を目

指すためには更にデータを集める必要がある．

　また殻長と体重の成長率においては13C, 18Oのどちら

も正の相関が見られたが，E. viridis における石灰化率と

Δ13C,Δ18Oの関係は有意な逆相関であった[Courtney and
Ries, 2015]．また他の様々な石灰化生物についても石灰

化率とΔ13C, Δ18Oとの間に逆相関関係が見られるという

報告がある．(Δ13C: ウミユリ[Gorzelak et al., 2012]，浮

遊有孔虫[Bijma et al., 1999], Δ18O: イシサンゴ[Erez,
1978; Land et al., 1975; Weil et al., 1981])．石灰化率

は速度論的同位体効果の要因であり，生物起源の炭酸塩

中の安定同位体分別への影響を評価する上で，詳細に検

討していく必要があるだろう．
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【研究目的・期待される成果】

　本研究では日本周辺海域からベーリング海までの第四

紀のテフラの分布，さらに層序関係を北西太平洋の海底

堆積物から解明し，環太平洋火山帯沿いの第四紀テフラ

編年を確立することを目標としている．

　昨年から新たに房総沖で掘削されたCK09-03,C9010Eコ
ア中のテフラ層序の研究に取り組みはじめた．本コアに

は，伊豆諸島北部の新島，神津島，海底火山の大室ダシ

起源の流紋岩質テフラと，そのほかの玄武岩質テフラ，

また遠来の広域テフラが介在しているとみられ，それら

の層序・編年を海底コアで確立することにより，伊豆諸

島北部の火山活動史の年代観をより高精度に組むことが

可能になると見込まれる．本コアの研究は首都大学東京

火山災害研究センターの研究ミッションの一環で取り組

んでおり，東京都の島嶼部の火山ハザード策定に資する

ものと考えている．

　また，2011年後期以降2018年度までに，海洋コア総合

研究センターの共同利用研究として取り組んだドイツの

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Researchが
行った研究航海 SO202-INOPEXで太平洋中高緯度域およ

びベーリング海で採取されたコア試料のうち，特に千島－

カムチャッカ沖の試料について，追加分析，再分析が必

要な5試料程度を分析することを考えている．アラスカ半

島沖のSO202-27-6コアについては，Aoki (2020) が出版

された．

　IMAGES鹿島沖MD01-2421コア中の有孔虫洗い出し試料

の残渣を顕微鏡で観察したところ，肉眼での岩相観察で

は見落とされていた関東地方，西日本の火山起源と考え

られる複数のテフラ層準を発見している．2019年度は，

有孔虫洗い出し試料の残渣試料についてさらに下位の層

準，またこれまでの検鏡で検出した微小な火山ガラスの

主元素組成分析を継続する．

　また，2011年～2012年に本研究課題の一環として取り

組んでいた津軽海峡の下北沖で採取されたMD01-2409コア

中のテフラについて，下北半島で調査した際に新たな知

見をもとに，5試料程度を分析する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本研究では日本周辺海域からベーリング海までの第四

紀のテフラの分布，さらに層序関係を北西太平洋の海底

堆積物から解明し，環太平洋火山帯沿いの第四紀テフラ

編年を確立することを目標としている．

　2018年度から新たに房総沖で掘削されたCK09-03，C9010E
コアから314のテフラ試料を採取し，テフラ層序研究に取

り組みはじめた．伊豆諸島北部の火山活動史の年代観を

より高精度に組むことによって，東京都島嶼部の火山噴

火シナリオを議論するための基礎資料になるものである．

2019年度は研究の途中経過についてJpGU，日本第四紀学

会大会において発表し，現在投稿論文を執筆している．

　2011年後期以降研究してきたSO202-INOPEXコア試料の

一つであるアラスカ半島沖のSO202-27-6中のテフラ層につ

いて，Journal of Quaternary Science に投稿した論文が掲

載された．

　IMAGES鹿島沖MD01-2421コア中の有孔虫洗い出し試料

の残渣試料から，これまでの火山ガラスの主元素組成分

析の結果から浅間火山起源，鬼界アカホヤテフラと考え

られる火山ガラスが見つかっており，2016度の学会発表

で本コア中の男体山七本桜／今市テフラに対比されるテ

フラとともに浅間起源の火山ガラスの存在について触れ

た (青木・鈴木，2016)．また，2016年度から2017年度の分

析では，コア 上位の試料に混在している複数の火山ガ

ラスについて，SEM画像で分析粒子を個別に記録しなが

ら全火山ガラス粒子の分析を行った．有孔虫の炭素年代

から江戸時代後期以降の火山噴火に伴う火山ガラスと想

定され，浅間山，富士山のほかに，遠来と考えられる細

粒の火山ガラスの起源について，桜島大正噴火に由来す

る火山ガラスに相当するガラスを見いだし，2018年第四

紀学会大会で発表した．上記の結果について投稿準備を

すすめており，2019年度は浅間火山起源の噴出物の分析

結果について，Geographical Reports of Tokyo Metropolitan
University の55号に掲載された．

　2018年に下北半島で調査した際に津軽海峡の海と陸を

結ぶテフラ候補として採取した5試料を分析した．その結

果，原子力規制委員会 (2016) で示された下北半島にお

ける北海道南西部起源の濁川テフラ (Ng) の報告が間違っ

ていること，さらにこれまでに報告されているどのテフ

ラにも対比できないことを確認した．

採択番号　　19A026，19B024

研究課題名　北太平洋およびベーリング海の第四紀テフラ層序の確立

氏名・所属 (職名) 　　青木 かおり・首都大学東京 火山災害研究センター (特任研究員)

研究期間　　　　　　　2019/8/5-9，9/2-6，2020/3/23-25

共同研究分担者組織　　なし
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【研究目的・期待される成果】

Research Objectives:
 1- to investigate the carbon isotopic characteristics of the

foraminifera and their response to methane release in
the gas hydrate geological system and to correlate the
results with foraminifera at reference site

 2- To multi-proxy reconstruction of the Japan Sea ocea-
nography by creating foraminifera isotope profile and
sediment geochemistry.

Because cold seeps are a source of oceanographically and
atmospherically relevant compounds such as methane and
sulfide, a good comprehending on stable isotope compo-
sition foraminifera at cold seeps may help to identify
paleo-seeps. In addition, they will provide natural records
of potential environmental changes related to global tem-
perature change for predicting modeling of future climate
and that is why they were selected for this research.

【利用・研究実施内容・得られた成果】

During fiscal year 2019, I examined carbon and oxygen
isotope of fossil benthic and planktonic foraminifera based
on samples that obtained during 2015 Poseidon expedi-
tion cruise at Oki Trough in the southern part of the
Japan Sea using a GV Instruments IsoPrime stable isotope
ratio mass spectrometer coupled to a Multicarb automatic
sample treatment system at the Center for Advanced
Marine Core Research of Kochi University. Formerly, I
examined isotope geochemistry of several foraminifera
samples at Oki Trough (core K06R) in order to provide
an adequate amount of data for reconstructing the paleo-
ceanography of the Japan Sea during the last 850000 years
and to compare its oxygen isotope profile with the global
standard curve. During last year, I prepared the last parts
of the samples for my research at KCC, which are in
sample's waiting list due to IsoPrime's maintenance. With
the results I can get from the last experiment, my
experiment will almost be completed for this research and
currently I am working on processing the isotopic data with
other supporting data such as elemental analysis of fora-
minifera and water sample analysis and sediment data in
order to comprehend the paleoenvirionment as well as
bottom and sea surface temperature in hope to complete
my manuscript for this research.
In addition, during my last visit at KCC, I prepared
several samples of foraminifera for oxygen and carbon

isotope analysis based on the samples I obtained from core
14HC at cold seeps of Tatar Strait during 2018 LV85

expedition cruise in order to reconstruct the paleoenvir-
onment of the northern part of the Japan Sea and to
identify paleo-seeps at this area. These samples are in
waiting list due to IsoPrime maintenance.

採択番号　　19A027, 19B025

研究課題名　Research on the extent of living benthic foraminifera sensitivity to pore water anomalies at cold

seeps of Hidaka Trough and multi-proxy reconstruction of the Japan Sea oceanography by

foraminifera isotope analysis

氏名・所属 (職名) 　　Saeidi Ortakand Mahsa・明治大学 研究・知財戦略機構 ガスハイドレート研究所 (研究推進員)

研究期間　　　　　　　2020/1/20-25

共同研究分担者組織　　池原 実 (海洋コア)
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【研究目的・期待される成果】

　本研究の目的は古瀬戸内区に分布する古第三系につい

て，堆積相解析と年代の分析，また堆積物中の粘土・泥・

砂を分析することによって得られるデータから，当時の

古環境を推定することである．西日本における古瀬戸内

区の古第三系は，新第三紀以降の日本列島における活発

な活動によって散在的に分布していることが知られてい

る．そのため，堆積相解析や年代考証を含めた情報は十

分であるとは言えない．またこれらの層の関係性におい

てもデータが不足しており，不明瞭である．本研究にお

いては香川県小豆島および豊島に分布する古第三系土庄

層群について堆積相解析を行い，前年度に行った淡路島

における古第三系との比較を行うことを目的とした．

　小豆島および豊島地域周辺には，この時代に堆積した

陸成－海成堆積物が分布する．このうち，泥・粘土など

の細粒堆積物内には硫黄 (S) が含まれている．陸成泥質

堆積物では全硫黄含有量が0.3％未満であるのに対し，海

成泥質堆積物では0.3％以上の数値を示すことが知られて

いる．このため，泥質堆積物の全硫黄含有量分析を行う

ことは，堆積当時の環境指示成分として扱う事が出来る

と考えられる．また，C/N比は有機物を生産する生物種

の違いを反映することから，陸域および海域のどちらの

有機物生産が優勢であったかを分析するために有効であ

る．この分析を行うことにより，地質踏査によって得ら

れた情報および，堆積相解析による古環境の推定に更な

る補強を行うことが期待される．

意義；西日本における古第三系は，新第三紀以降の日本

列島の活動のために分布に乏しく，様々な検討がなされ

ている．そのうち，古第三系土庄層群は渦鞭毛藻および

貝化石による年代決定はある程度なされてはいるものの，

その堆積環境および堆積年代，またその他の地域におけ

る古第三系との比較は十分になされておらず，この時期

における古瀬戸内区の古環境変遷は不明瞭である．従っ

て，古瀬戸内区における古環境変遷の理解のためには，

散在的に分布するこれらの古第三系における詳細な年代

の決定および堆積相の比較，およびそれによって得られ

る古環境の変遷について明確にする必要がある．そのた

めにも，本調査地域における堆積相・堆積環境を明確に

決定することは，古瀬戸内区における古環境変遷を解明

するために重要な課題であると考える．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　四国地方が位置する西南日本では，漸新世から中新世

にかけて生じた四国海盆の形成や日本海の拡大に伴う活

発な構造運動により，新生界の多くは散在的に分布する

ことになった．その結果，四国地方における古第三系お

よび新第三系の古環境の復元は年代的な考察と比較して

不十分であり，中でも四国地域の土庄層群と讃岐層群の

関係や土庄層群内の層序については未だ議論が多い．そ

こで本研究では四国地域における古第三紀から新第三紀

の堆積物が分布する香川県北部の小豆島・豊島地域に分

布する古第三系土庄層群 (Saito, 1962) の海成層～陸成

層および，讃岐層群下部の凝灰角礫岩・凝灰岩を対象と

して，地質踏査および調査を行い，岩相の記載を行った．

また堆積相解析を行い，小豆島および豊島の土庄層群に

ついてそれぞれ比較を行った．また同様に，瀬戸内区に

分布する古第三系である淡路島における神戸層群岩屋層

においても同様の調査を行った．結果として，香川県豊

島および小豆島土庄層群の堆積期において2回，淡路島岩

屋層の堆積期において1回の海進が生じていたことを推定

した．また調査地域において，泥質岩を採取し，CNS分析

を行った結果，有機炭素および総硫黄含有量は堆積環境

と関係することがわかった．これらの結果から層序の対

比を行った．先行研究における豊島・小豆島の土庄層群

の対比においては，陸成層の伊嬉末層と豊島層下部，海

成層の四海層と豊島層上部～唐櫃層が対比される (奥村・

佐藤，1999；坂東・古市，1978) とされてきた．しかし

本研究においては，陸成層～海成層の伊嬉末層と豊島層

が対比され，その上位の陸成層～海成層を示す四海層と

家浦層～唐櫃層が対比されるとすることが妥当であると

推定した．また古流向の測定から，伊嬉末層および豊島

層堆積期には南東に向かって開いた湾が存在しており，

海進期においては小豆島の方が先に海域が入ってきたこ

とが推定される．しかしその後の家浦層および四海層の

チャネルの方向はおよそ南南西方向に向いており，この

ときの海進は南から海域の進行があったとみられ，豊島

の方が先に進水したことが推定された．本研究における

CNS元素分析の結果，堆積相解析によって得られた結果お

よび岩相，堆積構造や包有物との比較を行うことによっ

て，堆積環境推定に対しての支持を行うことが出来た．

特に総有機炭素 (TOC) については，堆積環境における

陸原生有機物の供給についての支持を行うことが出来た．

しかし全硫黄量 (TS) および全窒素量 (TN) については

まだ議論の余地があるほか，全有機炭素 (TOC) におい

ても，始新世から現在までの間に層序が受けた熱を含め

た続成作用による影響がどの程度であったのかという点

に関してはまだ議論の余地がある．

　

採択番号　　19A028，19B055

研究課題名　香川県小豆島・豊島における古第三系から得られた試料の元素含有量分析

氏名・所属 (職名) 　　山下 祐磨・信州大学大学院 総合理工学研究科 (修士課程2年)

研究期間　　　　　　　2019/8/19-25, 10/21-11/2

共同研究分担者組織　　吉田 孝紀 (信州大学)
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【研究目的・期待される成果】

　2011年の地震・津波をきっかけとして，全国各地で津

波堆積物の研究調査が盛んに行われるようになった．津

波堆積物の認定は，これまで堆積学的，古生物学的手法

を用いて行われてきた．しかしながら，これらの分析に

は多大な時間を要し，津波堆積物研究を津波防災計画に

反映するという社会の要求に対して迅速に対応すること

が現状では難しい．また，通常環境での堆積物と明瞭に

異なるイベント堆積物であれば肉眼で観察することがで

き，津波による堆積の可能性を検討することができるが，

近年の研究では津波が浸水しても堆積学的に明瞭な痕跡

を残さないことが明らかになりつつある．そのため，迅

速かつ高精度でイベント堆積物を地層試料中から識別し，

かつ津波起源である可能性を評価するための手法の開発

が望まれる．こうした考えに基づき，申請者らは高知大

学海洋コア総合研究センターの共同利用申請を行い，CT
画像，帯磁率，XRFコアスキャナー等の情報から，津波堆

積物の識別が可能かを検討してきた．そして，特にCT画
像は肉眼では観察されないイベント堆積物の識別に適し

ていること，海水由来の元素の濃集が見られる場合があ

ることなどが明らかになった．本計画では，未測定分の

試料分析を進めるとともに，Itraxコアスキャナーや-focus
X-ray CTを用い，より高精度の津波堆積物認定法につい

て検討する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　2019年度の共同利用では，宮城県東松島市，北海道浜

中町，青森県三沢市において採取された津波堆積物掘削

試料の分析を実施した．

　

　宮城県東松島市において，ハンディジオスライサーを

用いて採取した津波堆積物の柱状コア10本 (長さ1 m程度)

については，Itraxコアスキャナーと -focus X-ray CTを
用いて分析を行った．Itraxコアスキャナーから得られた

津波堆積物の柱状コア表面の元素分布より，元素ごとに

スペクトルの強度が，深度によって異なることが示され

た．このことから，各層中の元素分布は，層ごとに特徴

があることが示された．また，-focus X-ray CTによる内

部観察でも，層ごとの孔隙分布の特徴を可視化すること

ができた．得られた成果を用いて行ったデータ駆動型の

解析では，頻度分析や主成分分析などに対して数理統計

手法を用いることで，従来の堆積学的，古生物学的手法

では得られなかった未判別の津波堆積物の層を判定・判

別することができた．本研究で実施した分析及び解析を

用いることで，高精度での地層試料中におけるイベント

堆積物の識別判別方法を提案することが可能である．

　

　北海道浜中町において採取された複数個の柱状コア試

料について，CTによる非破壊分析を行った．各柱状コア

試料には泥炭層とそれに挟在する2層の津波堆積物 (17世

紀と12～13世紀に形成されたと推定される) が確認でき，

CT画像から津波堆積物中のラミナ等の構造を詳細に確認

することができた．また，1 mm間隔で撮影したCT画像を

用いて津波堆積物と泥炭層の境界部を3次元的に復元する

ことで，津波による泥炭層の侵食の様子を可視化できた．

さらに，同じ地域で採取された泥炭層でも含砂率や植物

量に差があることがCT画像から確認できた．この差異は

泥炭層の堆積環境を議論する際，重要になると考えられ，

CTを用いることでそれらの情報について試料を破壊する

ことなく得ることができた．

　

　青森県三沢市において採取した柱状コア試料について，

CTを用いた分析を行った．分析した柱状コア試料中には

砂丘砂層，砂丘上に形成された土壌層，2011年東北地方

太平洋沖地震による津波堆積物が認められ，それらの堆

積構造についてCT画像を用いて確認した．その結果，2011

年東北地方太平洋沖地震による津波堆積物からはラミナ

や級化構造といった，津波堆積物に特徴的な堆積構造を

確認することができた．本地域では，2011年東北地方太

平洋沖地震津波後から継続して調査を実施しており，今

回得られた情報から津波堆積物の堆積後の経年変化につ

いても議論できると考えられる．

採択番号　　19A031，19B028

研究課題名　非破壊分析手法を用いた津波堆積物同定技術の開発

氏名・所属 (職名) 　　山田 昌樹・信州大学 理学部 理学科 地球学コース (助教)

研究期間　　　　　　　2019/9/4-6，9/10-11

共同研究分担者組織　　後藤 和久 (東京大学)，駒井 武，中村 謙吾，石澤 尭史 (東北大学)

　　　　　　　　　　　西村 裕一 (北海道大学)，石村 大輔 (首都大学東京)，他　学生2名
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【研究目的・期待される成果】

　地震発生メカニズムの理解および地震発生場と大深度

地下生物圏の関係の解明を目的として，2017-2018年に，

ICDP DSeis計画 (Drilling into Seismogenic zones of
M2.0-5.5 earthquakes in South African gold mines；申請

者が代表者) が行われた．南アフリカのモアプ・コツォ

ン金鉱山では，その下 (地下約3.5～7km) を破壊した2014

年M5.5オークニー地震 (左横ずれ型) の余震発生帯上縁

部とその周辺の掘削調査が，同鉱山の地下約2.9kmから行

われた．

　Hole A (817m長) はM5.5地震と余震とをホストした地

質構造 (以下M5.5ホスト構造) に約100mまで迫ることが

できたが貫通することができなかった．しかし，West Rand
層群Jeppestown Sub GroupのRoodepoort，Crown，Babrosco
層 (29億年前) とそれらに貫入したDolerite質のシルをほ

ぼ100％回収することができ，孔内物理検層を行うことも

できた．掘削トレンドを少し変更したHole B (700m長)

とSidetrack孔 (Hole C 96m長) は，Hole Aと同じ地層を

掘進し，Hole Aには見られなかったM5.5ホスト構造と

交差することができた．交差部付近ではコアロスが数m分

発生したがそれ以外はコアを回収することができた．し

かし，Hole BとCは，孔が閉塞したため，閉塞部とその奥

の孔内物理検層を行うことができていなかった．コアの

CTスキャン等の追加分析も行えると理想的であった．

Hole BとCは，孔内光学テレビューワ－での観察ができな

かったためコアの定方位ができていなかった．残留磁気

で定方位ができるかどうかを評価する必要もあった．そ

こで，Hole BとCのM5.5ホスト構造交差部近辺 (Crown
層 (約29億年前の安山岩質玄武岩溶岩層) とDoleriteシル

とLamprophyreダイク) と，比較のためのHole AのCrown
層とDoleriteシルを日本に輸入することにした．本研究の

目的は，高知大学海洋コア総合研究センター (以下KCC)
の優れたスタッフのお力添えを頂き，優れた設備で，こ

れらのコアの物理・化学物性と断層構造の詳細を明らか

にすることであった．

　地震発生場の掘削とこれだけの量のコア試料回収に成

功した例は他にないため，ユニークな成果が得られると

期待されていた．

【得られた成果の概要】

　南アフリカからKCCに輸入されたものは，Hole A，B，
およびCの，総掘削長約150mの区間から回収された約140m
長分のコア，総重量約880kgであった．これらはM5.5ホ

スト構造を含むもので，各コアピースは，Intactなコアで

も数十cm長より短く，断層角礫や断層ガウジはcm大から

粉末状のものまでを含んでいた．輸入されたすべてのコ

アに対し，MSCL (密度・磁化率・線) および医療用X
線CTスキャンを行った．M5.5ホスト構造のtalc含有量に

違いがあるコアや，熱水変質しているコア，条線が見ら

れる破断面を持つコアについては，micro-focus X線CTス
キャンを行った．

　M5.5ホスト構造と交差したHole BとCでは，交差地点

の少し手前で孔が閉塞し，孔内物理検層を行うことがで

きていなかった．KCCでは，孔の閉塞部から約30～40m
奥までのコアに対しMSCLによって密度・磁化率・線分

布を測定することができ，貴重なデータを得ることがで

きた．

　昨年度のうちに，M5.5ホスト構造で回収された断層ガ

ウジや周囲の岩石についてXRD分析ができていた．これ

らのサンプルに対しXRF分析を加え，XRDの鉱物解釈を

補強することができた．talcを多く含むコアには，弾性波

速度も測定した．

　これらの結果，M5.5ホスト構造が，マントル起源の

Lamprophyre Dykeであることを地球化学物性的・鉱物学

的に特定することができた．このLamprophyre Dykeは物

理物性的にも顕著な違いを持っていることも明らかにす

ることができた．

　Dolerite質のシルの残留磁気を基準にするとHole Bや

Hole Cのコアの定方位が出来る可能性があることも確認

できた．

　

【利用・研究実施内容の概要】

　2019年5月15日～2019年5月16日:ゴールデンウィークに

小笠原が南アからチェックイン荷物で持ち帰ったコアサ

ンプル数kgに対し，予備解析として高知大学海洋コア総

合研究センター (以下KCC) でMSCL (密度・帯磁率・

線) とX-Ray CTスキャンを実施した．

　2019年6月:5月のKCCでの予備分析の経験を考慮に入れ，

南アフリカにおいて，輸出すべきコアの 終選別とラベ

リングとパッキングを完了した．

　2019年9月10日:船便で神戸に到着したコアが，通関後，

KCCに到着した．

　2019年9月12日:小笠原がKCCで，コアの着貨を確認．

分析の進め方について打ち合わせを行った．

　2019年9月30日～2019年10月20日:南アフリカ共和国

Witwatersrand大から修士院生2名を迎え，立命大院生2名，

阪大院生1名と共に，小笠原・矢部・廣野の監督指導の下，

コアのMSCL，X-Ray medical CTスキャン，XRF分析を行っ

た．

　2019年11月29日～2019年12月6日:小笠原と立命学生4名

が未完であったMSCLを完了した．弾性波速度測定，Micro
Focus CTも実施した．

　2019年12月17日～2019年12月20日:廣野と阪大院生2名

が断層物質のSEMによる微小変形構造分析を行った．
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【研究目的・期待される成果】

　本研究の目的は，円筒形花崗岩試料に対する比抵抗ト

モグフラフィー測定とX線CTスキャンの対比を行い，対

比を通して申請者が新たに構築してきた比抵抗トモグラ

フィー測定手法の性能を評価することである．

　

　この目的に対し，本共同利用・共同研究では，比抵抗

トモグフラフィー測定において電極として使用する導電

性エポキシ樹脂と岩石試料表面間の接着面を高解像度で

撮像し，そこで接触抵抗を生んでいる構造の空間スケー

ルを明らかにする．加えて，良好な接触状態を実現する

ために必要な接着条件の検討を行う．

　

　本研究により，フラクチャーの形状や連結性は比抵抗

にどのような影響を与えるかを明らかにできる可能性が

ある．これより，フィールドで得られた地下比抵抗イメー

ジの解釈にも適用できるような，基礎的情報が得られる

ものと期待する．

　

　本研究の 終的な目標に対し，本共同利用・共同研究

は，接触抵抗の軽減に有効な電極接着手法を確立できる

可能性がある．これにより，接触抵抗の低減による，安

定した電流の印加・電圧の測定が可能になると考えられ，

高精度な比抵抗トモグラフィー測定に資する技術の確立

が期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　申請者は，令和元年9月25日から27日までの3日間と，

令和2年2月26日から27日までの2日間，合計5日間，高知

大学海洋コア総合研究センターに滞在した．滞在中，申

請者はマイクロフォーカスX線CTスキャナを使用し，花

崗岩試料表面と電極間の接着面を撮像した．また，撮像

のために必要な試料のカッティングと試料の乾燥につい

ても，岩石カッターと定温乾燥機を使用し，それぞれ実

施した．

　

　申請者はまず，電極として使用する導電性エポキシ樹

脂の塗布の手順を変えたとき，接触面の様相に変化があ

るかを調べた．樹脂を載せてそのまま乾燥させるか，樹

脂を載せた後，樹脂をヘラで伸ばしながら岩石に対して

押し込むように塗って乾燥させるか，2条件を用意した．

次に，塗布の手順は揃えて，乾燥時の接着面の向きを鉛

直上向き・下向きと変えたとき，接触面の様相に変化が

あるかを調べた．撮像する岩石試料の形状は，一辺およ

そ20mm程度の大きさの扇柱とし，その表面に10mm四方

の正方形電極を貼り付けた．

　

　撮像により，ピクセルサイズ約4mで接触面のCTイメー

ジを取得することができた．この分解能は一般的な医療

用CTの約1000倍であるため，非常に高分解能な撮像に成

功したといえる．撮像したCTイメージから，導電性エポ

キシ樹脂と試料表面の間には数10mの空隙が存在してい

ることが明らかになった．接触面において空隙が占める

割合は接触面上でバラつきがあり，少ない領域では殆ど

空隙が存在せず，多い領域では30％前後であった．加え

て，空隙の存在量は，押し込むように樹脂の塗布を行っ

た方が少なくなるという結果が出た．また，鉛直上向き

に乾燥させた方が，鉛直下向きに乾燥させるよりも空隙

が少なくなった．しかし，その差は樹脂の塗布方法の違

いによるものより小さかった．

　

　CTイメージで確認された空隙が接触抵抗にどの程度の

影響を及ぼしているかを調べるため，今回撮像した電極

と同寸法の電極と花崗岩試料表面間の接触抵抗も調べた．

様々な湿度条件で抵抗測定を行い，測定された抵抗から

数値計算を用いて試料抵抗と接触抵抗を分離し，接触抵

抗を求めた．そこから簡単なモデルを用いて，見かけの

電極面積に対して真の接触面積が占める割合を推定する

と，低湿度でおよそ1000分の1，高湿度でおよそ10分の1

程度であった．これより，上述のCTイメージで空隙が確

認されなかった箇所についても，限られた場所にしか電

流が流れていないことが分かった．これより，ピクセル

サイズ約4mでは検出できていない，非常に微細な構造の

存在が示唆された．

　

　上述の結果から，接触抵抗を生んでいる構造の空間ス

ケールは数10mから4m以下にまで及ぶということが明

らかになった．また，CTイメージで確認された数10mの

空隙を減らすには，導電性エポキシ樹脂を試料表面へ押

し込むようにヘラで塗布することと，接着面を鉛直上向

きにしてそれを乾燥させることが有効であると分かった．
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【研究目的・期待される成果】

　室戸半島の先端に位置する室戸ユネスコ世界ジオパー

ク (以下，室戸UGGp) の海岸部には多数の漂着軽石が転

石として分布している．これら漂着軽石は遠隔地の火山

地域から海流によって運搬されたものと推定される．

　本研究では，この漂着軽石の主成分化学組成を明らか

にすることで，給源火山を特定する．漂着軽石の供給源

が明らかになれば，日本列島沿岸の潮流の傾向，さらに

は，北西太平洋における黒潮の流れる経路を明らかにで

きる．太平洋に突き出した室戸岬付近には黒潮で運搬さ

れてきた様々な軽石が漂着していることを申請者らは把

握しており，黒潮流域における漂着軽石の研究において

室戸UGGpはサンプル採取が も容易な地点の一つであろ

う．

　室戸市の住民は日ごろから海岸に接しており漂着軽石

の存在にも気づいているが，その起源や地球科学的意味

については意識していない．ジオパークにおける地域住

民への普及啓発を進める上でも，漂着軽石の研究成果は

格好の教材となるであろう．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　室戸UGGpの海岸において現地調査を行ったところ，礫

浜，砂浜など堆積物の存在する海岸ではいずれも漂着軽

石の存在が確認できた．本研究では，室戸半島の西側，

先端付近，東側のそれぞれの海岸 (礫浜) で，試料採取

に当たって自然公園法による規制範囲とならない地域 (室

戸市吉良川町，室戸岬町高浜，室戸岬町椎名) の，潮間

帯よりやや上の後浜である．いずれの地点でも，数ミリ

以上のサイズの漂着軽石が，海岸線ぞいの100メートル程

度の範囲に10～30個認められた．漂着軽石は，粒径数mm
から 大8cmまでとばらつきがあるが，色調は灰白色から

灰色のものが多く，一部でにぶい黄橙色を呈する．いず

れもよく発泡している．各地点において，30個程度の軽

石を採取した．

　今年度の分析では，吉良川町の海岸で採取した試料の

うち，比較的粗粒 (2～8cm) の軽石5個を選別し，分析試

料とした．高知コアセンター所有の岩石試料処理施設に

おいて岩石薄片を作成し，試料の研磨，鏡面処理，炭素

蒸着を行ったうえで，電子線マイクロアナライザ (EPMA)

によって主要9元素を定量した．

　主要元素の測定結果によると，SiO2は77～78％の範囲に

あるが，K2Oの比率が3.5～3.8％の試料と1.1～1.2％の試

料が見られた．K2O比の低い試料は，FeO, CaO, Na2O比が

他より若干高い傾向にある．このように，室戸半島海岸

(吉良川町) で得られた漂着軽石には2つのタイプが存在

することがわかった．

　調査地の周辺 (四国エリア) には活火山が存在せず，

また，高知県内には漂着軽石の起源となるような火山砕

屑物の大規模堆積地域は存在しない．よって，室戸半島

海岸の漂着軽石は海流 (黒潮) に流されてきたと考えら

れる．黒潮の上流にある九州には，次に示す第四紀火山

(大規模火砕流堆積物) が存在する：阿蘇カルデラ (Aso-4)，
姶良カルデラ (AT)，鬼界カルデラ (K-Ah)，など．また，

さらにその西南方にあるフィリピンのピナツボ火山は，

1991年に大規模火砕流噴火したことが知られている．そ

こで，これらの火砕流堆積物の組成と，室戸半島海岸で

得た試料を比較した．

　漂着軽石のうち量の多い試料 (K2Oが3.5～3.8％の軽石)

の組成は，今回比較した火砕物の中では南九州・姶良カ

ルデラ起源の火砕流堆積物 (AT火山灰) と類似している

ことから，姶良カルデラ起源の軽石である可能性が示唆

される．

　本研究は，現時点では分析点数が少なく今後も野外調

査及び室内分析を継続する必要がある．しかし，室戸UGGp
内の海岸で採取された漂着軽石の起源が明らかになれば，

室戸UGGpが広く他の地域と「ジオストーリー」でつなが

ることを地域住民が認識し，ジオパークネットワークと

共有することができる．

　将来的には国内外のジオパーク地域と協力して，漂着

軽石やその給源となる火山噴出物について調査・分析の

ネットワークを広げることを計画している．
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【研究目的・期待される成果】

　ミトコンドリアDNAを遺伝標識として用いて魚類の遺

伝的集団構造の把握を行い，同じ種でも遺伝的に異なる

地方品種が数多く存在すること，それらの集団構造は日

本列島の成り立ちと深く関連性をもつことを明らかする

ことを目的としている．実験対象として，純淡水魚およ

び両側回遊の生活史をもつ種について遺伝的集団構造を

把握することが，国内での非意図的放流による拡散 (国

内外来種) の把握や，それらの由来を判定することにも

貢献し，地方品種の保全の在り方を提起することができ

る．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　今回は，実験対象として，純淡水魚であるアカザおよ

びムギツク，両側回遊の生活史をもつテナガエビ類の遺

伝的集団構造を把握することを目的とし，母系遺伝であ

るミトコンドリアDNAを遺伝標識として用いてそれらの

遺伝的集団構造の把握を行い，同じ種でも遺伝的に異な

る地方品種が数多く存在すること，それらの集団構造は

日本列島の成り立ちと深く関連性をもつことを明らかに

した．また，それらの集団構造を把握することが，国内

での非意図的放流による拡散 (国内外来種) の把握や，

それらの由来を判定することにも貢献し，地方品種の保

全の在り方を提起する上でも貢献している．

　ムギツクについては，まず，瀬戸内海の東西で大きく

東瀬戸グループと西グループの2つに分かれ，さらに西グ

ループ内で西瀬戸グループと九州グループに分かれてい

た．一方，福井県北川，滋賀県愛知川，和歌山県真国川

では，それらのグループには含まれない特異的なハプロ

タイプが検出された．特に愛知川グループと北川グルー

プは東瀬戸グループと西グループの中間に位置していた．

このような結果を，これまで調べてきた純淡水魚の遺伝

的集団構造と対比させることで，日本列島の成り立ちを

より詳細に把握することが可能となった．アカザについ

ては，ミトコンドリアDNAからみた場合に遺伝的に明ら

かに異なり，別種ではないかともいわれている2つの系統

の存在が知られている．この2系統については，高知県に

おいては中央部がその境界域となっている．そこで高知

県中央部に調査を絞り，中央部の各河川 (物部川，国分

川，鏡川，仁淀川，新荘川) を詳細に調査することで，

それらの遺伝的集団構造の詳細を把握した．また，並行

して核遺伝子の1つであるアロザイムについても検討した．

その結果，ミトコンドリアDNAからは鏡川が両系統の混

合域になっていること，一方，アロザイムからは，鏡川・

仁淀川で遺伝的に違いがあるものの，ミトコンドリアDNA
との明確な対応はなく，両系統が遺伝的に明らかに異な

る別種とはいえないことが明らかとなった．テナガエビ

およびミナミテナガエビについては，西日本を中心とし

た各河川の標本群について解析を行い，両種とも少なく

とも西日本では遺伝的に明確に分かれた分集団を形成し

ておらず西日本全体でほぼ均質である可能性が高いこと

が示唆された．なお，テナガエビは高知県では現在資源

量の減退が問題となっており，将来的な種苗放流等の可

能性が考えられている．テナガエビ類に限らず，今回得

られた情報は，多く見られる地方品種の遺伝的多様性保

全の一助となるものと思われる．

採択番号　　19A035，19B032

研究課題名　魚介類地方品種の遺伝的集団構造の把握と日本列島の成り立ちがそれらの集団構造の形成に及ぼす影響

氏名・所属 (職名) 　　關 伸吾・高知大学 農林海洋科学部 (教授)

研究期間　　　　　　　2019/7/17，11/12-13，12/20，12/26-27，1/7

共同研究分担者組織　　学生3名
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【研究目的・期待される成果】

　東北地方太平洋沖地震以降の海底調査により，水深7,500m
を超える日本海溝に歴史時代の超巨大海溝型地震に対応

する厚層細粒タービダイトが保存されている事が報告さ

れた．超巨大地震の地質記録としては陸上の津波堆積物

が注目されてきたが，東北沖の地震に関しては海溝に堆

積したタービダイトも地震履歴を理解するための重要な

情報である事が示された．大水深の堆積物である故に解

析手法に限りがあるが，古地磁気・岩石磁気解析を適応

して研究を進めている．磁気解析において細粒なタービ

ダイトを明確に識別し，DRMを古地磁気方位検討から排

除する必要がある．細粒な海溝底のタービダイトの認定

には，いくつかの方法が考えられるが，帯磁率異方性を

利用した堆積時の粒子配列を利用する事を考え，その基

礎データを収集することを目的とし，多機能な帯磁率異

方性測定装置の使用によりその特徴化を進める．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　東北地方太平洋沖地震以降の海底調査により，水深7,500

mを超える日本海溝に，歴史時代の超巨大海溝型地震に対

応する厚層細粒タービダイトが保存されている事が報告

されており，この厚層細粒タービダイトがどのように海

溝に形成されたのか知るため，古地磁気・岩石磁気学的

に粒子ファブリック配列や粒度変化を研究した．

　海溝に堆積した厚層タービダイトの古地磁気方位は，

タービダイトの下底面で急激な偏角のシフトを示し，堆

積時のハイドロダイナミクスを反映している可能性が考

えられる．一方従来，古流向解析に用いられるタービダ

イトの帯磁率異方性は，リニエーションが小さく，フォ

リエーションが大きい事で特徴づけられるタービダイト

がある事が分かった．このタービダイトは半遠洋性より

もフォリエーションが発達しており，堆積時に圧密が卓

越する状況があった事が考えられる．

　今回の試料の帯磁率の主な担い手は，常磁性の粘土鉱

物と考えられ，一方，古地磁気は強磁性鉱物が担ってい

ると考えられる．それぞれの堆積時，堆積後の粒子レベ

ルの配列構造が反映されていると考えられる．

採択番号　　19A036，19B033

研究課題名　日本海溝地震性タービダイトの磁気異方性からみた堆積特性の研究

氏名・所属 (職名) 　　金松 敏也・国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海域地震火山部門 (専門部長)

研究期間　　　　　　　2019/11/27-29

共同研究分担者組織　　臼井 洋一 (海洋研究開発機構)，池原 研 (産業技術総合研究所)
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【研究目的・期待される成果】

　徐冷した海洋斑レイ岩を用い，第四紀の地球磁場強度

の平均値を求めることを目指す．先行研究では急冷した

火山岩によるスポット強度を多数取得し，それを何らか

のクライテリアで平均して平均値を求めているが，半世

紀にわたるデータの蓄積をもってしても広く受け入れら

れる値を得ることに成功していない．本研究では，年代

と冷却史が比較的よくわかっている海洋斑レイ岩の掘削

試料から斜長石や石英を分離し磁気測定を行い，海底で

の変質作用の影響を除外して古地磁気方位と強度を復元

することを試みた．単結晶測定により高品質な古地磁気

強度データの取得が期待される上，第四紀では堆積岩に

よる相対古地磁気強度変動も得られており，これと本研

究で得る平均古地磁気強度を合わせることで，ダイナモ

プロセスの理解も促進されると期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　申請者所属機関において顕微鏡観察や自然残留磁化強

度の測定を行い，コアセンターでの測定用の斜長石単結

晶試料を100試料程度用意した (後述するように実際の測

定は28試料について行った)．まず7/26に，今回新たに作

成した測定用の試料ホルダーをテストし，8月・9月に計

3週間程度測定を行った．

　まず18試料について綱川－ショー法による古地磁気強

度を適用した．これは自然残留磁化と実験室で与えた熱

残留磁化を交流消磁し，各ステップで強度の比をとるこ

とで自然残留磁化を与えた過去の地磁気強度を推定し，

さらに追加の熱残留磁化を与え実験室での熱変質も見積

もる方法である．予想に反し，いずれの試料も採用基準

を満たすことは出来なかった．形式的には実験室の熱変

質を示唆する結果となったが，同時に自然残留磁化の消

磁において，ほぼすべての試料がかなり高い消磁強度 (＞

80mT) まで原点に向かわない振る舞いを示すことが観察

された．基本的な綱川－ショー法では原点に向かう自然

残留磁化成分を用いることになっているため，今回の解

析では大部分の磁化を使用しておらず，これがデータの

質を著しく損ねている可能性がある．一方，単結晶でな

くバルク試料を消磁した場合，20mT程度で二次磁化が消

え原点に向かうことから，今回測定した単結晶試料の振

る舞いは二次磁化ではないと考えられる．一つの説明と

して，高い磁気異方性が影響していることが推定された．

　古地磁気強度実験に困難を生じる主原因とみられる高

い異方性についての知見を深めるために，続いて10試料

について，保磁力，ブロッキング温度と磁気異方性の関

連を調べた．斜長石単結晶に9方向の非履歴性残留磁化を

与え交流消磁を行い，異方性と保磁力の関係を調べた．

続いて，交流消磁の際に方位の変動が見られた着磁方向

について，非履歴性残留磁化の熱消磁を行い，異方性と

ブロッキング温度の関係を推定した．実験中のトラブル

により4試料のみ結果が得られたが，いずれの試料におい

ても保磁力で異方性が大きく変化し，大きく分けると3種

類の組織が複合しているようである．熱消磁においても

2－3種類の組織の存在が示唆されたが，意外なことに高

いブロッキング温度の成分は低い保磁力の異方性に類似

していた．自然界においては変成作用など温度変動が主

に起こるため，高いブロッキング温度の成分が一般に初

生磁化である可能性が高い．したがって，交流消磁で原

点に向かう成分を利用する古地磁気強度プロトコルをそ

のまま斜長石単結晶に適用することは，一般には正しく

ないということがわかった．この結果を踏まえ，大きな

異方性の存在下でも適用できる古地磁気強度実験手法を

開発していく．

採択番号　　19A038

研究課題名　海洋ハンレイ岩掘削試料中の斜長石を用いた第四紀の平均地磁気強度の研究

氏名・所属 (職名) 　　臼井 洋一・国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海域地震火山部門

　　　　　　　　　　　火山・地球内部研究センター 地球物理観測研究グループ (研究員)

研究期間　　　　　　　2019/7/25-26，8/20-9/4，9/19-27

共同研究分担者組織　　加藤 千恵 (九州大学)
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【研究目的・期待される成果】

　本研究の目的は，従来の岩石物理学では取り扱いが困

難であるフラクチャーを含む不均質な岩石の地震波特性

をモデル化するために，X線CTスキャナで取得したデジ

タル画像データの解析手法を開発することである．

　従来の手法では，ある岩石サンプルの内部構造につい

て均質な弾性波速度や密度，クラック密度分布を仮定し

たモデル化が行われる．一方，本研究で開発を目指す手

法では，X線CTスキャナによるデジタル画像から推定さ

れる3次元密度分布を元に，ピクセルごとの不均質性を考

慮したモデル化をすることができる．

　本研究では，昨年度の共同利用の研究で行った岩石物

理モデルを改良し，岩石サンプル内部の3次元的な密度分

布を考慮しながら，フラクチャー情報 (例えば，クラッ

ク形状) をモデル化できる手法の開発を試みる．この手

法が確立されれば，従来の岩石物理学では困難であった

フラクチャーを含む不均質な岩石サンプルに対し，その

弾性特性をモデル化することが可能になる．

　また，不均質性の異なる岩石サンプルに対し適用性を

拡張するために，異なる岩石サンプルのデジタル画像デー

タを取得し，提案手法の適用性を検討する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

高知大学における利用内容

　本共同利用・共同研究利用においてマイクロX線CTス
キャナ (Xradia) を利用し，岩石のデジタル画像イメージ

を取得した．岩石サンプルとしては，IODP Exp. 358で取

得された4種類の岩石サンプルを利用し，1.9m～ 32m
の解像度の異なるデータを取得した．

取得した画像データの分析およびモデリング手法の開発

　岩石のデジタル画像データから，岩石内部の3次元密度

分布を考慮しながらクラックをモデリングする解析手法

を開発した．具体的には， (1) 密度の実験値を元に各ピ

クセルのCT値から各ピクセルの密度を推定する．さらに

(2) 鉱物を仮定し，各ピクセルの間隙率分布を推定する．

後に (3) ピクセルごとの間隙率および鉱物の弾性定数

を元に有効媒質理論を適用し，各ピクセルに弾性定数を

割り当てる．この際，あるアスペクト比をもつクラック

の影響を考慮できるDifferential Effective Medium (DEM)

(Mukerji et al., 1995) を導入することで，岩石内の不均

質な密度分布とクラックの影響を考慮できるモデリング

を提案し，適用した．

　以上のプロセスにより，岩石のデジタルデータから，

任意のアスペクト比のクラックを仮定した岩石の3次元弾

性体モデルを構築することができる．さらに構築した3次

元弾性体モデルに弾性波動シミュレーションを適用する

ことで，岩石サンプル全体の弾性特性を定量的に得るこ

とができる．しかし，デジタルデータからピクセルサイ

ズより小さいクラックの形状 (アスペクト比) を決定す

ることは困難であるため，実験値との比較によるアスペ

クト比の決定が必要である．そこで，P波・S波速度の実

験値が既に計測されていた昨年度の共同利用でデジタル

画像を取得した延岡衝上断層のサンプルを用いて，アス

ペクト比の決定を試みた．その結果，クラックのアスペ

クト比を0.075と仮定したモデルを適用すると，実験値と

の誤差が数％以内のシミュレーション結果が得られるこ

とがわかった．

　しかし，モデリングにおいては，岩石内の粒子が岩石

のフレームに支持されるか，流体に支持されるかその境

界となる密度を定義するcritical porosityもパラメータとなっ

ている．仮定したアスペクト比ごとに実験値に整合性の

高いcritical porosityの値が存在する傾向がわかったため，

さらなる実験値による制約が必要であることがわかった．

以上の内容は物理探査学会第141回学術講演会において発

表している．

　IODPで得られたサンプルの画像データを用いたアスペ

クト比の検討については，非常に柔らかいサンプルも含

まれていたため，弾性波速度の実験値の取得に課題があ

るが，引き続き検討を進めていく予定である．

採択番号　　19A039

研究課題名　デジタル岩石物理学によるフラクチャーを含む岩石の地震波特性の特徴化

氏名・所属 (職名) 　　池田 逹紀・九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 (助教)

研究期間　　　　　　　2019/9/24-25

共同研究分担者組織　　辻 健 (九州大学)
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【研究目的・期待される成果】

　1970年代より，地球軌道要素が気候変動を駆動し，そ

れに伴う氷床の消長が地球の慣性モーメントを変化させ，

核・マントル結合を通じて地磁気ダイナモに影響すると

いう仮説が提案されている．Yamazaki (1999) はこの仮

説を検証するために，過去200万年間の堆積物試料の相対

古地磁気強度変動から氷床の消長に関連する10万年の周

期を発見し，地球軌道要素が地磁気ダイナモのエネルギー

源となることを示唆した．この変動周期の存否自体につ

いては，未だに国際的な議論が続いている．この議論の

決着には，10万年周期のサイクルの存在を統計的に扱う

必要があるため， 低でも数100万年以上の連続した古地

磁気記録が必要である．

　IODP第363次航海の掘削サイトのうち，オーリピック海

膨 (Eauripic Rise) にて掘削されたサイトU1490は遠洋域

かつ速い底層流の影響で酸化的な環境であり，磁性鉱物

の溶解が起こりにくく，古地磁気記録の保存が良いこと

が示唆されていた．船上での測定により，約877万年前～

約1875万年前までのおよそ1000万年間の残留磁気を連続

的に記録している希少な深海堆積物試料であると判明し

た (Rosenthal et al., 2017)．サイトU1490の長尺コアの特

徴を生かし，長期間の相対古地磁気強度変動の周期性を

解析することで，地球軌道要素とダイナモ運動との関係

性を統計的に調べることができる．

　一方，相対古地磁気強度の記録には，試料中に含まれ

る磁性鉱物の種類や粒径，生物源磁鉄鉱の量比の変動が

影響することが分かっている (例えばYamazaki, 2013)．

したがって，残留磁気の測定と同時にFORCダイアグラム

作成や強磁性共鳴測定 (東北大学化学専攻にて実施) を

始めとする岩石磁気学的な測定を行い，残留磁気の獲得

に影響する特徴を把握する必要がある．

　2019年度共同利用では，特に長尺コア 深部のUチャネ

ル試料における残留磁気の測定，非履歴性残留磁化 (ARM)，

等温残留磁化 (IRM) の付与・測定と，採取済みのUチャ

ネル試料全体におけるFORCダイアグラム作成，帯磁率測

定を行い，相対古地磁気強度の復元や岩石磁気的特徴の

解明を行う予定である．

【利用】

　数100万年～1000万年間の相対的な古地磁気強度変動を

復元し，地球軌道要素変動が地磁気ダイナモに影響を与

えるかどうかを検証することを目的として，次のような

測定を実施した．以下の測定のために，海洋コア総合研

究センターの持つ超電導磁力計，パルス磁化器，および

スプリットコア用マルチセンサーコアロガー (MSCL-S)
を利用した．

①採取した深海底堆積物試料の自然残留磁化方位の測定

②自然残留磁化強度を規格化するための非履歴性残留磁

化 (ARM)・等温残留磁化 (IRM) 強度の測定

③試料中の磁性鉱物の岩石磁気学的特徴をとらえるため

の帯磁率測定

　

【実施内容】

　2019年3月に追加採取したIODP Site U1490 深部のU
チャネル試料 (2×2×150cm) 35本について，2019年10月～

12月までの2回の訪問で，自然残留磁化方位と強度，非履

歴性残留磁化と等温残留磁化の強度測定を行った．2019

年11月～12月の利用ではMSCL-Sを利用して帯磁率測定を

行い，前年度に測定を終えた30本と併せて，採取済みの

試料119本すべてについて測定を終えた．

　

【得られた成果】

　過去の共同利用で行った残留磁気測定とあわせて，現

在～約170万年前と約870～1800万年前の古地磁気方位の

逆転を46か所同定し，年代値を決定することができた．

また，測定した帯磁率，相対的な古地磁気強度変動，磁

性鉱物の起源の指標となるARM/IRMの変動を比較したと

ころ，帯磁率・相対古地磁気強度変動とARM/IRMが逆相

関する傾向が認められた．この逆相関関係について解釈

するため，今後，透過型電子顕微鏡観察やFORCダイアグ

ラム作成等の測定を大気海洋研究所において追加で実施

し，結果を国際誌に投稿する予定である．
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【研究目的・期待される成果】

　近年，九州に分布する古第三紀の陸成層からは哺乳類

化石が報告されており，アジアの陸生哺乳類化石の動物

相を知る上で重要な調査地となっている．とりわけ，鹿

児島県上甑島に分布する上甑島層群中甑層と，熊本県天

草地域に分布する弥勒層群赤崎層からは，国内 古の古

第三紀哺乳類化石群集が見つかっている (Miyata et al.,
2011)．これらの地層はいずれも河川堆積物と考えられ

ており，年代決定に有効な化石をほとんど含まない．そ

のため，堆積年代は，上位に位置する海成層の石灰質ナ

ンノ化石の年代と，赤崎層から報告された古地磁気層序

によって，前期－中期始新世境界付近と推定されている

(Miyata et al., 2011)．しかしながら，赤崎層から報告さ

れた古地磁気方位は，二次的な化学残留磁化によるもの

であるとの指摘もある (Ishikawa, 1997)．また近年，中

甑層の上限付近の凝灰岩から報告されたジルコンのウラ

ン鉛年代によれば，磁気層序のデータによって推定され

た年代よりも古い年代値 (50.2±0.5 Ma, 50.7±0.8 Ma)
が示されている (宮田ほか, 2018, 2019)．このように，

堆積年代についてはいまだ議論が行われており，古第三

紀哺乳類化石群集の正確な年代を絞り込むことができて

いない．

　そこで本研究では，上甑島に分布する上甑島層群中甑

層を対象に，古地磁気層序を確立することを目的として

研究を行った．本研究が達成されれば，哺乳類化石群集

の年代を絞り込むことが可能となるだけでなく，中甑層

の堆積速度の見積もりや，始新世以降のテクトニクスに

ついても議論が可能になると期待できる．九州は，始新

世から日本海形成期まで，大陸の大型草食獣が往来する

場所であったと考えられており，これに詳しい年代制約

が加われば，古生物地理の議論が進むと考えられる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　調査地は，鹿児島県北西部に位置する甑島列島北部の

上甑島である．上甑島には，古第三系上甑層群の下部に

あたる中甑層が広く分布している．中甑層は層厚約700m
で，赤色泥岩を特徴的に挟む，礫岩・砂岩・泥岩の互層

からなる．本研究では，井上ほか (1982) によって報告

された中甑層の柱状図とルートマップに従い，中甑層が

連続的に観察できる海岸線に沿って，主に赤色泥岩を採

取した．柱状図全体をカバーするように35サイトにおい

て試料採取を行い，高知大学海洋コア総合研究センター

において，83試料に対して段階熱消磁および自然残留磁

化の測定を行った．段階熱消磁は，熱消磁炉2機を用いて，

25, 100, 200, 250, 300, 360, 420, 480, 520, 550,

580, 610, 630, 640, 660, 680, 690℃の17段階で行い，

各段階でSQUID超電導磁力計を用いて残留磁化を測定し

た．また，8試料に対しては磁気天秤を用いた熱磁気分析

も行った．

　熱磁気分析の結果，赤色泥岩が含む主要な磁性鉱物は

顔料赤鉄鉱と鏡赤鉄鉱であり，一部，磁鉄鉱や水酸化鉄

鉱物を含むことがわかった．また，Ishikawa (1997) で指

摘されていた熱変質による影響はほとんど見られなかっ

た．次に，段階熱消磁の結果をもとに主成分分析を行っ

た結果，主に3つの独立した自然残留磁化成分が確認でき，

低温成分から順にA～C成分と名付けた．この中で，630-700℃

の区間で消磁されるC成分の方位をもとに逆転テストを行

うと，傾動補正後におおよそ北西－南東方向の対蹠的な

方位に分かれた．この成分は鏡赤鉄鉱が担っていると考

えられ，初生磁化方位を記録している可能性がある．

　C成分の方位と柱状図をもとに，古地磁気層序を立てた．

その結果，全体的に逆磁極期になり，中部に短い正磁極

期を挟むことがわかった．前述したように，宮田ほか (2018)

は中甑層上限付近の凝灰岩から50.2±0.5Maおよび50.7±

0.8Maのウラン鉛年代を報告し，宮田ほか (2019) はそ

れより下位の地層から見つかる哺乳類群集の年代を，哺

乳類時代ブリッジェリアン前半であると推定した．この

時代は，1回の正磁極期を挟む逆磁極期で特徴付けられる

ため (Ogg et al., 2016)，今回の結果と調和的である．こ

れらの結果から，中甑層は約50～52Maの間に堆積したと

推定される．しかしながら，柱状図間の対比が不十分で

あり，データ密度の低い区間もあるため，今後は柱状図

の対比を野外で確認し，より多くの層準から古地磁気デー

タを得る必要がある．
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【研究目的・期待される成果】

　考古試料に記録された残留磁化を実験的に復元し，年

代ごとに集成して構築された「地磁気永年変化曲線」は

地球深部のダイナミクスの究明のほか，考古遺跡の年代

決定などにおいても活用することが可能である．このう

ち考古地磁気方位に関しては，1970年代に過去2000年を

網羅する永年変化曲線が構築され，考古学の現場におい

て多くの活用例が報告されている．その一方で考古地磁

気強度に関しては，80年代にデータセットが公開された

ものの，データ数が方位に比べて圧倒的に少ないほか，

現代的な視点から見れば，実験手法が古いゆえにその信

頼性には疑問が呈されている．このような背景を踏まえ，

申請者らは現在，古窯の焼土を中心とする考古試料に

新の実験手法を適用し，過去数千年を網羅する考古地磁

気強度永年変化曲線を新たに構築するための研究に取り

組んでいる．

　現時点までの成果としては，まず佐山東山奥窯跡 (岡

山県備前市) で採取された焼土に対して 新の実験手法

である綱川－ショー法とIZZI－テリエ法を適用し，考古

地磁気強度を復元してその結果の一致を確認することに

よって，両手法による強度復元の正確性を保証すること

ができた．続いて陶邑窯跡群 (大阪府堺市・和泉市) に

属する複数の窯跡で採取された焼土に対して綱川－ショー

法を適用し，強度復元を試みた．その結果として39ヶ所

の窯跡に属する98個の試片から考古地磁気強度を復元す

ることができた． 終的に土器編年の型式ごとに集成し，

韓国で報告されたIZZI－テリエ法による強度データセッ

トと組み合わせて，西暦200年～1100年を網羅する東アジ

アにおける強度永年変化曲線を構築することができた．

　今後は，引き続き同様の手法を用いて実験を進めるこ

とにより，考古地磁気強度データセットの充実を図ると

ともに，新たな試料を追加することによって，永年変化

曲線の年代区間を拡張する足掛かりとしていきたい．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本共同研究においては，日本における考古地磁気強度

データセットの年代区間の拡張を主な目的として，申請

者らは2019年の11月8－13日，および2020年の1月20－23

日の計9日間にわたり，コアセンターの古地磁気・岩石磁

気実験室を利用し，佐賀県の甕屋窯跡で採取された焼土

試料10点に対して綱川－ショー法の適用による，同窯跡

操業当時の考古地磁気強度の復元を実施した．甕屋窯跡

は佐賀県武雄市東川登町に所在する陶器窯跡であり，2018

年に九州新幹線のルート建設工事に伴う緊急調査におい

て発掘され，歴史文献等の情報と併せて，その操業年代

は17世紀後半～18世紀後半 (～1725±75年) であると推

定されている．実験はYamamoto et al. (2003) の論文に

書かれた手順を参照し，交流消磁装置付き全自動スピナー

磁力計 (夏原技研製 DSPIN) および熱消磁装置 (夏原技

研製 TDS-1)，特製の低温消磁装置を用いて実施した．結

果として，綱川－ショー法実験を実施した全10試片のう

ち2個の試片からYamamoto et al. (2003) にて提示された

合格基準を満たすデータが得られた．(試片THK-12-bから

38.0 T，試片THK-12-bから36.7 T，平均37.3±0.9T
という結果が得られている．)

　続いて，本研究において得られた上記の強度値を，

Kitahara et al. (2020, 投稿準備中) において報告してい

る考古地磁気強度データセット(および永年変化曲線)と

組み合わせ，西暦200～1725年周辺にかけての地球磁場強

度の変動についての予察的な考察を行った．Kitahara et
al. の考古地磁気強度データセットは，大阪府の陶邑遺跡

群に由来する焼土試料に対して綱川－ショー法を適用し

て復元した強度データ群をHong et al. (2013) によって

報告された韓国の先行研究データセット (Tauxe and
Staudigel (2004) によって提案されたIZZI－テリエ法を使

用) と組み合わせて構築されたものであり，西暦600年周

辺と950年周辺において特徴的な地磁気強度の減少が観察

される．この強度データセットに基づいて作成された永

年変化曲線は12世紀周辺において約60Tの値を示してい

ることから，本研究における甕屋窯跡の操業年代18世紀

までの約600年間に約20Tの強度の減少が起こったことが

推察される．
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【研究目的・期待される成果】

　火山砕屑物の一つである軽石は，そのほとんどが多孔

質であるために水に浮く．そのため，なんらかの理由に

より海域での漂流を始めると，海底に沈むか，海岸に打

ち上げられるまで，漂流し続けると考えられている．こ

のような軽石は「漂流軽石 (漂着軽石) 」と呼ばれ，海

岸や地層中から発見・認定されてきた．

　白石ほか (1992) は，秋田県男鹿半島の海岸堆積物中

に，阿蘇4火砕流 (Aso-4) および三瓶木次軽石 (SK) 由

来の漂流軽石が存在することを報告し，これらの軽石が

噴出した11.5～9万年前にも，現在と同様に日本海を北上

する海流が存在した可能性を述べた．このことは，漂流

軽石の漂流・漂着に関するプロセスがわかれば，漂流軽

石を年代指標，古環境指標として使用できることを示唆

している．しかし，日本列島スケールでの漂流軽石に関

する研究は行われておらず，漂流軽石の漂着状況や漂流・

漂着に関するプロセスは不明である．そこで，本研究で

は，まず日本各地の現在の海岸に分布する漂流軽石の主

成分化学組成分析を実施し，それらの給源を明らかにす

ることで，漂流・漂着に関するプロセスの検討を行った．

　本研究により，漂流軽石の漂流・漂着に関するプロセ

スが明らかとなり，漂流軽石を年代指標，古環境指標と

して使用可能となることが期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　現在の海岸に分布する漂流軽石について，今年度は，

青森県むつ市・東通村・風間浦村，岩手県山田町，千葉

県旭市，神奈川県小田原市，三重県紀北町，和歌山県白

浜町，高知県室戸市・土佐清水市，愛媛県伊方町，福岡

県福津市，宮崎県宮崎市，鹿児島県龍郷町の14地域の海

岸を調査対象地域とし，採取した漂流軽石試料の分析を

実施した．まず，採取した試料は，肉眼的特徴 (色，形

状，有色鉱物の量) による分類を行った．そして，粉砕

した試料を洗浄後，乾燥させ，63m未満，63-120m，120

m以上の3区分にふるい分けし，63-120mサイズの火山

ガラスを用いてEPMA (電子プローブマイクロアナライザー)

で主成分化学組成分析を実施した．EPMA分析は，1地点

につき2試料以上，計101試料の分析を行った．分析結果

は青木・町田 (2006) の分析値との比較を行い，給源火

山の推定を試みた.

　前年度実施したEPMA分析結果も含めて120試料につい

てEPMA分析結果を得ており，姶良Tn (AT) テフラ，十

和田火山 (十和田aテフラ；To-a，十和田八戸テフラ；To-H)，

西表島北北東海底火山 (1924年噴火)，福徳岡ノ場 (1986

年噴火) に同定される漂流軽石が発見された．AT起源の

漂流軽石は日本各地の海岸から見出され，120試料中50試

料がATに同定された．AT起源の漂流軽石は，青森県の下

北半島を 北端，沖縄県の西表島を 南端として確認さ

れている．特に西表島に漂着したAT起源の軽石は，周辺

の海流系を考慮すると，黒潮，黒潮続流，北赤道海流等

での漂流を経て，再度，黒潮本流に合流し，当該地域に

漂着した可能性がある．また，鹿児島県奄美大島の海岸

から，十和田火山起源の漂流軽石も見出されており，漂

流軽石は海流により太平洋上を循環している可能性が示

唆される．

　漂流軽石は，噴火当時に漂流を開始した軽石が直接海

岸に漂着したものと，給源近くの陸域に分布する火砕流

堆積物等，軽石主体の堆積物が，崩壊・土石流や河川流

等の二次的な移動により海域に流入・漂流し，海岸に漂

着したものに分類される．約3万年前の噴出物であるATを
起源とする漂流軽石は，日本列島各地の海岸で見つかっ

ている．ATの火砕流堆積物は給源近くに厚く分布して火

砕流台地を形成しており，開析谷沿いや海岸沿いに広く

露出していることを考慮すると，崩壊や土石流，および

河川流などによる火砕流堆積物の二次的な移動による軽

石の海域への流入が，平穏時における軽石供給の主要な

メカニズムであると考えられる．

　以上から，給源近くの河川沿いや海岸沿いに存在する

火砕流堆積物のマスムーブメントが，継続的な軽石供給

の重要なメカニズムであると考えられる．AT起源の漂着

軽石が現在の海岸にも多数漂着していることからも，漂

着軽石は，噴出後数万年以上経過しても，継続的に海域

に供給される，され続けると考えられる．そのため，地

層中で漂着軽石が確認された場合は，その連続性や量か

ら，噴火直後の漂着物か，噴火発生後時間が経過してか

らの漂着物かを検討する必要がある．

　KH-96-3次航海時にシャツキーライズ付近で採取された

漂流軽石については，現時点では対比可能な火山は見つ

かっておらず，今後，対比候補を増やし，検討を行う予

定である．
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【研究目的・期待される成果】

　近年の地質学的・地球物理学的研究から，日本海溝に

沈み込む太平洋プレートは沈み込む直前にさまざまな

火成作用 (アウターライズにおけるプチスポット火山

(Hirano et al., 2006) の活動) ・断層運動 (海溝外側のホ

ルスト・グラーベン (地塁・地溝) においてアウターラ

イズ地震を引き起こす正断層運動) を受けており，その

ことが沈み込み帯における巨大地震の発生や物質循環に

大きな影響を与えている可能性があることが指摘されて

いる．しかし，これらの活動履歴はほとんど解明されて

いない．本研究では，海溝外側における火成作用・断層

運動の履歴を解明することを目指す．

　申請者は，新青丸KS-15-3航海において三陸沖日本海溝

の海溝外側から採取されたコアを用いて2015-2017年度の

共同利用としてコアの解析を行った．その知見をもとに，

本研究では以下の2点の研究を行う．①プチスポット起源

と考えられる浅い音響基盤が広く分布する宮城沖におい

て，2019年8月の新青丸航海で採取予定のコアを用いて基

盤の年代推定を行う．②グラーベンから採取予定/採取済

みのコアの詳細な解析を行い，グラーベンにおけるイベ

ント堆積物の実態とその履歴を明らかにする．

　本研究により，以下の2点の成果が期待される．①堆積

物によって埋没したプチスポットの活動年代に制約を与

え，プチスポット火成活動の規模を推定できる．②グラー

ベンのイベント堆積物記録を海溝底のイベント堆積物記

録と比較することにより，アウターライズ地震の履歴を

推定することができる．なお，申請者は東北沖日本海溝

においてプチスポットを掘削するIODPプロポーザル (939-
APL: Impact of Petit-Spot Magmatism on Subduction Zone
Seismicity and the Global Geochemical Cycle) を申請中で

あり，本研究はそのサイトサーベイの一環として行うも

のである．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　新青丸KS-15-3航海で得られた，日本海溝海側斜面中の

グラーベンから得られたピストンコア試料 (KS-15-3, PC01
およびPC02) のItrax分析を2019年5月におよび2019年11月

に行った．2019年8月に行われたKS-19-14航海において日

本海溝海側斜面およびアウターライズから得られた9本の

ピストンコア試料，および付随するパイロットコア試料

を採取し，コアセンターにてお受け取りいただいた．2019

年11月にはKS-19-14コアのCT分析を行った．

　KS-15-3 PC01のItrax分析の結果，CT画像で観察された

CT値の高いラミナの発達する層の基底部において，Mn,
Fe, Caの値が鋭い正のピークを示すことが明らかになっ

た．Fe, Caはピークを示した直上でピークを示す前の水

準まで値が減少する一方，Mnに関してはピークを示した

後，Fe, Caのように減少せず，高止まりしたあとに減少

することが判明した．一方，海盆斜面から採取されたPC
02ではCaは400cm付近で2つの大きなピークが見られるが，

Mn, FeにはPC01でみられたような明確な正のピークは見

られなかった．PC01に認められるMnのピークは再移動し

た堆積物の基底部付近で確認されることが知られており，

海底表層のMnで被覆された堆積物が再移動したことによっ

てMnが供給された可能性が示唆される．コアの観察結果

と総合し，KS-15-3 PC01で観察される，下位から順に①

Mn, Fe, Caの正のピークが見られるラミナの発達しCT値
の高い層，②無構造な層，③生痕の発達する層，のセッ

トは地震性イベントを反映して堆積した可能性があるこ

とを考察した．本コアの深度270-272cmには約6000年前

に噴出したTo-Cu火山灰が確認されており，これをもとに

本コアにおける平均堆積速度を求めると45cm/kyrとなっ

た．この堆積速度が一定と仮定すると，イベント層の堆

積頻度は6000年で4回程度となり，海溝型地震の発生頻度

と比較して明らかに少ない．よって，イベント層の堆積

は採泥点近傍で生じた擾乱のみを記録している可能性が

高い．すなわち，PC01に認められるイベント層はアウター

ライズ地震の履歴を保存している可能性が考えられる．

このように，これまで詳細な検討が行われて来なかった

日本海溝海側斜面のコア試料においては，CTとItraxを併

用することで，アウターライズ地震に関連する可能性の

高いイベント堆積物の認定が可能であることが示された

(倉野紘彰修士論文)．

　KS-19-14コアのCT分析の結果，グラーベン底から採取

されたPC02, PC05の2コアにおいて，KS-15-3 PC01と同

様の堆積サイクルが認められた．また，PC03, PC04は海

底面直下に火山灰層が存在し，その層準より下はフロー

インによるコアの擾乱が認められた．当初予定していた，

KS-19-14コアの半裁・コア画像撮影・MSCL分析・記載・

サンプリングおよび Itrax分析は，研究代表者の白鳳丸乗

船に伴い日程確保が困難となり，2019年度内に行うこと

ができなかったため，2020年度に継続中である．
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【研究目的・期待される成果】

　海底熱水の年代測定を行うことは，それに伴う海底熱

水鉱床の成因を解明するために，また，化学合成生態系

の進化を議論する上で重要である．海底熱水活動に伴っ

て生成する塊状硫化物にはしばしば重晶石及び硬石膏が

含まれ，これを用いた放射非平衡年代測定は，硫化鉱物

のウラン非平衡年代測定と並んで，海底熱水活動の有力

な年代測定法である．平成29,30年度に50試料程度の重晶

石，及び硬石膏の放射非平衡年代を本共同研究によって

求めた．重晶石については，申請者らが開発した，重晶

石のESR (電子スピン共鳴) 年代と比較し，鉱物の産

状を含めて検討した．多くの試料について2回の生成イベ

ントによって鉱物が生成し，年代の異なるものが混合す

ることで年代の差異を説明できる．今年度は引き続き沖

縄海底熱水域の試料の年代測定をさらに進め，重晶石の

年代測定によって沖縄熱水域の地球化学的な進化を議論

できるだけの蓄積データ数を確保できるよう年代測定を

進めると共に，2回以上の生成イベントによってそれぞれ

の年代が説明できるモデルの構築を試みる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　2019年度は，沖縄トラフのごんどう熱水域から採取さ

れた試料を中心に放射非平衡年代測定を行ったので，そ

の成果を以下にまとめる．対象とする試料は，JAMSTEC
によって実施されたKR16-16航海において行われた無人潜

水艇による潜航調査で採取されたチムニー試料と，J-MARES
(次世代海洋資源調査技術組合) によりSIPプロジェクトの

もとで実施された掘削調査航海JM17-04航海においてBMS
掘削によって採取された堆積物コア試料である．これら

の試料を粉砕した後，試料をHCl，HNO3によって化学的

に処理し，必要な場合は重液分離も行って重晶石を抽出

した．この重晶石0.3gとNaCl 2.7gをプラスチック製サン

プルびんに入れ混合し，高知大学海洋コア研究センター

の低エネルギー線分光用低バックグラウンドGe半導体

検出器を用いて線分光測定を行った．210Pb (46.25keV)

と, 226Raの娘核種である 214Pb (295keV, 352keV), 214

Bi (610keV, 1120keV) を定量した．非平衡となっている

210Pb (46.25keV) と226Raの放射能比から226Ra-210Pb
年代を求めた．また228Raの娘核種である228Ac (338keV,

911keV, 969keV) と, 228Thの娘核種である 212Bi (727

keV), 208Tl (583.1keV, 2614keV) を定量し,非平衡と

なっている228Raと228Thの放射能比から228Ra-228Th年
代を求めた．

　潜航調査で得られたチムニー試料のうちアクティブな

チムニーから抽出された重晶石2試料はいずれも 大4yr.
という若い年代を示した．また，226Ra-210Pbの組み合わ

せに加えて，228Ra-228Thの組み合わせからも放射非平衡

年代を得ることができ，両者の年代の一致も良かった．

これらの結果は，現在も成長を続けるチムニーが示す年

代として，期待どおりの年代が得られたと言える．潜航

調査で得られたチムニー試料のうち活動を停止したイン

アクティブなチムニーから抽出された重晶石3試料は，

226Ra-210Pbの組み合わせから20-45yr. という放射非平

衡年代を示した．現在の熱水活動が見られないチムニー

の年代が古いという結果が得られたこともリーズナブル

であると言える．これに対し，海底下から掘削で得られ

た堆積物コア試料から抽出された重晶石は，一般的に放

射性核種の濃度がチムニーから抽出した重晶石に比べて

圧倒的に少なく，特に娘核種である210Pbが検出されない

ために放射非平衡年代を求めることができないものばか

りであった．

　以上のように，同じ熱水域の海底面上から得られたチ

ムニー試料と海底面下から得られた堆積物コア試料につ

いて線測定を行って放射非平衡年代を算出して比較した

結果，産状から期待される年代を得ることができた．同

じ重晶石試料に対してESR年代測定を適用し，得られた結

果と比較検討を進めている．
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【研究目的・期待される成果】

　研究主題は「深海冷湧水系を主とする海底地質試料の

物質科学的解析と海底地質の関連解明－チムニー，シロ

ウリガイ，マンガンノジュール等の非破壊物質科学－」

である．

　 近は陸上，海底地質試料研究ではXRF，ICP等による

粉末試料分析が主流となっている様に見受けられる (こ

こでは粉末科学と仮称する)．例えば岩石の薄片観察をせ

ずに，その粉末をいきなり分析に供する (ここでは粉末

岩石学と仮称する) など，極端な例が見られる．本研究

では，高知コアセンターの装置を駆使して，先ず1～10セ

ンチメーター単位の非破壊観察により全体像を詳細に観

察，把握し，その情報を基に，順次よりファインオーダー

の非破壊観察を行うことにより，粉末科学を超える物質

科学を目指す．

　研究に用いた試料は下記の試料である．D：南鳥島海域

産マンガンノジュールとプチスポット火山産岩石試料

(6KDive で採取)，及びE：東北沖プチスポット産火山岩

(6K，新青丸) である．主にCTスキャナーにより，マン

ガンノジュールと岩石等の観察を試みたなかで，有益な

情報が得られつつある事例を次に示す．プチスポット火

山産岩石試料中にはマントル由来の捕獲岩や捕獲結晶が

確認された．溶岩流の内部構造が判明した．尚，TATSCAN
によりマントル橄欖岩の2次元的組成変化の概要が認知出

来た (石井・金子他，2019参照)．今後マントル橄欖岩や

プチスポット火山産岩石中のジルコンやダイヤモンド？

等の稀少鉱物の非破壊条件下での同定，採取に応用を試

みたい．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

利用した装置：

(ア) キャノンメディカルシステムズ株式会社製Aquilion
PRIME／Focus Edition CT画像処理装置の撮影条件は以下

の通りである． (ア-1) Scanogram (2次元透過画像) で

は120kV, 100mA, 画素数＝幅552で固定，長さは撮影長

に準ずる．(ア-2) Helical (断層画像，3D，スパイラル撮

影) では120kV, 100mA, スライス厚さおよび画像再構築

間隔＝0.5mm，画素数＝512×512である．更に石工室の

(イ) 岩石カッター，(ウ) 薄片作成装置，(エ) 偏光顕微

鏡に関しては，随時利用させて頂いた．

　

研究実施内容：

CTスキャナーによる観察：

　R/V「よこすか」YK19-05S航海 (町田嗣樹が主席研究

員，石井・金子乗船) は，4/19小笠原二見港出港－4/28

横須賀追浜入港で行われた．南鳥島海域で「しんかい6500」

でプチスポット火山産岩石試料を採取し，その一部をCT

スキャナー観察に供した．

　更に，R/V「よこすか」YK18-08航海 (町田嗣樹が主席

研究員，石井乗船) は，6/25小笠原二見港出港－7/7東京

晴海入港で行われた．南鳥島海域で「しんかい6500」に

よりプチスポット火山産岩石試料を採取し，その一部を

CTスキャナー観察に供した．試料は発泡度が高いためCT
スキャナーによる内部観察が可能であり，マントル由来

の捕獲岩や捕獲結晶の分布が確認できた．そして，マン

トル由来の捕獲岩や捕獲結晶の存在密度は，東北沖プチ

スポット火山産岩石試料に比べて，かなり低いという結

果が得られた．これらの地域差の原因を解明したいと思

う．CT画像処理装置で，東北沖プチスポット産溶岩を観

察したところマントル橄欖岩が特定の面に沿って分布し

ていることが観察されたが，この面 (流離面？) の成因

の解明には至っていない (石井・金子他　2019参照)．

　CT画像データから科学的情報を引き出すには，Mac環
境でコンピューターに習熟する共同研究者が必要であり，

適任者の金子誠 (深田研) を迎い入れることとした．更

に近年火成岩中のジルコン研究が注目されているが，存

在頻度が小さいため，試料採取が難しい．幸い比重が4.7

と大きいためCTスキャン画像を活用して，少量の試料か

らのジルコン採取を可能にする手法を確立したい．更に

プチスポット産溶岩中の捕獲鉱物・岩石のCT値の差異か

ら3次元密度マッピングの，疑似カラー表現を行い，岩石

の内部構造の理解を深めたい．この手法はジルコンやダ

イヤモンド等の稀少鉱物発見，採取にも活用できるであ

ろう．

採択番号　　19A046，19B042

研究課題名　深海冷湧水系を主とする海底地質試料の物質科学的解析と海底地質の関連解明

　　　　　　－チムニー，シロウリガイ，マンガンノジュール等の非破壊物質科学－

氏名・所属 (職名) 　　石井 輝秋・静岡大学 防災総合センター (客員教授)

研究期間　　　　　　　2019/7/24-26，2020/2/26-28

共同研究分担者組織　　小原 泰彦 (海上保安庁)，町田 嗣樹 (千葉工業大学)，金子 誠 (深田地質研究所)

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

116



【研究目的・期待される成果】

　海洋における鉛の安定同位体の同位体組成は，物質循

環のトレーサーとして，人為起源物質による海洋環境変

動の理解のための基礎データとして重要であり，グロー

バル海洋における微量元素・同位体に関する国際共同研

究プロジェクトGEOTRACES計画において，key parameter
に指定されている．申請者等は，日本の代表として，各

国とも連携し，世界大洋におけるPb同位体組成の分布の

解明を主な目的として研究を進めている．これまでの貴

所共同利用の採択を受けて，外洋水中の溶存態Pbの同位

体組成の分析法を確立し (中川ほか，2016; 2017)，亜寒

帯西部北太平洋における溶存態Pbの同位体組成の鉛直分

布を解明した (中川，2017; Norisuye et al., 2017)．同位

体比の再現性や操作ブランク値の影響評価など緻密な精

度評価を行い，精度が高く信頼性の高い手法として確立

できた．この 高水準の技術によって，亜寒帯域北太平

洋の試料の分析も完遂させ，鉛直下方向の同位体比の伝

播速度は西部において高いこと，および現代の西部北太

平洋のPb同位体は1900年～1950年頃に供給され，概ね時

代経過と対応して深層へ輸送されていることを見出した

(松原ほか，2017, 2018; 松原，2019)．粒子反応性の高

いPbの海洋プロセスの詳細を把握するには，上述の溶存

態に関する知見のみならず，粒子態の情報も極めて重要

となる．粒子態Pb同位体組成の高精度手法を開発し，こ

れをインド洋で我々が採取済みの粒子状物質の試料に適

用することで新たな知見が得られ，粒子態と溶存態の相

変換の相対的な速さに制約を与えることができると期待

される．粒子態Pbの同位体組成のデータを世界に先駆け

て取得することを目的として，2019年度は手法開発・基

礎検討を目的として研究を行う．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　外洋海水中懸濁粒子態鉛 (Pb) 同位体組成の分析法は

世界的に確立されていない．申請者等は，船上での大量

海水のクリーンろ過による粒子状物質の回収，粒子状物

質の分解，Pbの分離精製，およびNeptune多重検出方式ICPMS
によるPb同位体組成の高精度計測を行い，手法確立に向

けて基礎検討を行った．白鳳丸KH-18-6次航海の東部イン

ド洋で採取した粒子状物質を分析し，インド洋深層部に

おけるPb同位体組成 (206Pb/207Pbや208Pb/207Pb同位体比な

ど) の系統的な鉛直分布を高精度で解明することに成功

した．

　海水中粒子態Pb濃度は溶存態のそれの5％程度かそれ以

下と推定されるため，溶存態分析の20倍もの海水を処理

する必要があるが，これにより高濃縮されるマトリック

スによる系統誤差が生じる可能性が予見された．そこで，

外洋海水を試験的に大量ろ過し，高濃縮マトリックスの

模擬試料を調製し，これを基に同位体分離精製を行った

試料の同位体組成計測を行った．測定とその準備では貴

所のクリーンルームとNeptune MCICPMSを用い，3回の

訪所により分担者との共同実験を実施した．

　これらの結果，懸濁粒子態Pb同位体組成の分析操作手

順を概ね確立できた．東部インド洋ベンガル湾南方域の

深層部 (500m～4800m) における粒子態Pb同位体組成の

鉛直分布を解明した．懸濁粒子態Pb同位体比 (206Pb/207Pb
や208Pb/207Pb同位体比) は，深さと共に増大していること，

近隣観測点で我々が既に獲得している溶存態Pb同位体組

成の分布と類似していることを発見した．粒子態の同位

体組成は，周辺国からの人為的供給と自然のサイクルに

よる供給を反映した値を示しており，溶存態の起源に関

する知見と合致する．さらに，溶存態と懸濁粒子態のPb
同位体組成が互いに近い値を示すことから，Pbについて

は両存在形態の相互変換過程が深層水柱 (deep water
column) 全体にわたって非常にすばやく進行しているこ

とが分かった．このような知見は世界 先端のものであ

り，国際学会Ocean Sciences Meeting 2020において発表し

た (Asanuma et al., 2020 Feb)．
　また，本研究で開発した技術を日本海の亜表層におい

て採取した試料に適用した．日本海は，周辺を浅い海峡

と陸地に取り囲まれた半閉鎖型の縁海であり，過去に我々

が実施したPb濃度の観測結果から，周辺国の人為的汚染

が顕著であることが示唆されていた．粒子が多い日本海

における粒子態Pb同位体組成の知見を獲得するために，

いくつかの上層水中試料を分析した．その結果，日本海

の大和海盆と日本海盆ではPb同位体比が顕著に異なる可

能性を見出した．今後，Pb同位体組成を継続的に広域調

査することで，日本海におけるPbの循環像確立に関する

情報，例えば，複数の起源とその及ぶ範囲など，につい

て新たな知見が得られていくことになると期待される．

　本年度の研究遂行により，Pb同位体の海洋内の循環や

挙動に関して，新しい情報が獲得できた．今年度は成果

のとりまとめと公表 (未報告のもの含めて) の重点化を

図りつつ，研究を進めていく予定である．

採択番号　　19A047，19B043

研究課題名　亜熱帯域と西南太平洋の人為起源鉛安定同位体組成の分布解明

氏名・所属 (職名) 　　則末 和宏・新潟大学 理学部 (准教授)

研究期間　　　　　　　2019/10/15-17，12/10-12，2020/1/14-15

共同研究分担者組織　　小畑 元，蒲生 俊敬 (東京大学)，石川 剛志 (海洋研究開発機構)

　　　　　　　　　　　岡村 慶 (高知大学)，他 学生5名
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【研究目的・期待される成果】

　チリ三重会合点 (CTJ) は，地球上で唯一，拡大中の中

央海嶺が大陸下に沈み込む場である．拡大がもたらす熱・

マグマ・水などが地震発生帯の性質・挙動にどのような

影響を及ぼすのか，1969年M9.5地震の破壊域南限をなす

この地点で，鍵となる熱流量観測などから解明を試みる

のが，本研究の基となる科研費 (代表：木下) の目的で

ある．特にRuff and Kanamori (1980) が提案した「沈み

込むプレートが若く，速いほどMが大きい」というシンプ

ルな関係を検証したい．若くて速く沈み込むプレートは

「常に」Mが大きい (破壊域が広い) のか，そしてその

物理メカニズムは何か，プレート固着の実態 (差応力・

断層強度) の理解にもつながるこの問いに対する鍵を握

るのが，熱構造である．

　CTJ周辺では，これまでに地震探査やコア採取が行われ

ているが，熱流量データは数点しかなく，しかもCTJその

ものでの計測値が皆無であった．提案者らは2018年度後

半に，CTJでの調査を含む105日間の研究航海 (調査船

「みらい」，MR18-06) を獲得した．そのうちCTJでの観

測 (Leg2) が実質5日間実施され，海嶺軸＝海溝軸周辺で

コア試料採取・熱流量測定・ドレッジ・シングルチャン

ネル地震探査・海底地震計設置が行われた．これらのう

ち，熱流量データとコア試料分析を本研究で実施し，

新鋭のシミュレーションと併せて，地震の大きさという

大きな課題に挑戦する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　2019年6月10日から14日まで，KCCにて試料測定を集中

的に実施した．チリ三重会合点付近で得られた6本のピス

トンコア試料・パイロットコア試料について, MSCL, CT，
MAD物性，Itrax計測を実施した．MSCL, CT, Itraxについ

ては高知大学技術職員や技術補佐員に実際の計測やデー

タ出力をお願いした．MAD計測は本共同研究の協力機関

である，JAMSTEC高知コア研究所の装置により実施した．

　計測したコア試料は，2019年1月，JAMSTEC調査船「み

らい」による航海がチリ三重会合点 (南緯46度，西経76

度付近) において実施された航海で得られたものである．

実質5日間程度であったが，コア試料以外に，浅部反射法

探査 (4測線)，熱流量測定 (6点)，ドレッジ (2点)，海

底地震計設置 (13点) が実施された．

　6本のコア試料のうち，海側 (HP5) のみが非常に密度

が高く，かつ深度方向に密度が増加する傾向を示した．

それに対して，中軸上 (HP2, HP6) では， もタービダ

イトの頻度が高く，密度はほぼ一定の傾向を示した．ま

た陸側斜面の2点 (HP3, HP7) にはタービダイトが少な

く，密度は深度とともに漸増する傾向を示した．

　海側のHP5は，軸部から一段高く海溝斜面から遠いこと

から，軸部に流入する現生のタービダイトは到達してい

ないと考えられる．したがって，HP5の表層堆積物の起源

は，海嶺で生成された後の，過去の堆積物，あるいは現

在の半遠洋性堆積物の可能性がある．

　熱流量は，海嶺中軸部で140・210mW/m2 であったのに

対して，西側の正断層崖上で370mW/m2, 陸側 (付加体斜

面下部) でも230mW/m2を超える高熱流量が観測された．

陸側ではODPによる掘削 (863サイト) が実施されている

が，熱流量は100mW/m2以下と低いのと極めて対照的であっ

た．ODPの値は，地震探査記録に検出されたBSR深度から

推定された値と整合的であったことから，陸側斜面の表

面の高熱流量は，既往研究で指摘されたような，地下か

らの湧水に起因する可能性が考えられる．一方で，軸部

の熱流量が両側に比べて低いのは，軸部への大量のター

ビダイト流入による表面熱流量の低下が原因とも考えら

れるが，それに加えて， 近のマグマ活動・熱水活動が

軸部では起きていないことを示すのかもしれない．

　今後元素組成データ解析や数値計算などと合わせて，

堆積物の起源や拡大－沈み込みのテクトニクスを明らか

にしていく予定である．

チリ三重会合点調査海域 (〇)．

ピストンコア採取地点の鳥観図．

採択番号　　19A048

研究課題名　チリ三重会合点表層コア試料記載・計測による海嶺沈み込み場研究

氏名・所属 (職名) 　　木下 正高・東京大学 地震研究所 (教授)

研究期間　　　　　　　2019/6/10-14

共同研究分担者組織　　阿部 なつ江 (海洋研究開発機構)，安間 了 (徳島大学)

　　　　　　　　　　　井尻 暁 (海洋研究開発機構)，他　学生2名
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【研究目的】

　古原生代の海底表層断面および海底層序についての詳

細なコア試料観察を行い，太古代～原生代の (1) 海底熱

水循環，(2) 海底堆積作用，(3) 海洋の酸化／還元状態・

pH状態，(4) 初期生物の生態系，(5) 大気表層環境，な

どに関する重要な情報および変動を明らかにする．

　

【期待される成果】

　太古代から原生代にかけての海洋底環境の変化・生物

活動・表層大気環境変動と鉄沈殿物の関連性を探る．特

に，大陸成長がおこる31億年前，GOE前後，全球凍結時

における海底の変化を明らかにする．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　時代・場所別4カ所の地層について，岩相記載，有機物

分析を行い，当時の環境復元を行っている．

1) 太古代では，ピルバラにおいて，当時の深海堆積物の

取得のために陸上掘削 (DXCL) を, 2007年はDXCL1,
2011年はDXCL2と2回の掘削を行っている．コアセン

ターに試料を保管してきたが，場所の関係上香川の地

球史試料センターに移動させた．

2) 古原生代では，ガーナケープスリーポイントを中心に

調査しており，23億年前の海洋性島弧近辺の堆積物で

あることを見つけている．2015年12月にて195mの掘削

コアを取得した (GHB掘削計画)．

3) 古原生代において，地域と詳細な年代変化をみるため

に，2016年夏にカナダ調査を行い，フリンフロン帯，

ケープスミス帯の調査を行い，特にケープスミス帯の

Mine Relganニッケル鉱山において，地質調査，鉱山内

部調査および掘削コア試料からの層序復元と取得を行っ

た．

　特に，本年度はGHANAコア，DXCLコアについて，再

度観察および試料取得および解析を行っている．中でも

DXCL CL3コアはクリバービル縞状鉄鉱層を掘削してお

り，この詳細な解析を行っている．BIFはシデライトBIF
であり，嫌気的環境で沈殿しているもので，陸上に見ら

れているものは，後の酸化によって赤くなっているもの

である．改めて，層序の確認を行い，連続的に成分変化

が見られるItrax解析，およびEPMAによるマッピング，FE-
SEMによる詳細観察を行っている．

　

　今回の成果として，マグネタイトBIFが形成するラミナ

は，その前後の縞々堆積物のうち，粘土物質の濃集する

ラミナにマグネタイトが徐々に濃集していることが判明

した．今後，シデライト層からマグネタイト層に移行す

るシステムを考察する必要がある．

採択番号　　19A049，19B044

研究課題名　地球史を通した海底環境復元プロジェクト7：

　　　　　　掘削コアおよび海底断面露頭試料を用いた海底層序／環境変化の解析

氏名・所属 (職名) 　　清川 昌一・九州大学大学院 理学研究院 地球惑星科学部門 (准教授)

研究期間　　　　　　　2019/6/4-8，12/23-27，2020/2/27-3/7

共同研究分担者組織　　池原 実 (海洋コア)，他 学生4名
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【研究目的・期待される成果】

　鉄沈殿物からなる地層は堆積時の表層や海水中の酸化

環境や酸素使用する生物活動についての影響を記録する

重要な指標になる．しかし，鉄沈澱作用について，1) シ

リカ・鉄のみが交互に沈殿し，2) それぞれ縞々を作成，

3) 堆積速度，4) 深度，5) 沈澱時の海水化学状態，6)

微生物との関連性，などについて問題点が多く，その成

因については解決には至っていない．これらの問題点を

解決するため，現在の海洋環境における鉄沈殿物の沈殿

や堆積環境を明らかにする．

　薩摩硫黄島は，半閉鎖的な環境が作り出す熱水噴出

湾において，水酸化鉄が多量に堆積している (例えば,

Kiyokawa and Ueshiba, 2015)．調査地の海底の沈殿物は，

水酸化鉄のコロイドが形成し沈殿してできた層である．

海水中で水酸化鉄になって沈澱する様子や沈澱後地層に

埋まった後の変化などの挙動は，酸素や生物が多い現在

においても，その沈殿メカニズムや続成作用などの観察

は可能である．

　2009年頃からトラップにて採取した，現世鉄沈澱物の

層序を組み立てる．化学的特徴を解析し，実際の海上・

海底での水酸化鉄粒子の沈殿に向かう挙動を明らかにす

ること，具体的な鉄沈澱物の挙動の解明，水酸化コロイ

ドの吸着条件，微生物の関与が定量的に明らかになるこ

とが期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

トラップのCTスキャン結果：

　CTスキャンを行ったトラップは，厚さ3～25cmの白く

映る密度の大きい層 (高密度層)，厚さ1～5cmの黒く映る

密度の小さい層 (低密度層)，厚さ数mm～数cmの白と黒

の層が重なっている層 (互層) に分けられた．CTスキャ

ンを行ったトラップのうち連続的に回収されている，2011

年6月～2019年8月までのトラップ40本を対比した結果，

この期間の全層厚6m 20cmの層序が復元された．この層序

は，高密度層 (35層)，低密度層 (28層)，高密度低密度

互層 (8層) で構成されており，厚い高密度層と薄い低密

度層が溜まり，互層が溜まるサイクルがあった．このサ

イクルを1ユニットとすると，2011年から2019年までに9

つのユニットがあった．

　2018年4月～2019年8月におけるCT映像の対比を行った

結果，同時期に入れ，3ヵ月で取り出したトラップと7ヵ

月で取り出したトラップでは，3ヵ月で取り出したトラッ

プには低密度の層が存在するが，7ヵ月で取り出したトラッ

プには低密度の層が存在していなかった．

　

SEM観察結果：

　高密度層 (細粒砂層) では直径100nmほどの水酸化鉄粒

子が吸着して数m～数十mになる構造や直径10～50m

の火山ガラスや珪藻が観察された．この火山ガラス表面

には水酸化鉄粒子の吸着は見られなかった．高密度層を

構成するのは，主に直径100nmほどの水酸化鉄粒子の集合

体と直径10～50mの火山ガラスであった．低密度層 (水

酸化鉄層) では直径50nmほどの水酸化鉄粒子が吸着して

数m～数十mになる構造や直径10mほどの火山ガラス

が観察された．低密度層で観察される火山ガラスは高密

度層において観察されたサイズより小さいが，表面には

水酸化鉄粒子の吸着は見られなかった．低密度層を構成

するのは，主に直径50nmの細粒な水酸化鉄粒子が凝集し

た直径m～数十mほどの集合体であった．

EDS・MAP分析：

　EDSやMAP分析により，沈殿物は主にSi 鉱物，火山ガ

ラス，水酸化鉄粒子，haliteから構成されていると考えら

れる．Si 鉱物や火山ガラスは数mほどの大きさで点在し

て分布していたが，水酸化鉄粒子は観察視野全体に分布

していた．また，高密度層と低密度層の分析結果を比べ

ると，高密度層の方がSi 鉱物や火山ガラスの割合が多い

ことが分かった．

　

　トラップのCT画像の対比，沈殿物の観察，気象観測結

果から，厚い高密度層は台風時のうねりにより数時間か

ら数日で形成し，細粒な砂や火山ガラスを含む沈殿物で

あることが考えられる．また，低密度層や互層は海底が

穏やかな時に形成する，鉄沈殿物が多い地層であると考

えられる．2018年は台風が6回，2019年は2回接近・通過

しており，台風前に形成した縞状の地層は，台風が接近・

通過した時に高密度層が沈殿したため消失したと考えら

れる．低密度層や互層が地層として保存されるには，海

底が穏やかな環境であることが必要と示唆される．長浜

湾において水酸化鉄の沈殿は突発的ではなく，数年間定

常的に起きていることが明らかになった．
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【研究目的・期待される成果】
　ユカタン半島の北部沖の海底下に埋没する直径約180km
のチクシュルーブ・クレーターは，約66Maの白亜紀末期
の天体衝突によって形成された．この天体衝突は，恐竜
等の生物の大量絶滅を引き起こしたと一般に理解されて
いるが，アクセスの難しさ故に構造や形成過程は不明で
あった．特にピークリングと呼ばれる巨大衝突クレーター
特有の構造に狙いを定め，2016年春にIODP Exp. 364
“Chicxulub Impact Crater”(MSP) が実施された．地下
約500mから約1,300mの深度から回収された約800mのコ
アは，618m付近から衝突起源の堆積物が，748m付近から
は基盤岩 (花崗岩) が発見された．様々な重要な成果が
本コアから得られたが (Morgan et al., 2016; Lowery et
al., 2018; Riller et al., 2018)，天体衝突後の爆心地付近
での海洋の化学組成の復活過程や栄養塩元素の生物地球
化学循環の復活過程，広くは環境や生態系の回復過程は，
依然として謎のままである．
　本申請では，複数の同位体比の測定を軸とした研究を
提案する．試料は，上記コアの約500m～618mのpost-impact
セクションと約748m～の基盤岩セクションを対象とする．
前者では，有機／無機炭素・有機窒素の存在量と安定同位
体組成と鉱物組成の分析，炭酸塩中のストロンチウム (Sr)
の同位体組成の分析を行う．後者では，基盤岩中のSrの同
位体組成の分析を行う．天体の衝突時および衝突後 (PETM
等の温暖化を含む) のC・N・Srの循環の復活過程を解明す
る事を，研究の目的とする．また，申請者の研究室で別
途行う，コアのpost-impact部のFe・S・Pの化学形態別存在量
およびFeとSの同位体組成と微量元素組成に関する研究と
合わせ，堆積環境の酸化還元状態および海底熱水の寄与
の変遷の数値化を行うことが，研究の特色である．また，
海洋中のSrは大陸風化と海底熱水の2つの起源があり，起
源物質の同位体組成に顕著な違いがある．クレーター形
成時の基盤岩の猛烈な熱水変質で大量に元素が放出され
て“toxic ocean”となった海洋の復活過程を，Sr同位体組
成から探ることも研究の特色である．元素毎に異なる海
洋滞留時間に留意をしつつ，Exp. 364試料の各種データに
基づいて地球化学循環の復活のテンポが解明され，複数
の論文を執筆することが期待される成果である．本申請
研究を実行する意義は高いと言える．

【研究実施内容】
1) TIMSによるストロンチウム同位体分析，および研究

打ち合わせ
2) GC-MSによるバイオマーカー分析，および研究打ち

合わせ
　
【測定試料】
　IODP Exp. 364 Chicxulub Impact Crater (チクシュルー
ブ衝突クレーター) 航海でユカタン半島沖で採取された
堆積物
　
【得られた成果】
　申請者と分担者の学生2名が，往復日を含めて延べ約33

日間にわたって高知コアセンターに滞在し，多数の試料
の各種分析および研究打ち合わせを行うことができた．
　学部4年の武藤は，Sr同位体分析を担当した．武藤はコ
アスクール同位体コースに参加することによってバック
グランドの知識と経験を備え，コアセンターでの実試料
の分析は，石川所長および川合博士に分析の指導を受け
ながら，試行錯誤の末，樹脂によるイオン交換と濃度調
整を含む試料前処理を行い，TIMSを用いて同位体測定お
よびデータ解析を行った．試料の前処理においては，堆
積当時の海洋の化学組成を反映すると推察される炭酸塩
成分のSrを，粉末試料を酢酸で溶脱することにより抽出し
た．こうして調整した約40試料の分析を行うことが出来
た．繰り返し分析したものもあるので，実際の測定数は
40以上となった．
　その結果，K/Pg境界の直後において海洋のSr同位体組
成が急激に変化していたことを，世界で初めて検出する
ことに成功した．これは，天体衝突爆心地のコア試料と
いう大きな利点を活かしたものであった．
　学部4年の齋藤は，Exp. 364の黒色頁岩部分の試料粉末
を用いて，バイオマーカーの分析を，池原教授の指導を
受け，行った．その際，高速溶媒抽出装置を用いて堆積
岩中の有機溶媒に可溶な成分の抽出を行い，濃縮し，シ
リカゲルクロマトグラフィーで分画し，GC-MSにかけ，
2-methylhopaneやisorenierateneやokenoneといった有機分
子の検出を試みた．質と量の両面で，今後の更なる研究
が必要である．黒色頁岩が形成するような嫌気的環境が
発達した海洋では，上記のバイオマーカーが検出される
可能性があるが，検出の暁には，その試料内での平面分
布をバイオマーカーのマッピングにより明らかにして行
きたい．
　以上の結果を用いて，武藤功太は卒業研究報告「ユカ
タン半島沖の掘削試料から探る白亜紀以降の海洋ストロ
ンチウム循環の復活過程 (IODP Exp. 364“Chicxulub
Impact Crater”)」を提出し，また，2018年度に貴所で取
得した炭素と酸素の安定同位体組成のデータを組み入れ，
本研究の分担者の小椋千尋は修士論文研究「Biogeochemical
cycles of carbon and sulfur after the K-Pg impact event
recorded in the core recovered off Yucatan Peninsula
(IODP Exp. 364“Chicxulub Impact Crater”)」を仕上げた．
また，以下に示すが， 国内で2件の研究発表を行った．
　
学会口頭発表
山口 耕生，葉山 煕大，小沼 一元，阿部 剛，山口 飛鳥，
池原 実，清川 昌一，伊藤 孝，尾上 哲治，George Tetteh，
Frank Nyame (2019) ガーナの陸上掘削堆積岩の地球化学
から示唆される約22億年前の深海の酸化. In 日本地質学
会第126年学術大会,山口大学，山口県山口市，9月23-25日.
　
学会ポスター発表
小椋 千尋，山口 耕生，池原 実 (2019) ユカタン半島沖
の暁新世～始新世の炭酸塩岩の地球化学：天体衝突後の
炭素と硫黄の生物地球化学循環の復活過程を探る. In
地球環境史学会年会, 講演要旨集p. 304，R23-P-4，産業技
術総合研究所，茨城県つくば市，11月16-17日. Poster.
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【研究目的・期待される成果】

　高温・高圧の地下環境であっても，岩石の浸透率は高

く，10-14m2もの値が保たれていることが地震活動や地震

波の減衰の周期的な時間変化から推察されている[Nakajima
and Uchida, 2018, Nature Geoscience]．このような高浸

透性の流路を担う構造は亀裂であり，固体地球内におけ

る水循環の経路として重要な役割を担う．また，流体の

移動を妨げる帽岩との組み合わせにより，亀裂のネット

ワークは貯留層としての役割も担う．岩石中の亀裂は，

固体地球における水循環，熱資源としての利用，地殻の

変形などを議論する上で重要となってくる．しかしなが

ら，亀裂を含む岩体を多孔質岩体と同じように扱って良

いものだろうか？同じ孔隙率であっても亀裂の連結性次

第でバルク物性にばらつきが生じるものであり，バルク

物性のみで亀裂の状態を議論することは難しい．そこで，

我々は急減圧・急冷実験によって亀裂を生成した花崗岩

試料を用いて，亀裂の評価とバルク物性との比較と経験

式の確立に挑戦する．亀裂の連結性を評価するため，貴

所共同利用機器であるマイクロフォーカスX線CTスキャ

ナ (Xradia) を用いて亀裂の3次元分布を得る．加えて試

料の孔隙率を算出するため，同じく貴所共同利用機器の

ペンタピクノメータを使用する．また，弾性波速度測定

を実施し，連結性と弾性波速度・弾性常数の関係を得る．

本研究は地熱エネルギーの開発において，貯留層中の亀

裂の連結性に関連した問題，高い浸透性 (経済性を担保)

と強度低下 (地盤沈下や誘発地震のリスク) の両者を，

いかにバランスを取りつつ実施するのか，の疑問に答え

うるものである．

【利用】

　2019年度は，マイクロフォーカスX線CTスキャナ (Xradia)
を計14日間，ペンタピクノメータを計6日間使用した．

　

【研究実施内容】

　急減圧・急冷法による亀裂を生じさせる前のインタク

ト試料と亀裂を生じさせた後の試料の孔隙率を算出する

ために，ペンタピクノメータを用いて固体部分の真密度

測定を実施した．インタクト試料ならびに亀裂入り試料

のそれぞれについてXradiaを用いて亀裂分布の画像を得た．

これらCT画像を用いて，亀裂のトレースを実施した．

　Hestir and Long [1990, JGR]は2次元平面上ランダムに

分布する亀裂をパーコレーションモデルに適用できる形

で評価する方法を提案した．ランダムに配置される亀裂

のネットワークにおいて，格子点の位置は既知でないた

め，pを求めることは難しい．そこで彼らは1本の亀裂に

交差する他の亀裂の平均の数をξ(グザイ) とし，ξとp
の間にp＝ξ/ (ξ＋2) が成り立つことを利用してpを求め

た．この手法に倣い，亀裂を持つ花崗岩試料のCT画像か

ら亀裂をトレースし，1本の亀裂に交わる複数の交点を数

え，その平均値ξからpを求めることとする．また試料の

弾性波速度を計測し，得られたpと比較を行う．

　

【得られた成果】

　急減圧・急冷法による亀裂を生じさせる前の，インタ

クト試料は0.8％以下の孔隙率しか持っていなかったが，

亀裂を生じさせると主に2～3％の孔隙率を，また 大で

10％程度までの孔隙率を示した．孔隙率の増加に伴い，

弾性波速度・弾性常数は低下することを示している．

　亀裂の連結性を示すpは，インタクト試料で0.37ほどで

あり，孔隙率が5.8％の試料でp＝0.56と，亀裂が増加す

るにしたがってpの増加傾向が示された．同じ孔隙率で

も見た目にて亀裂の連結が強いものと弱いものとでpの値

に差が生じており，同じ孔隙率でも高p値を示す試料の方

が，弾性波速度が低く示されるなど，pと弾性波速度や弾

性常数の間に相関がみられた．つまり連結性の定量化並

びにその連結性と物性の関係を示すことができた．

　インタクト試料におけるpと亀裂を持つ試料のpの差は

ごくわずかでありながら，物性値である弾性波速度や弾

性常数は急激に変化していることも示された．つまりパー

コレーションスレッシュホルドpcは0.39付近に存在する

だろうと考えられる．
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【研究目的・期待される成果】

　2016年4月に発生した「平成28年熊本地震」に関連して，

八代海においても布田川・日奈久断層帯で発生する地震

をトリガーとした海底地すべりの発生は十分に考えられ

るが，関連するデータは得られていない．八代海では，

南部の水俣湾において人為的な排出による有機水銀汚染

が知られている．水銀を含む砕屑物の移動は，堆積速度

や潮流に依存していると考えられ，海底地すべりも底質

環境を劇的に変化させる可能性を持つ要因の一つとして

重要である．これらのことを踏まえ，白鳳丸KH-18-3航海

では八代海においてピストンコアラーおよびマルチプル

コアラーによる採泥を行った．

　本研究は，八代海における海底地すべりの履歴を明ら

かにし，布田川・日奈久断層帯の活動による海底擾乱お

よび津波災害の可能性について検討し，海底地すべりが

水銀含有堆積物の移動・拡散への寄与の程度について，

基礎的なデータの採取を行い，海底環境の変化と地殻活

動の関連について新知見を提供する．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本課題では2018年7月27～30日に実施された白鳳丸KH-
18-3次研究航海で採取された堆積物コア試料を分析した．

コア試料は八代海において，ピストンコアラーにより11

サイト，マルチプルコアラーにより13サイトで採取され

た．得られたコア試料はピストンコア55本，マルチプル

コア13本である．本年度は，有孔虫分析用の個別試料の

採取を実施した．センター利用の実施期間は2019年9月9

日から同年9月12日である．

　KH-18-3次研究航海で採取されたピストンコア試料PC01～
PC11の計11本のコアから，表層からおよそ50cm間隔で2

cmの厚さのクォーターラウンド試料を採取した．DI001～
DI110の合計110試料であり，本研究ではPC02から採取さ

れたDI013～DI022の10試料を使用した．10試料を開口径

63mの篩上で水洗して泥成分を除去し，乾燥させた．そ

の後，乾燥させた各試料を分割し，1つの試料から200～

300個体の底生有孔虫化石を採取した．規定に達しない場

合にはすべての個体を拾い出した．属までの同定を行い，

そこから優占率が5％を超えるものは種の同定まで行った．

また，DI018～DI020においては，RIMS2000を使用して火

山ガラスの屈折率を分析した．

　10試料のうち，DI013～DI020から底生有孔虫化石が採

取された．しかし，DI019,DI020においては有孔虫の個体

数が規定に達しなかった．DI013～DI016までは，優占率

に違いはあるがほとんど群衆が変化せず，環境が変化し

ていないと推定した．DI017, DI018は汽水域を好む種の

優占率が増加したこと，4000～2000年前にかけて，関東

地方で一時的な海退期が認められていることから，当時

は海退により汽水域であったと推測した．DI021, DI022
は有孔虫が採取されず，井上ほか (2011，活断層研究)

の年代測定とZhenh et al. (1994)；斎藤 (1998)；大木

(2002) の海水準低下の報告から当時は淡水化していたと

考察した．また，火山ガラスは，屈折率から入戸火砕流

だと考えられ，豪雨による河川からの流入ないしは断層

活動の影響が推定された．

　コア試料に含まれる底生有孔虫化石群集から，八代海

南部の過去10000年近くの堆積環境が推定された．本研究

ではPC02のみの結果であるため，他の10本のコアの有孔

虫の分析を行い，空間的な広がりを検討する必要がある．

採択番号　　19A053，19B048

研究課題名　八代海における海底地すべり履歴の解明とその底質環境マスフラックスへの影響

氏名・所属 (職名) 　　北村 有迅・鹿児島大学大学院 理工学研究科 地球環境科学専攻 (助教)

研究期間　　　　　　　2019/9/9-12

共同研究分担者組織　　川端 訓代，冨安 卓滋，児玉 谷仁 (鹿児島大学)，角森 史昭 (東京大学)

　　　　　　　　　　　濱田 洋平 (海洋研究開発機構)，亀田 純 (北海道大学)

　　　　　　　　　　　山口 飛鳥 (東京大学)，他 学生3名
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【研究目的・期待される成果】

　微化石と炭素同位体比を用いた統合層序は，主に白亜

系において年代対比の解像度の向上に大きな進展をもた

らしてきた．しかしながら，デボン系や古第三系では炭

素同位体比層序の検討は一部のイベント層準でしか行わ

れておらず，全時代を通した炭素同位体比層序の作成は

ほとんど行われていない．本研究では温室期の古環境変

動を明らかにする目的で，デボン系，白亜系，古第三系

において高解像度での微化石・炭素同位体比統合層序の

樹立を行う．

　デボン系については，北部ベトナムのデボン系トクタッ

ク層において，コノドント化石層序と炭酸塩の炭素同

位体比層序を作成する．白亜系と古第三系については，

Newfoundlandおよび Shatsky Riseで掘削された IODP
Expedition 342のコア (Site 1407), ODP Leg 198のコア

(Site 1210, 1212, 1213) を用い，浮遊性有孔虫化石，石

灰質ナノ化石層序と炭素同位体比層序を作成する．

　本研究の大きな特徴は，これまで炭素同位体比の層序

対比がほとんど行われてこなかった古生代や新生代の地

層にもその手法を適用することである．このことによっ

て，日本などの陸上セクションの新生代や古生代の各地

層の国際年代対比精度が飛躍的に向上することが期待さ

れる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　デボン紀後期のフラニアン期・ファメニアン期境界 (F-F
境界) 付近で生じた大量絶滅は，顕生累代に生じたBig 5

と呼ばれている大量絶滅事変の一つである．この大量絶

滅は，下部・上部ケルワッサー事変の2回の絶滅イベント

からなっていることが明らかになっていて，下部ケルワッ

サー事変はP. rhenana コノドント化石帯の中で生じ，上部

ケルワッサー事変はP. linguiformis コノドント化石帯の

上部からP. triangularis コノドント化石帯の基底，すなわ

ちF-F境界付近で生じている．そのため，ケルワッサー事

変層を特定する場合，コノドント化石帯の調査が不可欠

であるが，下部ケルワッサー事変層については，コノド

ント化石だけでは特定する事が困難である．そのため，

下部・上部ケルワッサー事変層を特定する上では，コノ

ドント化石の調査と合わせて，産出化石の種数や産出量

が減少する層準を調べるのが一般的である．しかし，化

石の産出量が少ないセクションでは，大量絶滅事変層を

特定する事が難しいため，安定炭素同位体比の変動パター

ンを明らかにすることが重要である.これは下部・上部ケ

ルワッサー事変に伴って，汎世界的な海洋無酸素事変が

生じていたことが明らかになっており，これに合わせて

安定炭素同位体比が大きく正にシフトすることが知られ

ているため，現在ではコノドント化石の調査と安定炭素

同位体比の変動パターンを調べる事が，ケルワッサー事

変層を研究する上で も一般的な研究手法となっている．

　2016年から2019年にかけて熊本大学と東北大学および

ベトナム人研究者との北部～中部ベトナムでの協同研究

によって，北部ベトナムハーザン省のシャウホー (Seo
Ho) 地域に分布している上部デボン系トックタット (Toc
Tat) 層と中部ベトナムクアンビン省のミンホア (Minh
Hoa) 地域に露出している上部デボン系ソムニャー (Xom
Nha) 層から多くのコノドント化石が見つかることが明ら

かになった．そのため，コノドント化石を調べたところ，

P. rhenana コノドント化石帯からP. linguiformis 化石帯，

P. triangularis 化石帯が，欠如なく分布していることが分

かり，下部・上部ケルワッサー事変層を挟んでいる可能

性が高いことが明らかになった．そのため，これらの地

域で安定炭素同位体比の変動パターンを調べて，同位体

比層序を確立し，ケルワッサー事変層を特定する事を研

究の目的として，高知大学海洋コア総合研究センターの

質量分析計を用いて，石灰岩試料の分析を実施した．その

結果，P. rhenana からP. triangularis コノドント化石帯ま

での安定炭素同位体比層序を確立し，P. rhenana 化石帯と

P. linguiformis 化石帯の 上部で顕著な正のシフトを確認

することができた．なお，シャウホー地域では，安定炭

素同位体比の正のシフトが確認できた層準で，海洋無酸

素事変に伴って形成されたと考えられる有機物に富む黒

色石灰岩や黒色泥岩層が発達している事も明らかになっ

た．

　なお，白亜系の試料に関しては，2月下旬～3月上旬ご

ろの分析を予定していたが，コロナの影響等を考慮し，

今回は見送った．

採択番号　　19A054，19B049

研究課題名　デボン系，白亜系，古第三系の微化石・炭素同位体比統合層序の樹立

氏名・所属 (職名) 　　西 弘嗣・東北大学 学術資源研究公開センター (教授)

研究期間　　　　　　　2019/9/2-6

共同研究分担者組織　　高嶋 礼詩 (東北大学)，小松 俊文 (熊本大学)，他 学生2名
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【研究目的・期待される成果】

　「はやぶさ2」有機物と水を多く含む炭素質小惑星のサ

ンプルリターン計画である．リモートセンシングにより

得られたリュウグウ表面の反射スペクトルから，リュウ

グウの表層物質は加熱脱水を受けた炭素質コンドライト

CM隕石に類似することが明らかとなった．この成果を踏

まえると，加熱脱水を受けた炭素質コンドライト隕石は

小惑星リュウグウの適した模擬物質となり得る．また，

試料帰還前にその詳細な有機物組成を理解し，リュウグ

ウの表層作用を推定することが大変重要である．

　そこで本研究では，反射スペクトルがリュウグウと類

似するJbilet Winselwan隕石から精製した不溶性有機物の

元素組成および炭素・窒素同位体比を明らかにし，加熱

を受けていない炭素質コンドライト隕石の不溶性有機物

の組成と比較することによって，母天体熱変成度を評価

する．この結果と，2021～2022年に行われる予定となっ

ている帰還試料初期分析からの結果を統合することによ

り，炭素質小惑星の表層熱進化の理解を発展させる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

【序論】

　本研究では，小惑星リュウグウの熱史とそれにより形

成される有機物の組成を理解する目的で，熱変成を経験

した炭素質CMコンドライトであるJbilet Winselwan隕石

中のIOMの元素・同位体組成と化学構造を明らかにした．

【実験】

　Jbilet Winselwan隕石 (CM2), Murray隕石 (CM2),

Murchison隕石 (CM2), Allende隕石 (CV3) の4種類の炭

素質コンドライトを用いた．各隕石粉末からIOMをHCl/
HFおよびCsF/HF処理により精製した．IOMのCHN元素

組成を元素分析装置 (Flash EA 1112, Thermo Fisher
Scientific, 高知大学海洋コア総合研究センター), 炭素同

位体組成を元素分析オンライン質量分析計 (DELTA plus
Advantage, Thermo Fisher Scientific, 高知大学海洋コア総

合研究センター),化学構造を顕微ラマン分光装置(T64000,
Horiba-JY, 広島大学)を用いて分析した．

【結果と考察】

　Jbilet Winselwan隕石中のIOMのH/Cは0.405±0.039,

N/Cは0.0368±0.0018，炭素同位体比は13C -10.408±

0.486‰であることが明らかとなった．本研究で得られた

他の隕石およびAlexander et al. (2007) のデータと比較

すると，Jbilet Winselwan隕石のIOMは始原的なCMコン

ドライトや熱変成したCVコンドライトとは異なる組成を

示したのに対し，Yamato 793321, PCA 91008, WIS91600
といった熱変成を経験したCMコンドライトや未分類の

Tagish Lake C2コンドライトのIOMの値と類似した．特

に，Jbilet Winselwan, WIS91600両隕石の値は も近かっ

たことから，これら2つの隕石母天体は似た熱変成過程を

たどった可能性が高い．WIS91600隕石は，Tagish Lake隕
石と同様の条件の水質変成を受けた後，400-500℃の短

期的な加熱を経験したと考えられている (Yabuta et al.,
2010)．一方で，Jbilet Winselwan隕石のIOMのラマンスペ

クトルはMurchison隕石やMurray隕石のIOMのものと類似

し，Allende隕石のIOMに記録されるような長期的な熱変

成によるグラファイト化の痕跡は見られなかった．以上

の結果は，小惑星リュウグウの表層作用または母天体熱

変成に伴う高分子有機物の化学進化を理解する上で重要

な知見を与えるものと考えられる．

採択番号　　19A055，19B050

研究課題名　Jbilet Winselwan隕石中の不溶性有機物の元素・同位体分析による小惑星リュウグウの母天体環境評価

氏名・所属 (職名) 　　薮田 ひかる・広島大学大学院 先進理工系科学研究科 (教授)

研究期間　　　　　　　2019/9/9-13，11/18-20

共同研究分担者組織　　学生1名
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【研究目的・期待される成果】

　釧路市春採湖の完新世堆積物は，年縞を示唆する植物

片混じりの細互層やそれらに挟在するテフラ層や貝混じ

りの砂層によって主に構成される (Nanayama et al., 2003；

添田・七山，2005)．これらは過去の放射性炭素 (14C) 海

洋リザーバー効果やプレート間の巨大地震による古津波

の情報を高精度に記録していることが期待される．現世

における北海道東部のリザーバー効果 (R) は700～800年

程度と日本周辺では も大きな値を示すことが予想され

る (Nakanishi et al., 2015など)．その原因はオホーツク

海での深層流の湧昇が主に寄与していると考えられるの

で，海洋リザーバー効果の変化を解明することを通して

同効果が完新世を通してどのように変動してきたかを検

討できる可能性がある．一方，完新世を通してプレート

間の巨大地震の記録を高精度に復元することは，歴史資

料が少ない北海道東部地域における将来の地震・津波防

災や減災を策定する上での貴重な基礎情報となると期待

される．上記の課題を検討するために，氷結した湖上で

掘削採取された既存コア試料 (H3C) から分取したスラブ

試料でX線CT解析とItrax分析を2018年度に実施した．それ

に引き続いて，2019年10月に湖と太平洋を隔てる砂州の

湖岸側において掘削・採取したR1Hボーリングコア試料を

用いてX線CTスキャナ解析とマルチセンサーコアロガー

(MSCL)， XRFコアスキャナー (Itrax) による主成分分

析を実施した．これらの分析結果を解釈して上述した課

題を検討する予定である．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　まず，釧路市春採湖の湖岸において採取されたH3Cボー

リングコアから分取したスラブ試料 (約17m分) を用いて，

2018年度にX線CT解析とItrax分析 (0.5-1mm間隔) を実施

した結果について東アジア加速器質量分析 (EA-AMS) 国

際シンポジウムにおいて12月に発表した．砂層の同層準

から得た植物片と貝の放射性炭素年代値は，残念ながら

再堆積の影響をすべてが受けていて海洋リザーバー効果

を検討できなかったが，実際の堆積年代よりも1000年以

上も古い年代値を示す植物片や貝殻を含んだそれらの砂

層が津波堆積物であることを強く支持した．この成果は，

春採湖の津波堆積物の形成機構を理解する上で非常に重

要であると考えられる．この結果は，Proceedings of the
22nd Japanese symposium on Accelerator Mass Spectrom-
etry (JAMS-22) において掲載される予定である．また，

雄山閣が出版する「環境考古学と富士山4」において同コ

アの研究事例の一部を紹介した．

　一方，2019年10月に湖と太平洋を隔てる砂州の湖岸側

において科研費 (18H01310) で掘削・採取した全長43.7m
のR1Hボーリングコア試料を用いてX線CTスキャナ解析と

マルチセンサーコアロガー (MSCL)，XRFコアスキャナー

(Itrax) による主成分分析を実施した．Itrax解析の一部が

期間内に終えられなかったので2020年3月に追加測定を予

約したが，新型コロナウィルス対策の外部受け入れ中止

措置がとられたために実現できなかった．半裁して観察

した結果，深度0～9.05mは砂層と礫層の互層，深度9.05～

15.80mは砂泥互層，深度15.80～20.50mは年縞と砂層の

互層，深度20.5～25.50mは砂泥互層，深度25.50～39.00m
は細粒～中粒砂層，深度39.00～43.50mは砂礫層，深度43.50～

43.70mは固結砂岩であった．これらは堆積構造や含有物

などの特徴や周辺の地形・地質，土地利用の履歴を基に

して上位から，人工盛土，内湾堆積物，年縞堆積物，エ

スチュアリー堆積物，沿岸堆積物，網状河川流路堆積物，

古第三系の浦幌層群であるとそれぞれ推定される．予察

的に測定した放射性炭素年代値に基づくと，深度25.50m
より上位が完新統で，それ以深の沿岸堆積物は更新統で

あると考えられる．津波起源である可能性がある砂層は

深度9.10～21.10mに合計16層が確認された．

　現在，放射性炭素年代測定や貝化石の群集組成解析，

珪藻，有孔虫，貝形虫，花粉などの微化石群集組成解析，

古地磁気測定，テフラ分析等を進めており，これらの結

果も踏まえた多角的な研究成果が期待できる．当面の目

標は2020JpGU-AGU合同大会で研究概要を発表して，第15

回加速器試料分析 (AMS) 国際学会で放射性炭素の海洋

リザーバー効果について発表することである．

　高知コアセンターの解析では，技術スタッフの適切な

説明と機器操作のおかげで順調に作業を行うことができ

たので感謝を申し上げます．

採択番号　　19A056

研究課題名　北海道東部釧路市春採湖で採取した湖底堆積物の高分解能，高解像度解析

氏名・所属 (職名) 　　中西 利典・日本原子力研究開発機構 (特定課題推進員)

研究期間　　　　　　　2019/12/9-14

共同研究分担者組織　　七山 太 (産業技術総合研究所)，香月 興太 (島根大学)

　　　　　　　　　　　山口 龍彦 (国立科学博物館)，山田 圭太郎 (立命館大学)，他 学生1名
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【研究目的】

　古原生代は地球環境が大きく変化した時代である．大

酸化事変 (約24-22億年前) により大気中の酸素濃度が急

上昇したことにより，海洋の酸化還元状態も大きく変化

した (Lyons et al., 2014, Nature)．このような海洋の酸

化還元状態の変化は海洋中の生物必須元素濃度等に大き

な影響を与え，生物進化を阻害していた可能性が指摘さ

れているが，実際に海洋の酸化還元状態の時空間変化は

詳細に制約されていない．そこで本研究では約19億年前

の大陸棚堆積物が保存されているカナダ・ケープスミス

帯に保存されている黒色頁岩を対象に主要・微量元素組

成分析，軽元素 (C-N-S) 同位体比分析を行い，海洋環境

についての検討を行う．

【期待される成果】

　今後さらに複数の調査地域に保存される後期古原生代

の堆積物について，これまでの研究と同様のデータセッ

トを構築できれば，後期古原生代の海洋環境がどのよう

なものであったか，どのように変化したかが明らかにな

る事が期待される．

　

【利用】

　2019年11月12-16日の日程で有機地球化学実験室設置の

元素分析オンライン質量分析計 (EA-IRMS) を池原実先

生協力のもとで利用した．

　

【研究実施内容】

　今年度は，カナダ・ケープスミス帯から掘削されたコ

ア試料 (4G8069コア：約90m)，カナダ・フリンフロン帯

から掘削された試料 (EEL425コア：約150m)，ガーナ・

ビリミアン帯から掘削された試料 (GHBコア：約170m)

に含まれる黒色頁岩の分析を行った．4G8069コア・EEL425
コアは，砂岩－黒色頁岩互層より構成される．GHBコア

は主に火山砕屑岩層や火山岩層から構成されており，所々

に細粒なシルト岩層を挟む．ただしGHBコア上部に含ま

れるシルト岩層については山口ほか (2019，地質学会ア

ブスト ) により炭素同位体比の分析結果が報告されてい

るため，それらの分析は行わず，GHBコア下部に含まれ

るシルト岩層を重点的に分析した．有機炭素同位体比を

分析するにあたって，九州大学にて6N塩酸を用いた脱炭

酸を行った．脱炭酸では黒色頁岩粉末を60℃の塩酸に72

時間以上浸し，超純水を用いて5回以上すすいだ．この時，

リトマス紙を用いて上澄みが中性になることを確認して

いる．標準試料としてL-Alanine (昭光通商株式会社 杉戸

研究所， 13C＝-19.6±0.2‰) とSulfanileamide (C＝

41.84％) を用い，10 サンプルごとに1 個ずつ測定した．

誤差は±0.2‰である (n＝11)．また，試料封入には錫カッ

プを用いた．

【得られた成果】
● 4G8069コア/EEL425コア

　4G8069コアにおいて有機炭素同位体比は-32‰から-29‰

の値をとり，大きく2度の変動をする (Carbon isotope
excursions; CIEs)．CIE1ではコア底部 (-32.0‰) から約

45mかけて-29.5‰まで徐々に上昇する．CIE2では約5m
かけての同位体減少 (-29.5‰から-32.1‰) 後，約25m
かけての同位体上昇 (-32.1‰から-31.0‰) をする．同

様のCIEは昨年度の共同利用研究によって得られた分析結

果 (718.3333コアの分析) からも確認できる．718.3333

コアにおいて，有機炭素同位体比は-30.6‰から-33.2‰

まで約8mかけて減少した後，約40mかけて-31.9‰まで

上昇する．以上のCIEsはそれぞれのコア試料に見られる

コマチアイト層を同時間面として対比することで，2回の

CIEとみなすことができる．
● EEL425コア

　EEL425コアにおいて有機炭素同位体比は-22.3‰か

ら-24.9‰の値をとる．
● GHBコア

　GHBコアについては有機炭素含有量が非常に少なかっ

たため，今後フッ酸処理を行い，再測定を行う予定であ

る．

採択番号　　19B041

研究課題名　古原生代の海洋環境復元：カナダ・フリンフロン帯及びケープスミス帯

氏名・所属 (職名) 　　元村 健人・九州大学大学院 理学府 地球惑星科学学科 (博士後期課程1年)

研究期間　　　　　　　2019/11/12-16

共同研究分担者組織　　清川 昌一 (九州大学)，池原 実 (海洋コア)
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【研究目的・期待される成果】

　秋田県を含む日本海沿岸地域に分布する中期中新世以

降の海成堆積岩は炭化水素鉱床を胚胎し，我が国固有の

エネルギー資源として有効に活用されている．探鉱では，

坑井に認められる地層の地質年代決定が鉱床の空間分布

を知る上で非常に重要となる．海成堆積物に含まれる微

少な化石は，地質年代決定において主要な手法のひとつ

に挙げられる．本申請で取り上げる化石種目「有孔虫」

に関しては，「温暖系種の産出時代」が対比の基準とされ

てきたにも関わらず，温暖種の増加と過去の海洋環境変

動の時空間規模との関係や温暖種の詳しい生態が未だ明

らかとなっていないために，その時間面としての妥当性

や現象の本質が理解されないまま利用されているに過ぎ

ない．そこで，本申請では，秋田～青森地域に分布する

上部鮮新統を精査層準として同化石の温暖種産出時期の

古海洋環境を復元することを目的とする．2016～2017年

の申請研究 (16B072・17B065) では同種の間欠的な産出

傾向を明らかにするとともに青森県鯵ヶ沢地域にて鮮新

世／更新世境界付近での急激な酸素同位体比の変化傾向

を捉えることができた．本申請では，さらに，同様の地

質時代を対象に，石灰質微化石の保存が良好な秋田県能

代地域で採集されたGloboconella 属を中心に分析を行い，

鮮新世末から更新世始めにかけての同種の時空間分布の

傾向について検討を行う．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　令和元年11月24日から12月5日にかけて高知大学海洋コ

ア総合研究センターの同位体質量分析計を用いて，秋田

県能代地域柾山沢地域に分布する上部鮮新統～ 下部更

新統の天徳寺層・笹岡層より採集された浮遊性有孔虫化

石の分析を実施した．層位間隔1mで試料の採集を行った

うち石灰質殻の保存良好な31試料について分析した．同

位体分析試料の層位間隔は1～24mであった．浮遊性有孔

虫化石試料は岩石試料から凍結乾燥法により抽出した．

分析に際しては，調査区間を通して連続的な同位体記録

が得られるように豊産する種を中心に測定したほか，比

較的多様度の高い層準については，Globoconella 属と共産

する種の同位体比の関係を検討するために，できるだけ

多くの種の測定も試みた． 終的に，酸素同位体比分析

に用いた種はGlobigerina bulloides (18試料;以下同様)

Globoconella inflata praeinflata (150～250m:14，250～355

 m:17),Globigerina quinqueloba (12),Neogloboquadrina
incompta (10), Neogloboquadrina asanoi (2), Elphidium
excavatum (17), Planocassidulina norcrossi (3) の7種で，

合計93試料で有効な値が得られた．測定期間中の分析精

度は0.02～0.121‰であった．

　調査した層序区間を通して,G. bulloides が-0.07～1.10‰，

G. inflata praeinflata (150-250 m) が-1.21～0.16‰，

G.inflata praeinflata (250-355m) が-0.73～0.53‰，G.
quinqueloba が-0.54～0.83‰, N. incompta が0.05～

0.76‰，N. asanoi が0.64～0.68‰, E. excavatum が0.44～

1.73‰，P. norcrossi が1.80～2.27‰の間で変動した．層

準によって違いはあるものの，一般的にP. norcrossi ,E.
excavatum , N. asanoi , G. bulloides , N. incompta , G.
inflata praeinflata (250-355  m), G. quinqueloba , G.
inflata praeinflata (150-250m) の順に重い値を示した.G.
inflata praeinflata の系統のうち，現生種であるG. inflata
は外洋域では亜表層に生息し，海洋表層に生息するG.
bulloides よりも重い酸素同位体比を示すのに対して (例

えば, Niebler et al., 1999)，本研究では G. inflata
praeinflata の酸素同位体値が比較的軽い値を示すことが明

らかとなった．また，北半球高緯度域の氷床拡大期に対

比される基準面A (2.75Ma；佐藤ほか，2003) 前後の層

序区間の変化に注目してみると，いずれの種でも際立っ

た傾向の変化はみられなかった．今後これらの傾向につ

いて，堆積環境の変遷と合わせて検討を行う．

採択番号　　19B051

研究課題名　鮮新世中頃から末の温暖期に関連した日本海での暖流系浮遊性有孔虫化石の産出とその意義

氏名・所属 (職名) 　　山﨑 誠・秋田大学大学院 国際資源学研究科 資源地球科学専攻 (准教授)

研究期間　　　　　　　2019/11/24-12/5

共同研究分担者組織　　池原 実 (海洋コア)，他 学生2名
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【研究目的・期待される成果】
　これまで，海洋によるCO2吸収は，外洋で発揮されてい
て，陸域負荷を受ける沿岸域では有機物が分解される，
CO2の放出源と考えられてきた．ところが近年，応募者ら
の先行研究により，沿岸生態系が，熱帯林に匹敵もしく
はそれを上回る高いCO2吸収速度の事例が示された．した
がって，沿岸域はまさに炭素のmissing sinkとなっている
可能性がある．しかし，陸，河川，外洋の影響を受ける
複雑な場という沿岸域の特性により，実証には手法や解
析上の困難が伴い，「未知の炭素フロー」の検証は進んで
いない．以上の背景から，本研究では，様々な計測手法
を新たに開発し，多分野の学術アプローチによる解析か
ら，沿岸生態系における「未知の炭素フロー」を検証す
ることを 終的な研究目標とする．
　平成24年度に採取した試料については，MSCL，X線CT
スキャナー，コア連続画像撮影装置，レーザー粒度分布
測定器を利用させていただき，堆積物コアの深度方向の
基本的なプロファイルを得た．年代測定・同位体分析結
果と合わせて取りまとめを行い，相対的海水準，土砂供
給，静穏性，植生の変化が有機炭素貯留速度を規定して
いることがわかった (Watanabe et al., 2019, Global Change
Biology)．
　平成28年度には人為的な環境改変の影響があるサイト
の堆積物コアを本共同利用にて1次処理させて頂いた.分
取したサンプルの分析を現在進めている.
　平成30年度は地理的成り立ちの異なる炭酸塩地盤のコ
ア試料について，X線CTスキャナー，マイクロフォーカ
スCTスキャナーを利用させていただき，コア性状を観察
した．
　今年度は，炭酸塩地盤における炭素貯留速度と，炭素
の起源や固化メカニズムを検討することを目的とする．
さらに，堆積物中に埋没した炭素が，物理的な破壊を免
れて長期間に渡り地盤として貯留されるメカニズムを検
討するため，コアの性状と地盤強度との関係を検討する
ことを目的とする．
【利用・研究実施内容・得られた成果】
1．目的
　沿岸生態系への炭素隔離・貯留メカニズムを検討する．
令和元年度はサンゴ等の石灰化生物やその死骸が積み重
なって形成される炭酸塩地盤における炭素の貯留速度と
固化メカニズムを検討するため，サンゴ礁で採取した炭
酸塩地盤の堆積物コアやサンゴについて，非破壊測定に
よる性状観察，性状観察に基づく分析試料の切り出し，
試料分析 (XRD) を実施した．
2．利用・研究実施内容
(1) 堆積物コアとサンゴの採取
　平成22年から平成29年にかけて，沖ノ鳥島と南鳥島，
およびそのモデルサイトである沖縄県ルカン礁において，
炭酸塩地盤の堆積物コアとサンゴを採取した．沖ノ鳥島
と南鳥島は，サンゴ礁上に排他的経済水域の根拠となる
低潮線保全区域が設定されており，炭酸カルシウムとし
ての炭素蓄積速度の把握は国土保全上も重要な意義を有
する．ルカン礁は浅いラグーンを持つ外洋上の孤立した

サンゴ礁であり，南鳥島や沖ノ鳥島に似た地形的な特徴
を持つため，アクセスが困難な両島のモデルサイトとし
て設定した．
(2) コア性状の非破壊測定 (平成30年度に実施)
　採取した堆積物コアとサンゴを高知大学海洋コア総合
研究センターに持ち込んだ．X線CTスキャナーを用いて，
非破壊の性状測定を実施した．
　サンゴのX線CT画像からは，サンゴ骨格内の密度差に
よる年輪の構造が観察された．
　堆積物コアのX線CT画像から，成長方向がコアの上向
きで，かつポリプの摩耗が少ない現地性のサンゴを特定
した．また，ラグーンの堆積物コアにおいて高密度の領
域を特定し，マイクロフォーカスCTスキャナーを用いて，
高密度領域の詳細なCT画像を得た．CT画像から，ミクラ
イト様の構造が観察され，高密度領域はマトリクスが生
化学または無機化学的に固化したものを含むことが推定
された．
(3) コア性状の非破壊測定と試料の切り出し (令和元年
度に実施)
　ルカン礁の地盤コアについて，地盤コアのX線CT画像
を元に，固化状況の異なるコアの部位を選定し，マイク
ロフォーカスCTスキャナーを用いて取得した詳細なCT画
像に基づき，分析領域を選定し，分析試料の切り出しを
行った．分析試料として，地盤強度試験のためのスラブ，
XRD分析試料，DNA分析試料，14C年代測定用試料を切り
出した．
　また，昨年度X線CTスキャナーで撮影した地盤コアと
サンゴについて，外箱の影響や試料の厚みのために画像
が不鮮明だったものについては試料の取り出しや切り出
しを行い，再撮影を行った．
(4) 試料分析 (令和元年度に実施)
　切り出した試料の一部についてXRD分析，14C年代測定，
強度試験 (針貫入試験) を行った．リーフの地盤コアか
ら切り出したサンゴ試料は1万年前以降 (完新世) の年代
を示し，XRD分析の結果アラゴナイトが9割と主体であっ
た．一方ラグーンの地盤コアから切り出したサンゴ試料
は約4万年前 (更新世) と古い年代を示し，XRD分析の結
果カルサイトの比率が4-9割と高く，再結晶が進むなどリー
フの地盤とは異なるメカニズムで固化していることが推
定された．
　また一部の試料についてレーザーラマンマッピングを
行った結果，沖ノ鳥島のコア試料からはカルサイト，ア
ラゴナイトに加えてアパタイトが検出され，場所によっ
て再結晶化のメカニズムが異なる可能性が示唆された．
　さらに地盤の強度を調べる針貫入試験を行った結果，
ミドリイシ属のサンゴが他種のサンゴやマトリクスより
も高い強度を示した．同じミドリイシ属の骨格でも成長
が速い枝の部分が枝の間を埋める共骨の部分よりも強度
が高かった．地盤コアのマトリクスとサンゴの比率や，
コアを構成するサンゴの種類，サンゴ骨格内の部位によ
る強度の違いが地盤強度に影響する可能性が示唆された．
　今後，これらの分析結果を用いて解析を進めていく予
定である．
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【研究目的・期待される成果】

　表層型ハイドレートの起源を解明する上で 後に残さ

れた課題は，どのような地質背景で濃集したのか？なぜ

日本海か？ という根源的な問いである．濃集のタイミン

グについては，日本海の発達史，環境変動 (氷期・間氷

期変動) のフレームの中で評価する必要がある．これま

でに得られたコア試料をもう一度全て見直し，層序的検

討の不十分なものは新たな微化石，マグネの解析を実施，

XCTにより炭酸塩の濃集層準を特定，それらの絶対年代

を求め，日本海の変動とのリンクを実証し，ハイドレー

トの形成・発達史を定量的に明らかにしたい．本研究の

ゴールは日本海のメタン活動が，日本海の構造発達およ

び第四紀の環境変動がどのように関連してきたかを明ら

かにすることであり，地球温暖化への新たな視点を提示

するものと考える．具体的には以下の分析・解析を実施

することで，ハイドレート濃集時期の特定と，その地質

背景を解明することが期待される．

1) 有孔虫の同位体層序：これまでの分析間隔を狭める高

精度分析を行い，珪藻化石帯と比較することにより層

序の高度化を目指す．

2) 古地磁気データの精密化により，層序を再評価する．

3) 炭酸塩コンクリーションの地化学分析：炭酸塩のSr同
位体から海洋循環と年代について議論する．炭素と酸

素の同位体組成からコンクリーションの生成時期，生

成環境の解明を目指したが，装置不具合により計画を

実施できなかった．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

1) 有孔虫の分析：

　2018年度と2019年度の航海で，日本海南部上越沖の鳥

が首海脚と日本海北部ロシア沿岸域で数mの長さの海底コ

ア堆積物が複数のメタンプルーム域で採取され，そのう

ちの5つのコア (PC1810，PC1809，11HC，10HC，08HC)
についての有孔虫殻について安定同位体比組成と群集解

析を実施した．安定同位体比の測定は，2019年10月末か

ら12月にかけて，計135試料の有孔虫試料の安定同位体比

を，高知大学の高知コアセンターにある質量分析計IsoPrime
で測定した．具体的には，10月20日～26日までの期間，

高知コアセンター (担当；池原 実 教授) にて試料の準

備を実施し，その後，11月末から12月にかけて何回かに

分けて測定後，測定データを送付していただいた．

日本海南部，上越沖，鳥が首海脚 (水深550～573m)

　新潟県上越沖に分布するガスチムニーマウンドで複数

観測されたメタンプルーム (メタンシープ) 上で採取さ

れたPC1810 (水深550m)，およびすぐ脇で採取されたPC
1706とPC1809について，有孔虫殻の安定同位体比と群集

解析を実施した．年代モデルより，堆積構造が保存され

ているPC1706およびPC1809には 終氷期 盛期 (LGM)

を含むMIS1とMIS2の連続堆積記録が，一方堆積構造が不

明瞭で炭酸塩岩を介在するPC1810にはLGMのピークから

MIS3にかけての堆積記録が得られた．加えて，PC1810の
93cmbsfの1試料からメタン湧出を示唆するR. rotundata が

多産し，その前後の有孔虫殻の炭素同位体比は殻表面が

二次沈着しており，炭素同位体比も-14‰～-18‰に低下

する．これらの産状と放射性炭素年代値より，LGMにお

ける海底近くのメタン濃度が急激に上昇し，殻への炭酸

塩の膠着が進んだと思われる．

日本海北部，ロシア沿岸サハリン沖タタール海峡 (水深

300～330mおよび水深660m)

　日本海北部のサハリン沖水深300～330mには，メタンハ

イドレートに起因したメタンプルームが南北の等深線に

沿って列状に集中している．こうしたプルーム列より，

炭酸塩岩が多く採取されたLV85-08HCとコアトップの厚

い黒色層が特徴的なLV85-11HCについて，微化石分析を

実施した．これら2コアでは，どちらもSMI深度 (約1.2～

1.4mbsf) の上位に炭酸塩岩の分布と浮遊性有孔虫殻の炭

素同位体比の負異常 (-10～-30‰) が認められ，年代モ

デルより現在もしくは近過去における高いメタンフラッ

クスを示唆している．一方，ポックマーク近傍の水深660m
より採取されたLV85-10HCからは，コア下部にglendonite
が採取されたものの，LGM以降の日本海北部における基

礎的な安定同位体比と群集組成結果が得られた．これら

は同コアにおける珪藻層序のA～C帯の分布や放射性炭素

同位体年代とも極めて整合的である．

　若狭湾沖で回収された堆積物コアの有孔虫の酸素同位

体比のプロファイルから， 終氷期以降に流入を開始し

た対馬暖流に関して作業仮説を立てた．それを検証する

ために，隠岐の北方と南方から回収した堆積物中の有孔

虫の分析を目的とした．機材不調のため，試料の準備だ

けを済ませ，分析待ちの状態になっている．

　

2) 古地磁気データの精密化：

　古地磁気方位について一部層序的検討の不十分なもの

(測定頻度や海域など) について追加測定を行い，古地磁

気層序の検討を行った．さらに，泥質堆積物に含まれる

磁性鉱物種や組み合わせを推定するため,同センターで岩

石磁気測定 (非履歴性残留磁化，磁気ヒステリシス, 　

磁気測定, 低温磁気測定など) を行った．上越沖コアの

古地磁気層序は全てブルン期であったが, いくつかの層

準で古地磁気強度の低下や伏角が浅くなる地磁気エクス

カーションと思われるイベントを確認できた．また, 上

越沖暗色層内の試料に含まれる強磁性鉱物については,

一部でGreigiteと予想されるジャイロ残留磁化の影響とみ

られる磁気変化がみられたが, 全有機炭素,全硫黄の高い
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日本海北部 (日本海盆，沿海州沖) の試料に比べるとそ

の影響は大きくなく, Greigiteなど硫化鉱物由来の強磁性

鉱物が含まれていたとしてもごく僅かであることが示唆

される．

　

3) 炭酸塩のSr同位体：

　メタン由来自生炭酸塩 (MDACs) は海底直下のメタン

の還元的酸化によって析出した炭酸塩であり，底層水の

同位体比を記録している．今回は日本海東縁部のMDACs
のSr同位体比と比較するため，日本海北部のタタールトラ

フから産出したMDACsのストロンチウム同位体比 (87Sr
/86Sr比) の測定を行った．

　Sr 吸着樹脂を充填したカラムと硝酸を使用してMDACs
からSrを分離した．単離したSrは希硝酸，タンタル溶液と

ともにタングステンフィラメントに塗布し，表面電離型

質量分析計で87Sr/86Sr比を測定した．これらの作業はす

べて高知コアセンターで行った．

　この分析の結果，タタールトラフのMDACsの13試料の
87Sr/86Sr比の平均値は0.709146であり，日本海東縁部のMDACs
よりも低い値を示すことが判明した (Kakizaki et al., 2016)．

この結果は，MDACsの形成当時タタールトラフの底層水

には周辺地域に由来する86Srが多く含まれていたこと，ま

た日本海の底層水の87Sr/86Sr比は一定ではなく海域ごとに

多様であった可能性を示唆する．

　

4) 総括的議論：

　日本海のメタンハイドレートはガスチムニー構造内に

集積することが明らかにされたが，地震探査イメージの

類似性から，ガスチムニーは泥火山，泥ダイアピールと

同じものではないか，という主張がなされてきた．しか

し，微化石層状や古地磁気データから，チムニー内の堆

積物は層序を維持していることが確認され，ガスチムニー

構造内に流動化は見られない．古い異地性の岩塊がチム

ニーを形成しているという証拠は見られない．ガスチム

ニーは，初生的には過剰なガスの逸脱ルートとして発達

し，ガスのハイドレート化に伴い，円盤状～円柱状の形

態を作ったものと説明される．
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【研究目的・期待される成果】

　哺乳類は三畳紀に誕生し，恐竜絶滅後，新生代に入り

大繁栄した動物群で，地球上あらゆる環境に適応し，高

山から深海までその生息域を広げている．海棲哺乳類は

哺乳類の中でも海洋に適応した動物群で，鰭脚類，ラッ

コ，ホッキョクグマ、鯨類，海牛類，デスモスチルス類，

長鼻類 (一部) がこれに当たる．海棲哺乳類は始新世に

現れ，現在までの間に海洋全体にその生息域を拡大させ

たが，海棲哺乳類が現在のような多様な形態・生息域を

獲得した経緯は未だに明らかになっていない．そこで，

これら海棲哺乳類を対象に，海棲哺乳類の爆発的多様化

と海洋環境への適応の要因を解明することが本研究の目

的である. 本研究は各脳神経・感覚器形態の変化，各海

棲哺乳類の進化・絶滅・多様性の変化などこれまで切り

離して個別に議論されることの多かった課題を複数の分

類群間で議論し，さらに全球規模の環境変動と結びつけ

て議論することを可能にする．さらに，各海棲哺乳類の

生態的地位の変遷を明らかにし，加えて各海棲哺乳類分

類群間の相互作用という視点から追跡することによって，

海棲哺乳類の進化史の新たな側面を明らかにすることが

可能になる．将来的には絶滅大型爬虫類についてもこの

手法を応用していくことによって二次的水棲適応を果た

した大型海棲脊椎動物の出現・絶滅と多様性の変化を明

らかにすることが可能になると期待される．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本申請では，海棲哺乳類の進化史を明らかにするため

に，海棲哺乳類の現生骨格をベースとした基礎研究の実

施を予定していた．当初計画では，まず現生海棲哺乳類

頭部骨格のCTスキャンの実施を行う予定であった．海棲

哺乳類は一般的に大型であり，一般的な工業用X線CTス
キャナーや小型X線CT装置で断層画像を取得することが

極めて困難である．そこで，本申請課題では，一般的な

CTスキャナーでは撮影不可能な，特に大型の哺乳類骨格

標本も撮影が可能である高知大学海洋コア総合研究セン

ター所属の医療用CTスキャナーAquilionを用いて海棲哺乳

類頭部骨格標本 (特に，ミンククジラを含むクジラ類)

の撮影の実施を予定していた．医療用CTスキャンによっ

て得られる骨格標本の断層画像のデータをもとに，頭骨

内部の画像から二次的に脳や神経の3Dデータの構築を実

施する計画であった．鯨類は体長1.5mから34mの非常に

大型の動物であるが，大半の哺乳類とは異なり，頭蓋骨

と耳骨が分離する構造を持っている．鯨類の巨大な体サ

イズと比較し，鼓室砲を除くと耳骨部位はわずか数セン

チメートル程度と非常に小型であり，マイクロCTスキャ

ナーで撮影するのに非常に適したサイズである．そこで，

これら耳骨をマイクロフォーカスX線CTスキャナXradia
を用いて撮影を実施する予定であった．当初，得られた

断層画像を用いて，鯨類の耳骨の3Dデータを構築し，耳

骨内部，特に三半規管や蝸牛管といった構造の立体構築

を実施する予定であった．取得予定であったデータをも

とに，平衡感覚に関わる三半規管や小脳，視覚に関わる

眼窩と視神経，聴覚に関わる蝸牛，嗅覚に関わる嗅球と

篩骨，呼吸に関わる上顎甲介，知能に関わる大脳などの

形態を復元し，これら3D形態データの取得と解析を実施

し，化石種の水棲適応度や生息環境を明らかにしていく

ための基盤を構築という計画を立案し，九州大学総合研

究博物館，いのちのたび博物館よりヒゲクジラ類，ハク

ジラ類，長鼻類，鰭脚類の骨格標本の借用を行っていた．

しかしながら，2020年2月中旬以降，新型コロナウイルス

感染症 (COVID-19) の日本国内における感染経路不明の

発症例が散発的に発生に伴い，感染拡大防止の観点から，

高知大学外からの共同利用機器の利用が停止となり，予

定していた骨格標本のCT撮影を実施することができなかっ

た．新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き，海洋コ

ア総合研究センターでの高知県外からの研究利用および

研究滞在が再開されたのちにこれら標本のCT撮影を改め

て実施したいと考えている．
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【研究目的・期待される成果】

　フィリピン海プレートの運動史を復元することは，プ

レート沈み込み開始や背弧拡大のテクトニクスの理解，

さらには日本列島の構造発達史の解明のために重要であ

り，30年以上前から議論されてきた．フィリピン海プレー

トは一般に，50Ma頃には赤道付近にあり，その後大規模

に北上したと考えられているが，これまで提案されてい

る運動モデルは，大規模な時計回り回転運動を伴ったか

否かに大別される．議論が収束しない 大の理由は，フィ

リピン海プレートが海洋プレートであり殆ど陸がなく，

プレート運動復元の常套手段である古地磁気によるみか

けの極移動曲線の構築が困難なためである．そこで本研

究は，フィリピン海プレート内部の構造的に安定な場所

から定方位試料を採取して古地磁気方位を求めることに

より，長年の回転／非回転の議論を決着させることを目

的とする．そのため，海底から長さ 大30cm程度の定方

位コア試料を採取することが可能な，ROVでハンドリン

グするコアリング・システムの開発を，鉱研工業 (株)

で行ってきた．2019年5月に実施された新青丸KS-19-8航
海において，フィリピン海北部の大東401海山及び日向海

山の2カ所で，定方位コア試料の採取に成功した．採取さ

れた岩石は石灰岩及び砂質石灰岩で，予想年代は始新世～

漸新世である．本研究では，採取されたコアの古地磁気

測定を行う．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　2019年5月の新青丸KS-19-8航海において，フィリピン

海北部の大東401海山 (大東海嶺) 及び日向海山 (九州パ

ラオ海嶺) の2カ所で，鉱研工業 (株) により製作された

コアリング・システムを無人探査機ハイパードルフィン

で操作することにより，計5本の定方位コアが採取された．

コア径は直径約35mm，採取されたコア長は，5～35cmで

ある (マンガンクラスト被覆を除く)．これらのコアから

ダイヤモンド・カッターで整形した計25個の試料につい

て，古地磁気測定を行った．

　コアの同一層準から切り出された2個の試料について，

それぞれ段階熱消磁と段階交流消磁を行った．段階熱消

磁は100～600℃の間の16段階，段階交流消磁は5～80mTの
間の12段階で行った．残留磁化の測定には個別試料用の

超伝導岩石磁力計を用いた．個別試料用の超伝導岩石磁

力計は自動的に交流消磁を行うことができないため交流

消磁実験の効率が低いが，パススルー型超伝導岩石磁力

計システムよりノイズレベルが低く，より微弱な残留磁

化の測定に適している．採取されたコアは石灰岩または

石灰質砂岩であることから，残留磁化強度が小さいと予

想して個別試料用の超伝導岩石磁力計を用いたが，コア

1本を除いて0.1A/mオーダーのかなり強い残留磁化を持っ

ていた．

　日向海山から採取された4本のコアのうち2本は比較的

安定な残留磁化を持ち，主成分解析の結果，初生磁化と

推定される磁化方位求めることができた．MAD (maximum
angular deviation) は10度前後である．段階交流消磁と段

階熱消磁でほぼ一致する方位が得られ，各試料から得ら

れた方位は比較的よいまとまりを示し，正帯磁である．

残り2本のコアは，残留磁化はやや不安定で，まとまりの

良い平均磁化方位は得られなかったが，逆帯磁と思われ

る．大東401海山から得られた1本のコアは、コア長が5cm
程度と短く、測定できたのは2層準計4試料と数が少ない

ため、得られた磁化方位の信頼性の評価が難しい．

　日向海山から得られた磁化方位は、偏角は大きく東偏

し、伏角は現在の日向海山の緯度で地心軸双極子磁場か

ら期待される伏角と同程度である．コアの年代は暫定的

には漸新世であるが、現在石灰質ナノ化石による年代同

定を依頼中である．以上の結果から、フィリピン海プレー

トは現在に近い緯度まで北上してから、大きな時計回り

回転をした可能性が示唆される．
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【研究目的】

　本研究では，温暖湿潤気候下において，集水域の地質

と土壌熟成度が湖沼の水質や生物生産性に及ぼす影響を

明らかにすることを目的とする．温暖・湿潤気候下にお

いて，陸域の土壌は熟成しやすく，アルカリ・アルカリ

土類元素といった可溶性元素が下層へ溶脱し，下流の水

域へとすばやく流出する．そのため，温暖・湿潤気候か

つ東アジア・モンスーンによる季節性多雨気候下にある

日本列島の場合，集水域に分布する岩石の化学組成や土

壌熟成度，土壌物質の流出プロセスは，湖沼の水質や生

物生産性を規定する主な要因となる．しかしながら，日

本列島において，湖沼の水質・生物生産性と集水域の地

質や土壌環境との関係に着目した研究例は少ない．本研

究では，中部日本の諏訪湖を研究対象とし，砕屑物の給

源と土壌熟成度の変遷による湖沼環境への応答を捉える．

【期待される成果】

　湖や河川において，堆積物からもたらされる無機栄養

塩類は生物の一次生産性に大きな影響を及ぼす．現在，

富栄養湖である諏訪湖の場合，気候変動や地殻変動など

による給源の変動に伴い，湖に運搬される砕屑物も変化

してきたと考えられ，それによる湖沼の水質・生態系も

大きく変化してきたことが解明されると期待される．ま

た，諏訪湖の堆積速度は，1.2～2.0m/103yearと早く，高

時間分解能の古環境変動を推定できることが期待できる．

　

【利用・研究実施内容】

　諏訪湖は31本の流入河川をもち，流域の複数の地質帯

から砕屑物が供給されている．過去の湖沼堆積物の給源

やその時代変化を捉える上で，湖の集水域に分布する各

地質帯の代表値を得る必要がある．一般に，現世の河川

堆積物の組成は，後背地に露出する岩体の代表値を示す．

そこで2019年度は，現世河川の浮遊物質および河川堆積

物を採取し，各水系が運搬する浮遊泥の組成と流出源，

それらの化学風化程度 (土壌化の程度) を捉えるために，

全岩化学組成を測定した．

　諏訪湖流入河川のうち，単一の地質帯を通る計26の支

流から，河床堆積物をそれぞれ2～3試料ずつ，計75試料

を採取した．採取した試料は，風乾させた後，篩掛けに

よって63m以下の粒子を選別し，2019年10月21日～25日

に高知大学海洋コア総合研究センター設置のPANalytical
社製MagiX PRO蛍光X線分析装置を使用し，全岩化学組

成の測定を実施した．

　

【得られた成果】

　鮮新統～更新統火山岩・火山砕屑岩類起源の河床堆積

物は，Al2O3/SiO2が0.4以上を示し，細粒な粒径構成を示

す．化学風化指標であるCIA値は，鮮新統火山岩・火山砕

屑岩類起源の堆積物で74～84を，鮮新統～下部更新統火

山岩類起源の堆積物で73～84を，中部～上部更新統火山

岩類起源の堆積物で66～74を示し，源岩のCIA値 (53～69;

中村, 1991; 手島・河内, 1994; 山岸ほか, 1999; 向井

ほか, 2009) と比べて高い．鮮新統～更新統火山岩・火

山砕屑岩類起源の堆積物におけるCIA値の差は，これら火

山岩類が噴出後に地表で受けた化学風化強度の違いを表

している可能性がある．その要因として，風化時間，土

壌熟成度の違いが起因していると考えられる．中部～上

部更新統火山岩類起源の堆積物は，LOIが著しく高く，LOI
とAl2O3/SiO2が強い正相関を示すことから，アロフェン

やイモゴライトなどの非晶質粘土の存在が示唆される．

　また，これら堆積物は，P2O5濃度が源岩と比べて高く，

リン酸吸収力が高い黒ボク土の生成を支持する．以上よ

り，鮮新統～更新統火山岩・火山砕屑岩類では，化学風

化・黒ボク土生成の進行によって，細粒砕屑物の生産が

卓越していると考えられる．

　三波川変成帯・秩父帯を起源とする河床堆積物は，

Al2O3/SiO2が0.3以下を示し，粗粒な粒径構成を示す．CIA
値は，68～76と低く，緑泥石，雲母粘土鉱物，膨縮性粘

土鉱物などの結晶質粘土鉱物のピーク強度が高い．この

ことから，三波川変成帯・秩父帯では，物理的風化によ

る粗粒な砕屑粒子の生産が卓越していることが明らかと

なった．
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【研究目的・期待される成果】

　インドネシア通過流 (Indonesian Throughflow: ITF) は，

海洋大循環で唯一，熱帯表層を通過する海流である．そ

のため，地球表層の熱・水循環の要であり，エルニーニョ／

南方振動やインド洋ダイポールなどの太平洋やインド洋

の気候変動とも密接に関わっていることが示唆されてい

る[Sprintall et al., 2014]．しかし，インドネシア多島海

は地形の複雑性のために数十年以上の観測記録の蓄積が

乏しい領域である．そこで本研究では，ITFの影響下で成

長した複数のサンゴ骨格を地質学的試料とすることで，

ITFの表層域の環境と気候システムとの関係を空間的かつ

時系列的に明らかにすることを目的とする．

　本研究では，ITFの入口/出口であるブナケン島/バリ島

近海から採取された現生の造礁サンゴの骨格コアを利用

し，その骨格中の化学成分分析を行うことで50-100年間

の海水温と塩分の復元を行う．また，これまでに同じ研

究課題でセリブ諸島から採取されたサンゴ骨格中の酸素

同位体比 (18O) の分析を行っている．セリブ諸島が位置

するジャワ海はITFの主要な流路から外れるが，この海域

に出現する低塩分水塊の挙動はITFの表層の輸送に影響し，

気候変動とも関わっていることが示唆されている[Gordon
et al., 2003]．そのため，ブナケン島やバリ島のサンゴ骨

格の分析を行うことで，ジャワ海表層の水塊とITF表層の

海洋環境の関係を解明することも期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本申請では，バリ島沿岸から採取された塊状ハマサン

ゴ (Porites sp.) の骨格中の酸素同位体比 (18O) 分析を，

安定同位体質量分析計 (IsoPrime) で行った．機器トラブ

ルなどがあり予定よりも測定数が少なくなっているが，

数年分のデータを得ることができた．

　本研究で扱うサンゴ骨格は2012年に採取されたもので，

骨格断面のX線写真を用いた年輪のカウントから90年前後

の記録を保持していると推測される．本申請の測定では

採取年に近い部分から断続的に約10年分の結果を得てい

る．分析結果から，骨格中の18Oは-4.65～-6.01‰の間に

プロットされた (分析精度±0.07‰)．同じ研究課題で測

定を行ったインドネシア・セリブ諸島のサンゴ骨格中の

18Oは，-5.5～-7.0‰の間で変動しており，これらの値は

他地域のサンゴ骨格中の18Oと比較し低い値を示している．

サンゴ骨格中の18Oは海水温と海水の18Oを反映しており，

降水量の多い地域ほどサンゴ骨格中の18Oは低い値を持つ

傾向があることから，インドネシア多島海が世界的に見

ても降水量の多い地域であることと整合的である．また

本研究では18Oと並行して，海水温にのみ依存する骨格中

のストロンチウム・カルシウム比 (Sr/Ca比) の測定を行っ

ている．いずれの測定も1.6mm間隔で測定を行っており，

サンゴ骨格コア上部の成長速度が6-10mm/yrであることか

ら時間分解能は2-3ヶ月に相当する．インドネシア多島海

では，海水温の季節変動に年2回のピークが現れるが，バ

リ島沿岸では11-5月にかけて海水温が高く，6-10月にか

けて低くなるような1サイクルの変動に見える．また降水

量は，海水温が高い北半球の冬季に多くなる傾向にある．

骨格中のSr/Ca比と18Oを比較すると，Sr/Ca比の変動から

海水温が高くなる時期に骨格中の18Oは軽くなる (海水温

が高い/塩分が低い) 傾向にあり，両者の変動が合致して

いるように見られた．このような合致は2008-2012年に見

られたが，2005, 2007年には海水温が高くなる時期に骨

格中の18Oが重くなっており (海水温が低い/塩分が高い)，

Sr/Ca比の変動とは異なる傾向を示した．Sr/Ca比と18Oの

相関を調べると，2008-2012年までは相関があるのに対し

(r 0.65)，2005-2007年には相関がない (r 0.07)．バリ

島周辺の降水量データ (CEREGE) から北半球の冬季 (12-2

月) の降水量を比較したところ，2006, 2008, 2009年に

は400mm以上の降雨があったのに対し，2005, 2007年に

は280mm未満と少ない．降水量の違いが試料採取地周辺

の海水の18Oに影響を与え，骨格中の18Oに反映されてい

る可能性はあるが，数年分のデータしか揃っていないた

め，今後さらにデータ数を増やし調べを進めていくと同

時に，降水量の変化に影響を及ぼしていることが考えら

れるエルニーニョ／南方振動やインド洋ダイポールといっ

た太平洋，インド洋の気候変動との関係についても今後，

検討していく予定である．
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【研究目的・期待される成果】

　地震発生サイクルにおいて，応力は次の地震発生まで

の期間 (間震期) に震源断層およびその周囲に蓄積され，

地震時に急激に解放されると言われている．しかし，定

量的な地震と応力の関係は未だ解明されていない．現在，

IODPによる第358次研究航海が行われている南海トラフで

は，Mw8クラス以上の大地震がおよそ100年周期で繰り返

し発生しており，同様の規模の大地震が今世紀中に発生

する可能性が極めて高いと懸念されている．本研究では，

平成30年度に行われていたIODP科学掘削で得られるコア

試料を用いることにより，間震期にあると考えられる南

海トラフ沈み込み帯における原位置応力測定を目的とす

る．また得られた応力状態をもとに地震と応力の定量的

な関係の解明に寄与することを目指す．

　本研究ではコアを用いた応力測定法として非弾性ひず

み回復法 (ASR法) を用いる．ASR法では独立な6方向に

ついて掘削コアの非弾性ひずみの回復量を測定すること

で主応力方向を得る．また掘削コアを線形粘弾性体と仮

定することで非弾性ひずみ回復量を応力値に変換する．

ASR法では鉛直応力を主応力と仮定しておらず，3次元の

原位置応力状態を測定できるという優れた利点を持つ．

ASR法は過去のIODP航海においても実績があり，有効な

応力測定法である．

　

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　今世紀中に発生する可能性が高いと危惧されている南

海トラフMw8クラス以上の巨大地震の震源断層特性を解

明するために，国際深海科学掘削計画 (IODP) の代表的

なプロジェクトである，南海トラフ地震発生帯掘削計画

(NanTroSEIZE) は2007年の第314次研究航海 (Exp. 314)

から始まり，2018年10月～2019年3月の間に行われた Exp.
358まで断続的に行われてきた．発表者らは，NanTroSEIZE
の掘削断面内における原位置応力状態の分布を解明する

ために，これまで多くの研究航海に参加して，応力の計

測研究を行ってきた．本発表の研究では，Exp. 358で採取

された掘削コア試料を用いた非弾性ひずみ回復 (ASR) 法

による主応力の方向を原位置の方向に戻すために，ASR法
応力測定に使用された同一コア試料を用いて古地磁気測

定を行い，コア試料の定方位を行った．

　コアの定方位化には，NanTroSEIZEにおいて実績を積

んできた岩石の自然残留磁化を用いた方法 (杉本ほか，

2020) を採用した．今回定方位を行ったコア試料は，紀

伊半島沖のフロンタルスラストのサイトC0024Eから3個

(2R, 8R, 12R) と，前弧海盆のサイトC0025Aから3個 (11

R, 18R, 19R) であった．1つの円柱状コア試料から約2cm
の厚みを持つ円盤状の試料を切り出し，その円盤状試料

を9つのサブサンプルに切り分けた．その中から状態の

良いものを8つ選び，それらに対してパススルー型超電導

磁力計を用いて段階的に交流消磁を行った．段階的に消

磁を行っていくと，方向が変わらず大きさのみ減少して

いく磁化成分が現れる．この成分は特徴成分と呼ばれ，

その水平成分は，岩石が形成された際の平均化された地

磁気の水平成分，すなわち磁北方向に一致すると考えら

れる．この特徴成分の方向と岩石形成当時の磁北を一致

させることでコアの定方位化を行う．8つのサブサンプル

のうち，特徴成分が抽出出来たものを用いてその平均方

向を決定した．その結果，6コア試料のうち方位決定出来

たものは5試料であった．この5試料については，今回得

られたコアの方位データを用いることで，ASR法による主

応力方向の決定が可能となる．

　

参考文献：杉本 達洋，山本 裕二，山本 由弦，林 為人，

2020，岩石残留磁化を用いた掘削コア試料の定方位化：

半遠洋性堆積軟岩への適用例，材料, Vol.69, No.3,
pp.256-262.

採択番号　　19B059

研究課題名　IODP Exp. 358の掘削試料による南海掘削の三元応力測定に係わる古地磁気研究

氏名・所属 (職名) 　　林 為人・京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 (教授)

研究期間　　　　　　　2020/3/25-26

共同研究分担者組織　　山本 裕二 (海洋コア)，他 学生1名

高知大学海洋コア総合研究センター 年報 令和元（2019）年度 　　　

Annual　 　Center for Advanced Marine Core 　　　　　　　　 　 　 ―

　 　　　　　　　　　　　

―

FY2019Report　 　 Research (CMCR), Kochi University 　　　　　　　

136



【研究目的・期待される成果】

　約2億5000万年前の古生代末大量絶滅後の中生代初期

(三畳紀前期) の海洋においては，汎世界的に無酸素水塊

が繰り返し発生し不安定な環境であったことが示されて

いる．その様な無酸素水塊の記録として，有機物に富む

黒色堆積物が浅海から深海までの下部三畳系に広く分布

し，特に北半球に分布する黒色堆積岩中の有機分子分析

は進んでいる．一方で南半球の下部三畳系の有機物に富

む黒色堆積岩の存在はよく知られているにも関わらず，

十分な有機地球化学的検討がなされていない．そこで，

申請者が所有しているニュージーランド北島に産出する

下部三畳系深海堆積岩層中の有機物に富む黒色チャート

の有機分子解析と炭素同位体比解析を行う事を目的に，

共同研究を計画・申請した．

　期待される成果としては，本研究を実施する事により，

すでに多くの先行研究のある北半球の同時代の浅海・深

海堆積岩の有機地球化学的検討成果と，南半球の成果と

を比較することが可能になり，三畳紀前期の不安定な地

球環境の全地球的解明が，海洋生物の変動も含めて，有

機地球化学的側面から議論することが可能となることで

ある．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　南半球ニュージーランド北島産のP-T境界層の下部三畳

系黒色チャート試料5資料のうち，まず1試料について有

機化学分析を行った．また，実際の未知試料の分析を行

う前に，分析手順を習熟する為House Standardを使っての

分析練習を 初に実施した．

　未知試料の分析については，(1) 含有有機炭素量の分

析，次に (2) 有機炭素同位体比分析， 後に (3) 含有

有機化合物 (バイオマーカー等) の抽出を行った．

　まず，(1) の有機炭素含有率の分析では，まず，サン

プル中の無機炭素を除去するため，0.10031g量り取り，

塩酸溶液を加え，72時間50℃に保った．その後，72 時間

塩酸に浸し反応させたサンプルを，超純水と遠心分離機

を用いてリトマス紙が中性を示すまで洗い，試料中の塩

酸を除去した．十分な純水によるリンスの後，試料を乾

固させた． 後に，塩酸処理済サンプルを一定量量り取

り，Sn箔で包みこみ，元素分析機 (FLASH-EA) に投入し

分析を行った．未知試料の有機炭素量は，同時に分析し

た標準試料Sulの測定値が推奨値と一致していることから，

得られた分析値は信頼のおける値と言える．その結果，

未知試料 (ARB H15) サンプルの全有機炭素量は0.59％

であった．これは既に報告されている同産地の他層準赤

色チャート (ARB M12) の有機炭素含有量0.023％ (Hori
et al. 2007) と比べて1桁大きく，今回分析ターゲットと

する黒色チャートには，多くの有機物が含まれているこ

とがわかった．引き続き，(2) の有機炭素同位体比の分析

を実施した．同じく，塩酸処理済みの黒色チャート (ARB
H15) 試料を5.60mg, 14.17mgと量り取り, 重さを変えて

炭素同位体比分析を行った．2試料とも，有機炭素同位体

比 (13Corg ) は，-26.56, -26.56‰と同様な数値を示し

た．これらの値は，すでにHori et al. (2007) によって報

告されている，同層準の試料分析値とも一致しており，

データの再現性が非常に良いことが判明した．また，今

後は検討予定の黒色チャート分析において，5mg前後で分

析を実施すると良い事がわかった．(3) の分析では，バ

イオマーカー抽出分析により，分子量の小さい有機物か

らかなり連鎖の長い分子量の大きい有機物まで，多種多

様な有機物を分離できた．しかしながら，予定されてい

た共同研究期間では時間が不足していた為，バイオマー

カーの特定までには至らなかった．今後は，分析指導の

池原実教授の指導の元，他層準 (4試料分は未分析) と，

今回分析を行った黒色チャート試料の有機化合物の特定

を行っていく予定である．
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【研究目的・期待される成果】

　深海底コアなどの研究から，前期更新世末～中期更新

世初めのMPT期の気候変動について新知見が次々と報告

されている．しかし，陸域堆積物を用いて高時間分解能，

高精度の気候変動を復元した研究は少ない．とくにアジ

アモンスーン変動が気候変動に強く関係している日本列

島の古気候記録は，氷床変動の影響が強い高緯度地域と

の比較から，MPT期における偏西風などを媒介とした気

候の広域リンクの有無とその性質を解明する重要な鍵と

もなる．

　本研究では，古琵琶湖層群堅田層から採取したコア堆

積物を用いて，近畿三角帯の地形発達の理解の基に，1)

地球規模の気候変動とアジアモンスーンの制約がMPT期
の気候変動にどのように表現されているか，2) ブリュン

ヌ・松山 (BM) 境界における磁気強度の弱化に伴う気候

の冷涼化が近畿三角帯内陸部でも同様に生じたかを検証

する．

　陸域堆積物からMPT期の気候変動を詳細に分析する研

究は，堆積年代や堆積速度，細粒層を主とする層相など

堆積物の特徴に強く制約され，堆積速度の大きな湖沼堆

積物を対象とする本研究は，この分野で多くの新知見を

生みだすことが期待される．また本研究は，内湾 (大阪

層群)，湖沼 (古琵琶湖層群)，浅海底 (上総層群) とい

う異なる環境下の堆積物を広域テフラにより対比，編年

し，各地で示された気候変動の広域性や関連性を直接的

に議論できる独自性を持つ．

　BM境界における磁気強度の弱化に起因する気候の冷涼

化は，東灘1700mコアの分析から初めて地質学的に示され，

日傘効果が冷涼化の有効なメカニズムであった可能性が

指摘された．このような地質学的な証拠は世界的に稀で，

異なる堆積環境にある内陸の湖沼堆積物から同様な気候

変動が明らかになれば，冷涼化がより確実となり，日傘

効果の重要性が強調される．冷涼化の検証とそのメカニ

ズムの解明は，磁気強度が弱まりつつある近未来の地球

温暖化の予測を進める際にも重要な意義を持つと考えら

れる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本年度は初めに，2019年6～7月に古琵琶湖層群堅田層

から掘削した2本のオールコア (KT2，KT3コア) の半割

とコア連続写真撮影を行い，コア堆積物の層相と挟在す

るテフラ層の記載を行った．並行してKT3コアを主体に花

粉分析用の試料を採取した．次に，昨年度に掘削した定

方位コア (KT1コア) のX線CT撮影と，帯磁率および線

強度の測定を行った．KT1コアに引き続いて，KT2および

KT3コアを対象として，X線CT撮影と，帯磁率および線

強度を測定した．コア連続写真とX線CT写真を用い，さ

らに帯磁率変化を参考にして，挟まれるテフラ層の確認

を行った．

　半割した一方のKT1コアは神戸大学理学部に運搬し，松

山・ブリュンヌ (MB) 境界の層準を明らかにするための

試料を採取した．採取試料は，神戸大学低温センターお

よび高知大学海洋コア総合研究センターにて古地磁気分

析を進めた．花粉分析は，古気候層序 (酸素同位体層序)

との対比を明らかにするため，昨年度終わりに採取した

KT1コアの試料の分析を立命館大学古気候学研究センター

にて進めた．

　KT1コアからは肉眼で識別できるテフラは確認されなかっ

た．このため，帯磁率の深度変化を参考にし，その急増

ピークを示す層準を中心に火山ガラス分析用の試料を採

取した．KT2コアでは広域テフラである八甲田－国本テ

フラに対比される今熊I，大阪層群など西日本各地の中部

更新統中で確認されている今熊IIの2層のテフラを，KT3
コアでは広域テフラであるアズキテフラと，その上位に

狭山，バイオタイトIの2層のテフラを，それぞれ肉眼で

識別した．各テフラの対比は，岩石記載的特徴に加えて

火山ガラスの主成分・微量成分分析により確認した．テ

フラ対比の結果，堅田層 (KT1～KT3コア)－大阪層群 (大

阪湾1700mコア)－上総層群国本層をテフラ鍵層で直接的

に対比できることになった．

　古地磁気分析では，KT1コアの試料の熱消磁分析を行っ

て古地磁気層序を明らかにし，KT1コアの深度30.77～

36.29mにMB境界を確認した．この境界層準には9回の極

性反転が起こっており，中国黄土高原で報告されている

MB境界における煩雑な極性反転の存在を，日本で初めて

指摘できる可能性が高まった．

　花粉分析はKT1コアについて約1m間隔で採取した試料

について行い，酸素同位体ステージMIS22～MIS18間の

気候変動 (寒暖の変化) に対応する古植生の変化が推定

された．とくに上記のMB境界直上での温暖化が指摘でき，

今後の高精度分析によって，MB境界における地磁気弱

化に伴う冷涼化とその後の回復に伴う温暖化を検出でき

る可能性が確認された．
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【研究目的・期待される成果】

　室戸半島西岸に分布する鮮新・更新統鮮新統穴内層か

ら多産する二枚貝モミジツキヒガイは,これまでの申請者

の研究により，外部形態の観察から日単位の殻成長を手

軽に知ることができることが分かっている．このような

背景の下，本研究は，モミジツキヒガイおよび近縁現生

種であるイタヤガイの微細成長線ごとの成長量と地球化

学的パラメータとの関連を明らかにし，この関係に基づ

き，穴内層産鮮新世二枚貝モミジツキヒガイを用いて，

鮮新世の海洋気候変動を明らかにすることをめざす．具

体的には，酸素同位体分析およびICP-MSを用いた微量元

素分析を行い,リチウム／カルシウム比 (Li/Ca) の変動

パタンと微細殻成長パタンを比較するとともに，これら

の変動パタンと実測水温やクロロフィルaの変動パタンと

の関連を検討する．

　昨年度の研究により，土佐湾の現生イタヤガイには，

(1) 一年のうち，春と初夏の2回の高成長期があり，それ

ぞれとLi/Caの増大期が一致すること，(2) これら2回の

高成長期はクロロフィルaの増大期と一致しており，プラ

ンクトン・ブルームに対応していると考えられること，

(3) 鮮新世末のモミジツキヒガイは，現生イタヤガイと

は，季節的殻成長パタンが逆転していたこと，すなわち，

現生イタヤガイは春から初夏にかけての水温上昇期，モ

ミジツキヒガイは秋から春にかけての水温低下期，によ

く成長していたこと，が明らかとなった．

　今年度は，平成30年度の分析個体とは生存期間が異な

るものの，一部重複する別個体のイタヤガイの分析を行

うことによって，これまでのイタヤガイについての研究

成果を検証する．さらに，異なる年代のイタヤガイの分

析を行い，時代的な変化を探る予定である．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　鮮新世から更新世にかけての黒潮沿岸域における絶滅

と進化を探るためのモデル古生物として確立するため，

土佐湾産現生種イタヤガイPecten albicans の殻成長特性と

環境要因との関連を，昨年度に引き続いて検討した．今

年度も，酸素同位体比分析，LA-ICP-MSによる元素分析，

特にLi/Ca比に注目し，それらと土佐湾での実測水温等の

データ (広田・市川，2012，等) と照合する研究を継続

した．分析した標本は，2011年4月29日に土佐湾で採取さ

れたイタヤガイ2個体 (A個体：KSG-th001，およびB個体：

KSG-ho429-3) の左殻である．両個体とも採集時に生きて

いたが，A個体には微小な捕食痕が見られた．また，A個

体はB個体に比べて約3週間早く成長が停止していたこと

が推定された．このことから，A個体に対する捕食は致死

的ではなかったが，捕食以後殻成長はできなくなったと

解釈された．これら2個体について，2010年から2011年の

春にかけて，日輪と考えられる微細共縁状ラメラの幅，

および微量元素の時系列変動を調べた．また，同位体水

温と実測水温の変動パタンの対比に基づいて，時系列デー

タを実際の季節・月に対応させた．

　その結果，A個体は，B個体に比べて約50日早く孵化し

たことが推定された．また，土佐湾産イタヤガイの日成

長量および Li/Ca比は，両個体で同じ傾向で変動したこ

とが確かめられた．このことは，イタヤガイの異なる個

体が環境変化を共に記録していることを意味し，イタヤ

ガイの殻が，観察が容易な日輪と相まって，古環境アー

カイブとして有用であることを示す．ただし，早く孵化

したA個体は，B個体に比べて2年目秋に殻成長が失速す

ることが推定された．したがって，イタヤガイを古環境

アーカイブとして利用する際には，孵化後1年を過ぎると，

殻成長が鈍化することに留意すべきことを示す．

　なお，同位体水温と実測水温の対照に基づくと，明瞭

な日輪が認められない殻成長停滞期が約120日あり，その

ほとんどが8月～11月であることが推測された．言い換

えれば，この期間を除くとイタヤガイはほぼ欠落無く日

輪を形成することが推定された．以上の結果，イタヤガ

イの殻は，殻形成が停滞する秋季を除き，黒潮沿岸域に

おける日単位の記録が残る古環境アーカイブとして有用

であると言える．

　さらに今回は，表生生活者であるイタヤガイ類との比

較のため，内生生活者であるマルスダレガイ科二枚貝の

スダレガイPaphia euglypta の酸素同位体分析も併せて行っ

た．スダレガイにおいても，イタヤガイと同様に夏季の

終わりから秋の始めにかけての高水温期に殻成長が停滞

したことが明らかとなった．ただし，同じ海域の同じ水

深帯で，表生生活者と内生生活者で殻形成にどのような

違いがあるかは，今後の検討課題である．
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【研究目的・期待される成果】

　近年，火山噴出物による古地磁気学的手法を用いた「火

山層序の高精度化」や古地磁気方位・強度測定による「地

球磁場変動の復元」などの研究が進められている．本研

究は，これらの研究への寄与として岩石磁気学的見地か

ら各噴出物の磁気的性質を明らかにし，噴火ごとの分類

を行うことが可能であるかを検討することを目的として

いる．

　本研究では，現在も活動を続ける阿蘇中岳の火山層序

の高精度化を試みるために，古地磁気方位測定を先行的

に行なっている．阿蘇中岳の火山層序は古期・新期・

新期の3つに区分されている．詳細な層序は遠地に堆積し

たテフラにより評価されているが，溶岩やアグルチネー

トとの対比は付いておらず，溶岩やアグルチネートに関

する詳細な層序の情報はない．そのため古期 (22-21ka)・
新期 (5ka前後)・ 新期 (～現在) 山体はそれぞれ単一

時期の噴火であるとされている．しかし，測定した新規

山体の古地磁気方位は少なくとも3つの異なる時代の噴火

を示唆していることが明らかとなってきた．そこでこれ

らの岩石磁気特性を確認することで，各噴出物の特徴を

明確にし，対比を行うための分類に寄与するかを検討す

る．また，古地磁気強度測定においても，その溶岩が持

つ岩石磁気特性を明らかにすることは，得られた古地磁

気強度の妥当性の判断に役立つ．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　高知コアセンター古地磁気・岩石磁気実験室において,

VSM, MPMSおよびスピナー磁力計を用いた岩石磁気測

定および古地磁気測定を行った．主たる実施研究は阿蘇

中岳新期山体から噴出した溶岩流およびアグルチネート

試料を用いてVSMによる磁気履歴曲線の作成およびFORC
測定である．対象サンプルの基本的な磁気特性を理解す

ることが目的であり，得られた結果は以下の通りである．

　VSMデータから作成したDay plotより，溶岩流試料の

磁性鉱物の粒子サイズはほぼ擬単磁区粒子 (pseud single
domain; PSD) の領域であることが確認できた．アグルチ

ネート試料は，溶岩流と比較してやや単磁区粒子 (single
domain; SD) 寄りの領域にプロットされた．磁性鉱物の

粒子サイズはSD＜PSD＜多磁区粒子 (multi domain; MD)

であるが，PSDはSD+MD粒子で構成される試料およびPSD
サイズの粒子がプロットされる (Dunlop, 2002)．溶岩

流を構成する磁性鉱物はSD+MD Mixing Line (Dunlop,
2002a, b, Heslop and Roberts,2012) に沿って分布してい

るため，SDとMDの混合であると考えられる．Bcr/Bcが
1.8～3.0, Mrs/Msが0.05～0.3の値をとる範囲にプロッ

トされることから，Dunlop (2002a, b) およびHeslop and
Roberts (2012) よりMDの割合は70～90％と見積もられる．

アグルチネートは, Bcr/Bcが1～2, Mrs/Msが0.2～0.5の範

囲に集中しており, MD粒子が60％未満のSD+MD粒子から

構成されている．

　同一の火山からの噴出物の化学組成は類似しているこ

とが多い．特に阿蘇中岳新期山体から噴出した溶岩やア

グルチネートは，化学組成はほぼ同一であり分類や対比

は極めて困難であることが知られている．また，中岳は

古期，新期， 新期と3つの山体および火砕丘からなって

おり基本的な地質が複雑であり噴火規模やその範囲に関

する情報が曖昧である点が火山研究の律速となっていた．

古地磁気および岩石磁気学は，新たな側面からのデータ

を提供できるツールとしての利用が期待できる．現段階

で得られた岩石磁気学的結果は，噴出物の対比や分類に

直接利用できるには至らないものの，古地磁気方位と複

合的に検討すると，新期中岳噴火の詳細が理解できるも

のとなった．

　また，本研究における 大の成果として，比較的大規

模な噴火による噴出物の磁気特性を明らかにすることで，

現在起こっている噴火プロセスの推定に繋げる可能性が

示唆されたことである．阿蘇中岳は2019年7月より噴火を

開始し，現在までその噴火は続いている．この噴出物の

岩石磁気特性と過去の噴火によって得られた岩石磁気特

性を比較することで，噴出した火山灰の被熱温度や磁気

特性を特定し，噴火の段階に応じた変化を捉える．この

研究が確立すれば，火山地質や古地磁気学への新たな見

識を提供できるのみでなく，防災・減災に対しての波及

効果も期待できる．
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【研究目的・期待される成果】

　キサゴ亜属Umbonium (Suchium) はニシキウズガイ科・

サラサキサゴ亜科に属する腹足類であり，本邦のキサゴ

類は軟体動物の中でも数多くの化石種および現生種の祖

先－子孫関係が明らかにされている分類群である．しか

しながら，このように系統関係がほぼ明らかになってい

る分類群についても，成長・生息環境などといった生態

情報がその系統樹に併記され，系統進化における生態学

的特性の変化が表現された例はない．申請者らは小澤・

岡本 (1993) の系統関係に基づき，キサゴ類の酸素同位

体比分析による成長速度および生息場所 (緯度分布・鉛

直分布) について，祖先種 (化石種) から子孫種 (現生

種) への進化に伴う生態学的特性の変化を解明すること

を目的としている．その研究成果の例として，酸素同位

体比分析に基づくダンベイキサゴの酸素同位体比プロファ

イルの解明 (Nakayama et al., 2016) や現生種キサゴとそ

の祖先種U. (S.) obsoletum の進化に伴う生態学的変化の研

究 (中山・近藤，2018) が挙げられる．これらの研究の

特色は酸素同位体比分析をキサゴ類に用いることにより，

これまで解明されていなかった成長が具体的な数値で議

論できるようになった点である．分析標本数を増やすこ

とによって，地域的・緯度的な成長の比較や酸素同位体

比プロファイルの比較，同一地域の生息水深の異なる種

間での酸素同位体比プロファイルの比較などといった，

より詳細な進化の議論が可能となる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　MAT-253を用いた酸素同位体比分析を行うにあたり，

ハンディルーターを用いて相模湾産キサゴUmbonium
(Suchium) costatum の殻表面の外層を微細成長線に沿って

5－6mmにわたって粉末試料を採取した．分析によって得

られた酸素同位対比プロファイルに基づき，水温換算式

から殻形成時の海水温を算出した．その後，相模湾で実

測された海水温データから殻形成時の年月を推定し，相

模湾産キサゴの絶対成長を推定した．また，Nakayama et
al. (2016) の相模湾産ダンベイキサゴU. (S.) giganteum の

酸素同位体比プロファイルとの比較も行った．

　分析標本は，佐藤ほか (2009) が相模湾産ダンベイキ

サゴの成長解析を行った際に採集された (2000年10月19

日採集) 標本であり，採集時には生きていたことが確認

されている．酸素同位体比分析を行った結果，本標本に

は1998年4月～2000年3月までの季節性の海水温変動が記

録されていることが分かった．ただし，殻口縁辺が欠損

しているため，2000年4月～10月までの海水温データは欠

如している．殻に記録される 18O値は殻形成期前半

で-0.74－-2.83，後半で-1.50－0.25の間で推移し，殻形

成期後半に記録される 18O値は前半に比べ，全体として

大きい値が記録されている．グラフの形状は殻形成期前

半において緩やかな形状を示すのに対し，後半では上に

鋭角な凸のグラフの形状を示す．これは殻形成期前半の

成長速度が速く，後半では殻成長速度が前半に比べ，緩

慢になったことを示す．次に殻表面の成長障害輪の形成

時期をみると， 初の成長障害輪は1998年8月～9月頃，

2本目は1999年の6月～7月頃に形成されており，いずれも

夏季に形成されていることが分かった．つまり，本標本

の殻表面にみられる成長障害輪は夏季に1本形成される年

輪であり，中山・近藤 (2018) が高知県産キサゴにおい

て確認した年輪の形成時期と一致する．さらに，年輪の

形成月とその直後の推定月に着目すると， 初の年輪は

1998年8月～9月頃に形成され，その直後に記録されてい

るプロファイルは12月であり，10月，11月の約2ヶ月分が

記録されていない．また，2本目の年輪では1999年の6月～

7月頃，その直後では2000年2月～3月であり，8月～1月の

約6ヶ月の記録が残っていない．これらの酸素同位体比が

記録されていない期間は，おおよその成長停滞の期間 (殻

成長が復帰するまでの期間) と解釈することができる．

後に相模湾産ダンベイキサゴのプロファイルとの比較

を行う．Nakayama et al. (2016) が分析に用いた標本は

1999年11月25日に採集された標本であり，酸素同位体比

分析の結果から，殻表面の成長障害輪が秋季～冬季に形

成される年輪であることが明らかになっている．両種間

のプロファイルを比較すると，殻に記録される18O値の幅

に大きな違いはなかったが，成長停滞期間に違いがある

ことが分かった．ダンベイキサゴの 初の年輪形成後の

成長停滞期間は約0～1ヶ月，2本目では約1～2ヶ月であり，

キサゴと比較すると短い．つまり，相模湾産ダンベイキ

サゴは，秋季～冬季にかけて一時的に成長が停滞するが，

すぐに付加成長が再開されるため，年間を通して連続的

に成長しているのに対し，相模湾産キサゴは夏季に成長

が著しく停滞し，その後，すぐに付加成長は再開せず，

ある程度の期間を経過した後に付加成長を再開し始める

と解釈できる．
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【研究目的・期待される成果】

　福島県の猪苗代湖は， 大水深が94mで，日本 大の

火山性せき止め湖である．猪苗代湖湖底および湖の拡大

期の地層を含む周辺の平野域において掘削されたボーリ

ングコア堆積物は，過去5万年間に堆積したもので，水深

が深い環境下で堆積した湖成粘土をバックグランド堆積

物として，湖の上流域にある磐梯山 (ばんだいさん) と

安達太良山 (あだたらやま) から流入した火山性密度流

起源のイベント堆積物が多数挟まる (長橋ほか，2018；

Kataoka and Nagahashi, 2019)．バックグランド湖成粘土

には，それぞれがサブミリメータからミリメータ厚のバー

コード状で不規則な縞模様が発達する．それらは構成粒

子や年代モデルとの比較からも，一般的な年縞ではない

他の成因に求められる．また縞模様のパターンは層準に

より変化し，リズミカルな周期がみられる区間も存在す

る．

　本研究は，湖成粘土について，XRFコアスキャナーを用

いた堆積物鉛直方向の連続化学組成分析を行うことで，

色調や粒径の変化だけでは理解できない，縞構造の成因

を明らかにすることを目的とする．具体的には，1) 縞構

造に周期性がみられる区間について，どの元素が卓越し，

それが周期的に変化するのかを検討し，そこから湖外の

流入イベントの変化によるものか，湖内の全湖的な現象

によるのかを探る．2) 縞構造のパターン変化について，

異なる地点間の対比を試み，岸により近い地点と湖心で

の異なる環境下での縞構造パターンの組成的変化を明ら

かにする．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　本研究では，実施期間の二度にわたり (11月下旬・2月

下旬) それぞれ4日間，高知大学海洋コア総合研究センター

所有のCox Analytical Systems製Itrax XRFコアスキャナー

を用い，猪苗代湖湖底および猪苗代平野域から得られた

ボーリングコア堆積物の鉛直方向の連続化学組成分析を

行った．管電圧30kV・管電流55mAの条件で，試料は，猪

苗代湖底コアはIN01-22の深度19-20mを200m間隔で，猪

苗代平野コアは，小平潟コア (KBR2015) が深度70-71m,

74-75m, 93-94m, 102-103mがそれぞれ200 mと500 m
間隔, JAコア (JA2018) 深度57.3-61m区間の連続4本分

のコア (それぞれは1m長, no. 74-77コア) については500

m間隔, no. 74-76については200m間隔でも，測定を行っ

た．その結果，以下の1) から3) の成果を得た．なお，

報告書作成の現時点では，一部の分析データの解析はま

だ進行中である．

1) KBR2015コアを共通の分析試料として，Itraxによる分

析結果と福島大学共生システム理工学類所有のHORIBA製
XGT-7200のXRF分析結果について，X線強度プロファイ

ルの比較を行った．XGT-7200によるXRF分析は，長橋・

中澤 (2016，第四紀研究) に基づいて行った．ItraxとXGT
のX線強度プロファイルを比較すると, K・S・Ti・Mn・Fe・
AsのX線強度プロファイルは，移動平均の傾向がよく似て

おり，また強く出るピークの位置 (層準) もほぼ一致し

ている．Si・CaのX線強度プロファイルは，移動平均の傾

向は概ね似ているが，一部で強度の変化傾向が異なる (例

えば，深度70.77m-71.00m)．これはItraxのX線照射部が

20mm×500mの矩形であるのに対して，XGTのプローブ

径は1.2mmであるため，粗粒な堆積物の場合にXGTの方

が固有粒子の影響を受けやすいためと考えられる．Alの
X線強度プロファイルは，Itrax分析による強度が低く，増

減の傾向が読み取れないため比較自体が困難であった．

2) KBR2015コアの深度70-71m部には，層厚0.4～4.4cm，

特徴的な青灰色を呈する粘土層が少なくとも7層挟まる．

これらでは硫黄と鉄含有量が高く，微量にヒ素が検出さ

れる．これらの層相と化学的特徴は，猪苗代湖の湖心部

の湖底堆積物コア (INW2012) で検出されている安達太

良山起源の密度流堆積物の特徴 (Kataoka and Nagahashi,
2019, Sedimentology) と一致する．猪苗代湖湖底のINW
2012コアの密度流堆積物と同様に，KBR2015コアにも，

安達太良山の水蒸気噴火の堆積物あるいは火口付近の熱

水変質帯に由来する黄鉄鉱や硫酸塩鉱物，変質岩片が含

まれると考えられる．

3) JA2018コアには，サブミリメータからミリメータ厚の

縞状湖成粘土と，それとは異なり，数mm～2cm程度と厚

い，黒灰～濃青灰色粘土 (濃色粘土とする) が数cm間隔

で繰り返し挟在する．この濃色粘土は塊状・均質で，上・

下位の縞状湖成粘土に較べて鉄とマンガンが高く，しか

もマンガンが数1000カウントと高い層準が多いことが特

徴である．一方，硫黄とヒ素とが顕著に検出される濃色

粘土もあるが，その数は11層準程度と濃色粘土の層数に

較べると1/10程度と少ない．湖心付近のINW2012コアで

は，JA2018コアのような厚層の濃色粘土の繰り返しは見

られない．JA2018コアの位置関係から，堆積当時はINW
2012コアよりも，岸に近い環境であったと考えられるた

め，磐梯山などの陸源や湖底斜面からの物質や水の供給

が，濃色粘土の形成に関わった可能性もある．

採択番号　　19B066

研究課題名　猪苗代湖と周辺の湖成堆積物にみられるバーコード様縞構造の成因解析

氏名・所属 (職名) 　　片岡 香子・新潟大学 災害・復興科学研究所 (准教授)

研究期間　　　　　　　2019/11/25-30，2020/2/24-28

共同研究分担者組織　　長橋 良隆 (福島大学)
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【研究目的・期待される成果】

　田沢湖は170万年前に形成されたカルデラ湖で，秋田県

東部に位置する日本で も深い深度を持つ湖である．田

沢湖の水深が深いこともあり，これまで湖底の堆積物試

料について研究された例は多くはなかった．田沢湖の堆

積物を研究することで，完新世の環境変動を解析できる

可能性が考えられ，本堆積物を研究する意義は高いと思

われる．本研究では，2015年に田沢湖の湖底から採取さ

れた長さ約4mの堆積物コア試料を解析し，堆積物の地球

化学的特徴を明らかにするとともに，その特徴に基づき，

過去から現在までの環境変動を明らかにすることを目的

にしている．

　期待される成果としては，田沢湖の湖底堆積物の地球

化学的特徴を明らかにすることにより，近年の人為的な

環境変化の影響も含めて，過去7000年から現在までの環

境の変動を明らかにすることができると考えている．具

体的には，田沢湖の堆積物のP2O5含有量等の化学組成変化

と珪藻土層の出現の関係から珪藻土層形成の要因の解明

や，堆積速度の変化から気候の変化を推定することがで

きると考えている．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

1. 研究の目的

　地球が温暖化しているか判断するためには，過去の地

球の気候を知る必要がある．気候変化は湖底堆積物の岩

相から読み取ることができる．2015年に秋田県東部の田

沢湖から，およそ7,000年前から現代までの環境情報を記

録している堆積物コアが採取された (松岡，2016)．本研

究では同コアを分析し，結果から推定される7,000年間の

イベントを検討した．

　

2. コアの分析手法

　①堆積物の岩層変化を把握するために，コアの肉眼観

察結果や構成粒子の顕微鏡観察を行った．②岩相をさら

に詳細に検討するために，CTスキャンで得た堆積物粒子

の密度・粒度測定結果を検討し堆積物の物性を明らかに

した．またXRFコアスキャナを用い堆積物全体の連続的化

学組成変化を1mm間隔で測定した．③さらに堆積物の給

源を特定するためXRDやSEM-EDSで鉱物組み合わせを調

べた．以上の結果を松岡 (2016) の14C年代測定データと

対応させイベントを検討した．

3. 分析結果及び考察

　コアの基質は暗黄褐色シルトで，38枚の砂層，9枚の珪

藻土層が存在する．2枚の十和田火山テフラ層 (松岡，2016)

も認められた．コア上部0～13cm部分は元の暗黄褐色から

灰色かかった黒色に変色している．Fe・As等の元素の高

い強度異常が見られることから，1940年の玉川温泉由来

の玉川河川水が田沢湖に導水されて以降の堆積物である

と考えられる．シルト質堆積物の構成鉱物は石英・斜長

石・緑泥石・イライト・沸石類で，砂層は斜長石に富む

傾向がありCa・Srに富む．

　XRFコアスキャナで得たCa・Sr強度の連続スペクトルか

ら，砂層の流入頻度はコア下部では1000年あたり6.1回で

あったのに対し，上部では1000年あたり1.7回であった．

また，粒度測定の結果に基づくと，コア下部では砂層中

の砂含有量が高い値を示したのに対し，コア上部はその

値が低かった．田沢湖のように流入河川がほとんどなく

堆積物が周囲の外輪山から供給されるような環境では気

候が温暖な時期は降水量が増え堆積物の流入が増えると

考えられる．また寒冷な時期は降水量が減り堆積物の流

入が減ると考えられる．この堆積環境の変化は気候変化

に起因すると考えられる．

　堆積環境変化を年代データと合わせ気候変化年代を推

定した．気候変化年代はおよそ4,700BPである．コア下部

に相当する前期の7,000～4,700BPは温暖な気候だったと

考えられ，見かけ堆積速度は0.048cm/年であった．上部

に相当する後期の4,700BP～現在は寒冷な環境だったと考

えられ，見かけ堆積速度は0.035cm/年であった．推定し

た気候変化年代は国内の寒冷化が始まったとされる5,000

年前 (甲元，2008) とおよそ調和的である．

採択番号　　19B067

研究課題名　秋田県田沢湖の湖底堆積物の地球化学的特徴と環境変動の解析

氏名・所属 (職名) 　　石山 大三・秋田大学大学院 国際資源学研究科 資源開発環境学専攻 (教授)

研究期間　　　　　　　2019/10/19-22

共同研究分担者組織　　学生2名
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【研究目的・期待される成果】

　海成堆積岩には，炭酸塩コンクリーションという球状

の硬くて緻密な岩塊が頻繁に含まれている．このことか

ら，コンクリーションの形成は，海成堆積物の続成過程

における普遍的な現象だといえる．しかし，海成堆積岩

中のコンクリーションに関して，(1) 形成に必要な化学

的条件，(2) 形状を決める要因が明らかにされていない．

本研究では，これらを解明することを目的に， (1) につ

いて，コンクリーション内部の空間に形成した方解石充

填物のEPMA分析を，(2) について，コンクリーション本

体の酸素・炭素安定同位体比の測定をそれぞれ行う．(1)

で扱う方解石充填物は累帯構造を持ち，その一部がコン

クリーションと同時に形成したものだと考えられる．こ

れの元素組成と元素分布を調べることで，コンクリーショ

ン形成時の間隙水の化学的環境が明らかにできると考え

られる． (2) の測定では，コンクリーションの形状に影

響を与えると思われる，コンクリーションの炭素起源と

形成環境に関する情報が得られると期待される．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

【EPMAによる元素分析】

　コンクリーション内部の空間に形成した方解石充填物

の元素組成と元素分布を調べるために，EPMA分析を実施

した．充填物は主に，先に形成した繊維束状方解石と，

その後に形成したスパーライト質の方解石からなる．こ

れまでの研究から，繊維束状方解石はコンクリーション

と同時に形成したと考えられる．試料は事前に薄片に加

工して1mダイヤモンドペーストで琢磨したものを用い

た．これを炭素蒸着したのちに，EPMAを用いて定量点

分析と定性面分析を行った．点分析は合計80点，面分析

は合計5領域について行った．分析元素は，点分析がMg,
P, K, Al, S, Ca, Si, Fe, Mnの9元素，面分析がMg, P, S,
Ca, Fe, Mnの6元素である．分析は2020年2月3日～5日に

かけて行った．その結果，繊維束状方解石には，FeとMn
の濃集帯と，リン酸カルシウム包有物の密集帯が存在す

ることが分かった．また，繊維束状方解石とスパーライ

ト質方解石の間には，厚さ50m程度の，シデライトまた

はドロマイトの薄層が存在していた．スパーライト質方

解石は，繊維束状方解石と比べてMg含有量が低い傾向が

見られた．このことから，繊維束状方解石は，海成堆積

物の表層付近に存在する，マンガン還元と鉄還元による

有機物分解ゾーンで形成した可能性が高いことが分かっ

た．このゾーンでは間隙水のpHが上昇することが知られ

ていて，pHが上昇することで溶解度が極端に小さくなる

リン酸カルシウムが繊維束状方解石に包有物として取り

込まれていることも，繊維束状方解石がこのゾーンで形

成したことに矛盾しない．繊維束状方解石とスパーライ

ト質方解石の間に存在するシデライトあるいはドロマイ

トの薄層は，堆積物が硫酸還元による有機物分解ゾーン

を経た後に形成したと思われる．スパーライト質方解石

は酸素・炭素安定同位体比から，天水起源と解釈される

が，低いMg含有量は，その解釈と整合的である．今回の

分析からコンクリーション内部に形成した方解石充填物

の形成環境が明らかになった．さらに，コンクリーショ

ンはマンガン還元と鉄還元による有機物分解ゾーンで形

成した可能性が高い．

【IsoPrimeによる酸素・炭素安定同位体比分析】

　コンクリーションの炭素起源と形成環境を調べるため

に，安定同位体比質量分析計 (IsoPrime) をもちいて酸素・

炭素安定同位体比分析を行う予定であったが，機器の故

障によって現時点では未分析の状態である．分析試料数

は58で，いずれの試料も方解石が主体である．試料の秤

量とバイアルへの封入作業までを2020年2月17日と18日に

行った．

採択番号　　19B068

研究課題名　初期続成過程における炭酸塩コンクリーションの形成メカニズムと続成進化史の解明

氏名・所属 (職名) 　　村宮 悠介・公益財団法人深田地質研究所 (研究員)

研究期間　　　　　　　2020/2/3-5，2/17-18
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【研究目的・期待される成果】

　近年，衛星観測や南極沿岸の海洋・棚氷上などでの観

測によって南極氷床の融解や流出の加速が相次いで報告

され，近い将来起こるとされる急激な海水準上昇が社会

的に強く懸念されはじめた．

　しかし，南極氷床の70％を占める東南極氷床の融解メ

カニズムは未解明の部分が多く， 新の気候・氷床モデ

ルシミュレーションにおいてもその正確な再現は難しい．

一方，南極大陸やその周辺の地形・地質学的な記録から

は，断片的ではあるとはいえ，過去の南極氷床変動を復

元するうえで，他の地球科学的手法では得ることができ

ない独特のデータを得ることができる．この観点から，

気候・氷床モデルを用いた将来予測の中には，過去の南

極氷床変動をモデルの制約条件 (拘束条件) としている

ものもある．この場合，地形･地質学的手法によって復元

された過去の南極氷床変動の復元精度が，気候・氷床モ

デルシミュレーションによる海水準上昇の予測精度を規

定していることになる．つまり，南極氷床変動の将来予

測に対し，地形・地質学的な手法による過去の南極氷床

変動の復元精度向上が非常に重要な課題となる．

　そこで，本研究では，過去の南極観測事業によってリュ

ツォホルム湾から採取された海底堆積物試料の分析・解

析 (年代測定・微化石・有機物分析など) に基づき，

終氷期 盛期以降 (過去2万年間) の東南極氷床の後退・

融解史を復元する．とくに，周極深層水 (Circumpolar Deep
Water: CDW) の流入と，氷床後退のタイミングについて

精査することで，氷床融解メカニズムの解明に取り組む．

このように，南極氷床末端における氷床融解とトリガー

になった海洋変動を復元することは，南極氷床変動研究

の突破口となる可能性がある．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

　南極地域観測事業 (Japanese Antarctic Research Expedi-
tion: JARE47) において東南極のリュツォホルム湾から採

取された11本の海底堆積物試料について，X線CTスキャ

ナを用いて再度の物理測定 (X-CT) を行った．これらの

試料については，採取当時に非破壊計測などの基礎解析

を済ませているが，数年前に更新された 新のX線CTス
キャナを用いて，より高精度の画像取得を目指したもの

である．また，また一部の試料については，TATSCANを

用いた連続的元素分析を行い，その有用性を確認した．

また，アーカイブコアについては，詳細な岩相記載を行っ

た．さらに海底堆積物のBe-10濃度分析，粒度分析，およ

び有孔虫の放射性炭素年代測定などのためのサブサンプ

リングを実施した．

　物理測定 (X-CT) 分析の結果，乾燥による変形を被っ

ていない試料については，以前より高分解能のCT画像デー

タを取得することができた．この結果と，岩相記載に基

づき，現在これらの試料の堆積環境の復元を進めている．

とくに，これまでに得られた海底堆積物中のBe-10濃度変

動との比較に基づき， 終氷期 盛期 (約2万年前) にお

いて，東南極氷床がどこまで拡大していたのかについて

検討している．これまでに得られたデータによる暫定的

な解釈によると，リュツォホルム湾において，恐らく1万

2千年前頃には，それまで海底を覆っていた東南極氷床が

後退を開始し棚氷環境に移行した可能性が高い．その後，

約9～8千年前頃には棚氷もなくなり，Open sea環境に移

行したのではないかと考えられる．ただし，上記の年代

値については，以前取得されたバルク有機物の放射性炭

素年代に基づくものであり，今後は，今回サブサンプリ

ングした試料を用いて有孔虫の放射性炭素年代測定を実

施し，より正確な年代値の決定を目指す．

　また，今回の一連の測定・分析は，昨年度実施した東

南極シューマッハオアシスにおける湖沼・浅海堆積物掘

削，およびJARE61でのリュツォホルム湾，ケープダンレー

沖，およびトッテン氷河縁での海底堆積物掘削で得られ

た試料の測定・分析に向けたテストを兼ねている．今回

実施した測定・分析フローは，新たな共同利用申請にお

いても有用な経験となった．とくにTATSCAN分析につい

ては，測定に非常に長い時間がかかること，氷河性礫を

大量に含む試料に対して連続的な元素分析が困難なケー

スがあることが分かった．このため，新規に取得した海

底堆積物試料については，事前に充分な準備をした上で，

主にItraxを利用して元素分析を実施するなど，測定・分析

フローを検討している．

採択番号　　19B069

研究課題名　海底堆積物を用いた東南極氷床融解時期・メカニズムの解明

氏名・所属 (職名) 　　菅沼 悠介・国立極地研究所 (准助教)

研究期間　　　　　　　2020/2/17-20
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【研究目的・期待される成果】

　本研究の目的は，従来の岩石物理学では取り扱いが困

難である，岩石や砂に存在する不均質性を定量的に評価

するデジタルデータの解析手法の開発である．ベースと

なる手法は，昨年度後期および今年度前期に共同利用で

実施した岩石に対する手法である．この手法では岩石の

サンプルの鉱物情報が必要となるが，文献を元に仮定し

た値を使っていたため，本研究でEPMAにより岩石サンプ

ルの元素情報を取得し，より正確なモデリングを行うこ

とを試みる．この手法が確立されれば，岩石サンプルの

不均質性を考慮しながら，その内部の情報 (クラック形

状など) を定量的に評価することが可能となる．

　さらに，提案手法の不均質性の異なる問題への適用と

して，月の表層を模擬した砂への適用性を検証する．月

極域には砂状の表層内部に水氷資源が存在していると考

えられているが，その定量化手法が確立されていない．

提案手法により，不均質に分布する氷の飽和度と物性 (例

えば弾性波速度) の関係を明らかにすることができれば，

将来，月極域において水氷資源探査を行う際，水氷資源

を定量的に評価する手法となりうる．

【利用・研究実施内容・得られた成果】

高知大学における利用内容

　本共同利用・共同研究利用においてマイクロX線CTス
キャナ (Xradia) を利用し，岩石および砂のデジタル画像

イメージを取得した．延岡衝上断層の露頭サンプル，2種

類の月面を模擬した砂，さらに異なる粒状体として銅粉

のデータを取得した．延岡衝上断層の露頭サンプルにつ

いては，X線CTスキャナによる画像イメージを取得した

後，一部を切り出して研磨し，岩石薄片を作成した．そ

の後，薄片を顕微鏡により観察し，さらにEPMAによる元

素分析を行った．

取得データの分析

　月面を模擬した砂については，非常に細かい解像度 (1～

4m程度) でデータを取得することができたため，粒径

の大きい粒子についてはその境界を明瞭に可視化するこ

とができた．砂サンプルの弾性特性を調べるために，デ

ジタル画像データから弾性体モデルを構築する必要があ

る．まず，デジタルデータの輝度値 (CT値) に閾値を設

定し，砂粒子と空隙部分を区別 (2値化) することを試み

たが，比較的粒径の小さい粒子も多く含まれていたため，

デジタルデータの各ピクセルを2値化することが難しいこ

とがわかった．そこで，これまで岩石で進めてきたよう

なCT値と密度の換算式を作成し，CT値をサンプルの密度

分布に変換するモデリングの方が適切であると考えた．

砂サンプルの密度情報は既に取得しているため，現在，

CT値から密度分布を推定するプロセスを進めている．さ

らに密度情報から各ピクセルの弾性定数を割り当てるの

に必要な弾性波の実験値については，我々の実験室でさ

まざまな条件下で実験を行っている．また，その砂の内

部に氷が分布する場合の弾性波特性を評価するために，

デジタルデータ内に仮想的に氷を分布させる方法につい

て検討しているところである．さらに，砂に含まれる氷

によって，弾性的特性だけでなく電気的な特性について

も変化が見込まれるため，電気特性をシミュレーション

する手法の検討も行っている．

　延岡衝上断層で得られた露頭サンプルにEPMAを適用し

て得られた元素分析結果から，当初は鉱物分布を推定す

ることを考えていた．しかし元素分布からピクセルごと

の鉱物情報を推定することは可能であるが，3次元的に鉱

物を推定するには解析に非常に時間がかかることがわかっ

た．また，様々な元素が複雑な形状で含まれており，取

得したデータのみから鉱物組成を定量化することやクラッ

ク形状を観察することが困難であった．そのため，まず

は花崗岩などのより鉱物モデルやクラック形状を推定し

やすい岩石について，検討を進めていく必要があること

がわかった．

採択番号　　19C002

研究課題名　デジタル岩石物理学による岩石および砂に存在する不均質性の定量的評価手法の開発

氏名・所属 (職名) 　　池田 逹紀・九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 (助教)
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