
MIS34-01 会場:301A 時間:5月 27日 16:15-16:30

春季気温変化と植生変化に伴う火災量変動の可能性ー過去15万年間の琵琶湖湖底堆
積物の微粒炭分析
Fire activity in Japan influenced by spring temperature and vegetation type

井上淳 1∗ ;奥山知香子 1 ;竹村恵二 2

INOUE, Jun1∗ ; OKUYAMA, Chikako1 ; TAKEMURA, Keiji 2

1 大阪市立大学, 2 京都大学
1Osaka City University,2Kyoto University

世界各地で火災量を示す堆積物の微粒炭量が，氷期・間氷期サイクルなど世界的な気候変動や軌道強制力による各地の
モンスーン強度などと対応することが示されている．しかし，東アジアモンスーン地域での気候変動と火災との関係を明
らかにした研究はほとんどない．本研究では，日本における気候変動に伴う火災量の変遷を明らかにするため，過去 15
万年間の琵琶湖湖底堆積物 (BIW08-Bコア)の微粒炭量を調べた．その結果，微粒炭量は寒冷期のMIS2とMIS6には少
なく，火災は少なかったと推察された．MIS3からMIS5eに相当する 4-13万年前の間の微粒炭量は，21000-23000年の
周期を持っており，これは歳差運動周期に対応する．この間の微粒炭量の変動は，夏季日射量変化に伴う夏季モンスー
ンの強度変化による植生変化と位相差があり，春季日射量に対応する可能性がある．また，微粒炭量の大きな変動傾向
（例えば，MIS6からMIS5eへの急増，MIS5eからMIS4への減少傾向）は，海洋酸素同位体比に対応する．一方で，微
粒炭量のピークはスギなど針葉樹の優占時に認められる．現在の日本では，森林火災の発生は春に集中し，火災の発生
はリターなど燃焼物の乾燥度に大きく依存する．また，一般にスギは落葉広葉樹などと比べて着火しやすいとされてい
る．以上から，過去 15万年間（少なくとも 4-13万年前）の火災の発生は，春の気温が燃焼物の乾燥度を通してリターな
どの着火の頻度を決定し，さらにその際の植生タイプによって火の拡大の可否が決定していた可能性を示唆する．

キーワード: 火災量,微粒炭,春季気温,春季日射量,植生タイプ,琵琶湖堆積物
Keywords: fire activity, charcoal particle, spring temperature, spring insolation, vegetation type, Lake Biwa sediments
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MIS34-02 会場:301A 時間:5月 27日 16:30-16:45

過去 5万年間の琵琶湖の湖底堆積物の編年：放射性炭素年代・火山灰層序・環境磁
気学的指標の統合
Chronology of Lake Biwa sediments: integration of radiocarbon ages, tephrochronology
and environmental magnetism

林田明 1∗ ;北川浩之 2 ;竹村恵二 3

HAYASHIDA, Akira 1∗ ; KITAGAWA, Hiroyuki 2 ; TAKEMURA, Keiji 3

1 同志社大学理工学部環境システム学科, 2 名古屋大学環境学研究科, 3 京都大学理学研究科地球熱学研究施設
1Department of Environmental Systems, Doshisha University,2Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University,
3Beppu Geothermal Research Laboratory, Kyoto University

The Quaternary sedimentary sequence of Lake Biwa, located in central Japan, provides continuous terrestrial records of past
climate changes in East Asia including detailed records of Asian monsoon activity from the Middle Pleistocene to the Holocene.
We constructed a common chronological framework for multiple sediment cores from Lake Biwa for the past 50 kyrs. An age-
depth model of a 18.42-m long piston-core (BIW07-6), recovered between Takashima and Okinoshima Island in central part,
was constructed under the age constraints of thirteen AMS radiocarbon dates of terrestrial macrofossil and six known-ages of
widespread tephra layers. Using this age model, we estimated the model ages of ten horizons at which characteristic features
were observed in the time series of anhysteretic remanent magnetization (ARM). ARM is a measure of fine ferrimagnetic mineral
flux into the sediment, representing a proxy of hydrological changes around Lake Biwa. Therefore the characteristic features
of the ARM variation serve as tie-points of core-to-core correlations in Lake Biwa, as well as the horizons of tephra deposits.
We thus obtained age-depth curves for other core samples, which were well constrained with the tephra ages, the ARM events
and additional radiocarbon dates from each core. The integrated age model has an acceptable accuracy to assess terrestrial
environmental changes in millennial scales and can be adapted for paleolimnological studies in other regions.

キーワード: 琵琶湖,年代モデル,最終氷期
Keywords: Lake Biwa, age model, last glacial period
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MIS34-03 会場:301A 時間:5月 27日 16:45-17:00

石筍中の流体包有物の水の酸素同位体分析による最終氷期の気温推定
Oxygen isotope analysis of speleothem water inclusion: glacial temperatures reconstruc-
tion

植村立 1∗ ;仲本壮志 1 ;三嶋悟 1 ;浅海竜司 2 ;儀保雅一 1 ;眞坂昴佑 1 ; Jin-Ping Chen3 ;
Wu Chung-Che3 ; Chang Yu-Wei3 ; Shen Chuan-Chou3

UEMURA, Ryu1∗ ; NAKAMOTO, Masashi1 ; MISHIMA, Satoru1 ; ASAMI, Ryuji2 ; GIBO, Masakazu1 ;
MASAKA, Kousuke1 ; JIN-PING, Chen3 ; WU, Chung-che3 ; CHANG, Yu-wei3 ; SHEN, Chuan-chou3

1 琉球大学　理学部　海洋自然科学科, 2 琉球大学理学部物質地球科学科, 3 国立台湾大学
1University of the Ryukyus,2University of the Ryukyus,3Dept. of Geosci., National Taiwan University

古気候復元の研究に多く利用されている鍾乳石には、絶対年代を決定できるという長所がある。一方で、気候変動の
指標として広く用いられる CaCO3の酸素同位体比（δ 18Oc）は定量的解釈が困難なことが多い。この点を解決する有
望なプロキシとして鍾乳石の流体包有物が注目されている。高湿度の洞窟内では、流体包有物の水は、滴下水の酸素同
位体比（δ 18Ow）を反映していると考えられる。本研究では、流体包有物中の水の水素・酸素安定同位体比を測定する
手法を開発し、沖縄県の鍾乳石に適用した。同一サンプルのδ 18Ocとδ 18Owを両方測定することで、石筍生成時の気
温復元を試みた。
沖縄県玉泉洞において採取した３個の石筍を用いた。同一層を切り出し、扇形に分割することで、同一層から複数試

料を測定することで再現性を評価した。試料の年代はU-Th法により決定した。流体包有物の水は、真空下で鍾乳石を破
砕し、抽出した水をキャビティーリングダウン式分光計 (L2130-i Picarro)で測定した。
石筍試料による繰り返し精度（1σ, n = 33）はδ 18Oで± 0.24‰、δ Dで± 1.8‰であった。開発した装置の測定可

能レンジは液体の水で 20 - 260 nano L、CaCO3量としては 20-300mg程度で測定可能である。71-133年前に成長した石
筍の流体包有物の同位体組成は、現在の沖縄の降水と予測される変動範囲内であった。この石筍の酸素同位体分別係数か
ら気温を推定したところ、22.0± 1.6℃であり、気象観測値と整合的であった。最終氷期 (25.5-26.5 kyr BP)の試料につ
いては、最終氷期の推定気温は 14.6± 2.5℃であった。最終氷期の試料のうち 2つについては、Hendy Testの結果、動
的同位体効果を受けていることが示唆された。これらの層では推定気温が 4℃近く低くなっており、動的効果によって
気温の見積もりが大きな影響を受けることが示された。

キーワード: 石筍,鍾乳石,流体包有物,酸素同位体比,キャビティーリングダウン
Keywords: stalagmite, speleothem, fluid inclusion, oxygen isotope, CRDS

1/1



MIS34-04 会場:301A 時間:5月 27日 17:00-17:15

中部日本の完新世石筍の酸素同位体に記録された数百年周期
Centurial-scale cycle observed in oxygen isotope of Holocene stalagmite from central
Japan

狩野彰宏 1∗ ;森大器 1 ;曽根知実 2 ;沈川洲 3 ;柏木健司 4

KANO, Akihiro1∗ ; MORI, Taiki1 ; SONE, Tomomi2 ; SHEN, Chuan-chou3 ; KASHIWAGI, Kanji4

1 九州大学, 2 マリンワークジャパン, 3 台湾大学, 4 富山大学
1Kyushu University,2Marine Works Japan,3National Taiwan University,4Toyama University

石筍酸素同位体比は洞窟涵養地での降水同位体比を通じて過去の気候条件を記録する。中国と日本における研究は石
筍酸素同位体がアジアモンスーンの強弱を反映していると示してきた。私たちは，中部日本の２箇所で採集した石筍の
U-Th年代と酸素同位体比を測定し，そこに顕著な周期性を確認したので報告する。岐阜県郡上市で採集した石筍 OT02
の先端 5.3 cmは 2 kaから 8.5 kaに沈殿したものである。この部分の酸素同位体比は 9回の増減を示す。増減の時間間隔
はほぼ一定であり，スペクトル解析で判定された約 650年の周期は放射性炭素から提示された太陽活動の周期と符合す
る。値の増減の原因が気温変化に求められる可能性は，OT02の酸素同位体比と太陽活動の位相とずれとは整合的ではな
い。想定される寒冷期には酸素同位体比が低くなるのである。したがって，OT02の酸素同位体比は降水の酸素同位体比
の変化に求められるだろう。参考資料として大垣市で採集した雨水の同位体比は冬季に低いという明瞭な季節変化を示
す。これは日本海からの冬の水蒸気塊が中部地方に入る前に顕著なレイリー分別効果を受けるためであろう。すなわち，
OT02の記録は酸素同位体比が低い冬の降水が占める割合の変化であると考えられ，寒冷期に増加し，石筍同位体比を低
下させる。同様の 650年周期は三重県大台町の完新世記録にも現れる。これは，小氷期・中世温暖期といった歴史記録
に認識出来る寒暖の周期とも一致する。この周期的変動は少なくとも 8 kaまで遡れるのかもしれない。
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MIS34-05 会場:301A 時間:5月 28日 11:00-11:15

後期白亜紀の深海底生有孔虫の炭素酸素同位体比変動から見た海洋循環と水温変動
Deep ocean circulation and water temperature variation in Late Cretaceous based on car-
bon and oxygen isotopes of benthic

大河原秀祐 1∗ ;海保邦夫 1 ;池原実 2

OKAWARA, Shusuke1∗ ; KAIHO, Kunio1 ; IKEHARA, Minoru2

1 東北大学大学院理学研究科, 2 高知大学海洋コア総合研究センター
1Graduate School of Science and Faculty of Science, Tohoku University,2Center for Advanced Marine Core Research, Kochi
University

Oceanic anoxic event 2 (OAE 2) occurred by global climatic warming in the latest Cenomanian to earliest Turonian. Global
climate was gradually getting cool just after OAE 2. In the North Atlantic, deep water called NCW (Northern Component Water)
was formed (Frank and Arthur, 1999; MacLeod et al., 2011; Martin et al., 2012), and oxygenated bottom water was flowing into
North Atlantic by opening of Central Atlantic Gateway (CAG) between South Africa and South America in the early Turonian
(Poulsen et al., 2001). Otherwise, climatic cooling from the early Campanian had affected SCW (Southern Component Water)
forming in Southern high latitude and this deep water had flowed into Pacific (Brady et al., 1998; Huber et al., 1995; Murphy and
Thomas, 2012; Robinson and Vance, 2012; Robinson et al., 2010).

It is cleared that deep water was sourced from high latitude during cooling time from the Campanian to Maastrichtian. How-
ever, deep ocean circulation before the Campanian has not yet clarified: especially, deep-water source during the warming
periods. In this study, we reconstruct deep-ocean circulation during the late Cretaceous. We selected epifaunal species of benthic
foraminifera from core samples in North Atlantic, South Atlantic, Southern Ocean, and Indian Ocean, to analyze carbon and
oxygen isotopes in Kochi Core Center in Japan. We report new findings on deep-sea circulation and water temperature changes
from the Cenomanian to Maastrichtian by compiling analyzing data and previous literature data.

References
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MIS34-06 会場:301A 時間:5月 28日 11:15-11:30

白亜紀OAE2期におけるカナダ太平洋岸の陸域気候変動シグナル
Response of terrestrial climate to Cretaceous OAE2 observed in a sequence of Canadian
Pacific coast

牟田宗一郎 1∗ ;長谷川卓 1 ;ハガートジム 2

MUTA, Soichiro1∗ ; HASEGAWA, Takashi1 ; HAGGART, Jim2

1 金沢大学　自然システム学系, 2 カナダ地質調査所
1Kanazawa university,2Geological Survey of Canada

Abstract

Across the Cretaceous Cenomanian / Turonian (C/T) boundary interval, a short-term event characterized by sediments rich
in organic matter dominated over extended area of various oceanic setting around the world. This pronounced oceanic event
is called Oceanic Anoxic Event 2 (OAE2). Considerable disturbance of global surface carbon circulation has been suggested
during the event. Across the OAE2 interval, carbon isotope ratios of sedimentary organic carbon and carbonates show unique
positive excursions, which are identified throughout the world. On the other hand, influence on the terrestrial environment during
the event associated with the carbon cycle disturbance has been less discussed.

To understand the possible terrestrial climatic response related to this carbon cycle perturbation, Haida Gwaii, Pacific coast of
western Canada, was studied. Limited macrofossils and carbon isotope stratigraphy well indicate the OAE2 interval through the
section. Concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) through continuous sequence in Haida Gwaii was evaluated
as proxies for the terrestrial environment in the period of OAE2. Likely origin of PAHs in the sedimentary rocks is wildfire;
terrestrial vegetation and/or soils can be the source. On the other hand, they can potentially be generated from thermal matu-
ration. In the studied section, gradual increase of PAHs (pyrene, benzo(e)pyrene, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene and
benzo(ghi)perylene) content was observed within the OAE2 interval. Based on comparison of this increasing pattern with other
thermal maturation indices (MPI-1, CPI), wildfire is concluded as the main origin of the PAHs. Increase of PAHs associated with
OAE2 suggests the climate of the North American Pacific coast gradually turned into condition that is prone to induce frequent
wildfire during the period of OAE2.

Haida Gwaii, presumably located around 35oN during the period of OAE2 (Ward et al., 1997) was dominated by the prevail-
ing westerlies (Upchurch et al., 1999) whereas the latitude is seasonally controlled by subtropical high pressure belt (SHPB) at
present. Hasegawa et al. (2013) suggested expansion-shrinkage oscillation of Hadley Cell associated with global climate during
Cretaceous. Haida Gwaii located near the northern edge of SHPB could be a region sensitive to such Hadley Cell oscillation.
Our observation of PAHs from the studied section could provide important information for discussion on Hadley Cell expansion
under declining trend of climate associated with OAE2.

Reference
Hasegawa, H., Tada, R., Jiang, X., Imsamut, S., Charusiri, P., Ichinnorov, N., Khand, Y., 2012,Climate of the Past, 8 , 1323-

1337.
Upchurch, G. R., Jr., Otto-Bliesner, B. L., Scotese, C. R., 1999,Geological Society of America Special Paper, 332.
Ward, P. D., Hurtado, J. M., Kirschvink, J. L., Verosub, K. L., 1997,Science, 277, 1642-1645.

キーワード: 海洋無酸素事変, C/T境界,ハドレー循環,中緯度高圧帯,多環芳香族炭化水素 (PAHs)
Keywords: Oceanic Anoxic Event, Cenomanian Turonian Boundary, Hadley Circulation, Subtropical High, Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon (PAHs)
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MIS34-07 会場:301A 時間:5月 28日 11:30-11:45

炭素同位体比層序と凝灰岩の放射年代に基づく白亜系浅海－陸成堆積物の高精度年
代対比
Detailed age determination of Cretaceous shallow marine - non-marine strata

西弘嗣 1∗ ;高嶋礼詩 1 ;條将太 2 ;有元純 2 ;山中寿朗 7 ;折橋裕二 3 ;山本鋼志 4 ;高地吉一 5 ;
梅津慶太 6

NISHI, Hiroshi1∗ ; TAKASHIMA, Reishi1 ; JO, Syota2 ; ARIMOTO, Jun2 ; YAMANAKA, Toshiro 7 ;
ORIHASHI, Yuji3 ; YAMAMOTO, Koshi4 ; KOCHI, Yoshikazu5 ; UMETSU, Keita6

1東北大学学術資源研究公開センター, 2東北大学大学院理学研究科, 3東京大学地震研究所, 4名古屋大学大学院環境学研
究科地球環境科学専攻, 5富山大学大学院理工学教育部新エネルギ－科学専攻, 6海洋研究開発機構, 7岡山大学大学院自然
科学研究科
1The Center for Academic Resources and Archives, Tohoku University,2Department of Earth Science, Graduate School of Sci-
ence, Tohoku University,3Earthquake Research Institute, The University of Tokyo,4Graduate School of Environmental Studies,
Nagoya University.,5Graduate School of Science and Engineering for Education, University of Toyama,6Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology,7Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University

Introduction
It is very difficult to determine detailed age of pre-Quaternary shallow marine and non-marine sequences because they are

usually very poor in age diagnostic fossils. However, age determination of such sequences is important to demonstrating past
sea level changes as well as evolution of terrestrial fauna and flora. Since the shallow marine and non-marine sequences contain
abundant wood fragments, carbon isotope stratigraphy is appropriate method for determining the age of those strata. This study
attempted to determine the detailed age of the Cretaceous shallow marine?non-marine sequence of the Kuji Group using carbon
isotope stratigraphy and U-Pb ages of tuffs.

Geologic outline of the Kuji Group
The Kuji Group is about 800-m-thick sequence exposed in the eastern coast of Iwate Prefecture. This group overlies un-

conformably the Jurassic accretionary complex (Rikuchu Group) and is unconformably overlain by the Paleogene non-marine
sequence (Noda Group). The group consists mainly of sandstone and conglomerate with subordinate amount of coal and coaly
mudstone, and is composed of the Tamagawa, Kunitan and Sawayama Formations in ascending order.

Since the Kuji Group yields abundant well-preserved plant and terrestrial vertebrate fossils such as dinosaur and reptiles (e.g.,
Hirayama et al., 2010), detailed age determination of this strata is critical for reconstructing terrestrial fauna and flora of the
Cretaceous East Asia. The group also intercalates a lot of felsic tuff beds throughout the sequence which provides good anchor
points for correlation of carbon isotope curves between the Kuji Group and other marine sequences.

Method
About 500 sandstone and coaly mudstone samples for carbon isotope analysis and 8 felsic tuff samples for U-Pb dating were

taken from the sections of the Tamagawa coast, Edanari, Osawada, Natsui and Sawayama streams. For the tuff samples, zir-
cons were separated using heavy liquid, and zircons of 50 grains randomly by a handpicking were pressed into soft PFA sheet,
and their surfaces were polished using 3- and 1-µm diamond paste. The U-Pb isotopic age of zircons were determined using
LA-ICP-MS at the Nagoya Univeristy. For the carbon isotope analyses, wood fragments were picked up from the disaggregated
sediments, and the carbon isotope of the wood fragments of the sample was then measured using a mass spectrometer (IsoPrime)
in line with an elemental analyzer EuroEA3000.

Result and discussion
The U-Pb isotopic ages of tuffs from the Kuji Group range from 95 to 80 Ma, and the carbon isotope ratio of the fossil wood

fragments of this group changes between -27.0?-20.9‰. We correlated the carbon isotope curves among the Kuji and the Yezo
groups and the English Chalk with the help of many anchor points of the U-Pb isotopic ages and several macro fossils. As the
result, we identified exact Cretaceous stage boundaries of the Cenomanian/Turonian, Turonian/Coniacian, Coniacian/Santonian
and Santpnian/Campanian in the Kuji Group. The bone bed containing dinosaur in the Osawada stream is assigned to be lower
Coniacian.

キーワード: 白亜紀,炭素同位体比, U-Pb年代,凝灰岩
Keywords: Cretaceous, Carbon isotope, U-PB age, tuffs

1/1



MIS34-08 会場:301A 時間:5月 28日 11:45-12:00

西部赤道太平洋の生物生産量と底層流への地球軌道要素の影響：環境岩石磁気学に
よる考察
Orbital influence on productivity and bottom current in the western equatorial Pacific:
environmental magnetic approach

山崎俊嗣 1∗ ;堀内一穂 2 ;七山太 3

YAMAZAKI, Toshitsugu1∗ ; HORIUCHI, Kazuho2 ; NANAYAMA, Futoshi3

1 東京大学大気海洋研究所, 2 弘前大学大学院理工学研究科, 3 産業技術総合研究所地質情報研究部門
1AORI, Univ. Tokyo,2Hirosaki Univ.,3GSJ, AIST

The Western Pacific Warm Pool (WPWP) has highest water temperature in the global ocean, and its spatiotemporal variations
have significant impacts on large-scale atmospheric circulation and global hydrology. An environmental magnetic study was con-
ducted on sediment cores of late Pleistocene age taken from water depths of 2500 to 4500m in the West Caroline Basin (WCB)
offshore northern New Guinea to understand better the paleoceanography in WPWP. Sediments in the southern part of WCB are
deposited under the influence of relatively strong bottom water currents parallel to the New Guinea Trench; this is evidenced by
sediment grain-size spectra, anisotropy of magnetic susceptibility, and 3.5 kHz sub-bottom profiling records.

Magnetite dominates magnetic mineral assemblages of the sediments. This is evidenced by that isothermal remanent magne-
tization (IRM) acquisition curves are mostly explained by a low-coercivity component, and that the Verwey transition is obvious
in low-temperature measurements. Existence of the sharp central ridges on first-order reversal curve (FORC) diagrams and
transmission electron microscopy indicate the occurrence of biogenic magnetite, in addition to magnetostatically interacting
pseudo-single-domain and multi-domain magnetites of probably terrigenous origin.

The ratio of anhysteretic remanent magnetization susceptibility to saturation IRM (k ARM /SIRM, a proxy of biogenic to terrige-
nous magnetic mineral component) and acid solvable component (˜carbonate content) are synchronous with northern-hemisphere
summer insolation; peaks of the former two correspond to the insolation maxima. This suggests that in WCB ocean productivity
and then population of magnetotactic bacteria are higher when the Australia-Indonesian summer monsoon is stronger at the inso-
lation maxima. The precessional frequency is visible in volumetric magnetic susceptibility (k ) variations at sites shallower than
the carbonate compensation depth (CCD), but the eccentricity frequency becomes dominant in carbonate-free mass susceptibility
(χcf ). Sediment redistribution by bottom water currents, whose strength and paths may vary with glacial/interglacial changes,
may be responsible for the eccentricity frequency inχcf .

On the Ontong-Java Plateau (OJP) to the east of WCB, on the other hand, the precessional frequency appears ink , but the
eccentricity frequency dominatesk ARM /SIRM variations. This suggests that thek ARM /SIRM ratio at OJP could be influenced
by a terrigenous supply via the Equatorial Undercurrent, but not by the strength of the monsoon.

Keywords: environmental magnetism, Western Pacific Warm Pool, West Caroline Basin, paleoceanography
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MIS34-09 会場:301A 時間:5月 28日 12:00-12:15

高精度U-Pbジルコン年代を用いた堆積層中B-M境界年代値の高精度決定
M-B boundary age constrained by high-precision U-Pb zircon dating of a widespread
tephra in a sedimentary sequence

菅沼悠介 1∗ ;岡田誠 2 ;堀江憲路 1 ;海田博 1 ;竹原真美 3 ;仙田量子 4 ;木村純一 4 ;川村賢二 1 ;
羽田裕貴 2 ;風岡修 5 ; Head Martin6

SUGANUMA, Yusuke1∗ ; OKADA, Makoto2 ; HORIE, Kenji1 ; KAIDEN, Hiroshi1 ; TAKEHARA, Mami3 ;
SENDA, Ryoko4 ; KIMURA, Jun-ichi4 ; KAWAMURA, Kenji 1 ; HANEDA, Yuuki2 ; KAZAOKA, Osamu5 ;
HEAD, Martin6

1 国立極地研究所, 2 茨城大学, 3 九州大学, 4 海洋研究開発機構, 5 千葉県環境研究センター, 6Brock University
1National Institute of Polar Research,2Ibaraki University,3Kyushu University,4JAMSTEC,5Research Institute of Environmen-
tal Geology, Chiba,6Brock University

Geomagnetic polarity reversals, including the Matuyama-Brunhes boundary (MBB), are critical markers in age calibrating
sedimentary sequences with volcanic rocks. Most age determinations for the MBB use marine astronomically-tuned benthic and
planktonic foraminiferal oxygen isotope records to date the mid-point in the transition of the virtual geomagnetic pole (VGP).
During the MBB and other reversals, the Earth’s geomagnetic field intensity dropped significantly, resulting in the increased
production of cosmogenic radionuclides, including10Be, in the upper atmosphere. Hence, the MBB has also been recognized as
a positive spike in the10Be flux recorded in marine sediments and an Antarctic ice core.

The MBB has a frequently cited age of 780 ka, which derives from astronomically-tuned benthic and planktonic oxygen iso-
tope records from the eastern equatorial Pacific. This marine astronomically-dated MBB age is supported by40Ar/39Ar ages
of Maui lavas at 781-783 ka, revised by the recent reference age of Fish Canyon Tuff sanidine (FCTs) standards. However,
an understanding of post-depositional remanent magnetization (PDRM) processes shows that lock-in of the geomagnetic signal
occurs below the sediment?water interface in marine sediments, which then yields ages for geomagnetic events that are too old.
Because this age offset is influenced by sedimentation rate, those records with higher sedimentation rates should minimize the
PDRM lock-in problem. In fact, younger astrochronological MBB ages of 772-773 ka have been reported from high sedimenta-
tion rate records. These MBB ages are consistent with records of cosmogenic nuclides in marine sediments and an Antarctic ice
core, although they are not supported by radiometric timescales.

Here, we present a high-precision U-Pb zircon age of 772.7± 7.2 ka from a marine-deposited tephra just below the MBB in a
forearc basin in Japan. Because the U-series dating is relatively free from issues about standardization and decay constants, this
U-Pb zircon age coupled with a newly obtained oxygen isotope chronology yields a highly accurate MBB age of 770.2± 7.3 ka.
Our MBB age is consistent with those based on the latest orbital-tuned marine sediments. We provide the first direct compari-
son between orbital tuning, U-Pb dating, and magnetostratigraphy for the MBB, fulfilling a key requirement for calibrating the
geological timescales.
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MIS34-10 会場:301A 時間:5月 28日 12:15-12:30

Abrupt intensification of North Atlantic Deep Water formation at the Nordic Seas during
the late Pliocene transition
Abrupt intensification of North Atlantic Deep Water formation at the Nordic Seas during
the late Pliocene transition

佐藤雅彦 1∗ ;槙尾雅人 1 ;林辰弥 2 ;大野正夫 1

SATO, Masahiko1∗ ; MAKIO, Masato1 ; HAYASHI, Tatsuya2 ; OHNO, Masao1

1 九州大学, 2 御船町恐竜博物館
1Kyushu University,2Mifune Dinosaur Museum

Southward flow of dense North Atlantic Deep Water (NADW) and northward flow of warm surface water constitute the Atlantic
Meridional Overturning Circulation (AMOC). The AMOC is an important component of the present climatic system because
it plays a major role in controlling the northward transport of heat and moisture [Ramstorf, 2002]. In order to understand the
evolution of the climatic system during the late Pliocene transition (LPT), during which the global climate changed from warm
and relatively ice-free conditions to a colder and more glacial climate in the Northern Hemisphere [Lisiecki and Raymo, 2005],
it is crucial to reveal changes in the NADW. However, details of the past evolution of the NADW during the LPT are still poorly
understood because of the lack of suitable paleoceanographic proxy data.

Here, we developed a new rock-magnetic method to determine constituent of sediments and report on the evolution of NADW
during LPT. North Atlantic deep-sea sediments drilled at the Gardar Drift (Integrated Ocean Drilling Program site U1314) were
used for rock-magnetic measurements. We measured isothermal remanence (IRM) acquisition curves of 252 samples collected
from 199.3 to 299.2 mcd of the core, which correspond to ages between 2.22 and 2.91 Ma at an average resolution of 3 kyr.

First derivatives of the IRM curves were decomposed into two end-member components. Consequently, residuals of the
decomposition were sufficiently small throughout the study interval, thus confirming that the Gardar Drift sediments represent
a mixing of the two end-member components: high-coercivity and low-coercivity components. Changes in the components
agree well with those of the LR04 oxygen isotope data of benthic foraminifera [Lisiecki and Raymo, 2005]; the fraction of
high-coercivity component periodically changed with the interglacial?glacial cycle. Variation trends of the sediment constituents
drastically changed at ca. 2.68 Ma. Average values of the fraction of high-coercivity component increased after ca. 2.68 Ma
from 38± 13% to 68± 22% because of the increase in high-coercivity component during the interglacial period.

Fraction changes of the high-coercivity component represent variation of the Iceland-Scotland Overflow Water, a branch of
NADW formed at the Nordic Seas. The drastic increase in the high-coercivity component during the interglacial period suggests
that intense NADW formation at the Nordic Seas abruptly started at ca. 2.68 Ma.
Keywords: North Atlantic Deep Water, Iceland Scotland Overflow Water, Nordic Seas, Late Pliocene transition, IODP Exp. 306
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MIS34-11 会場:301A 時間:5月 28日 12:30-12:45

カディズ湾の堆積物コアのバイオマーカー分析による後期中新世～後期鮮新世にお
ける海洋生物生産変動の復元
Reconstruction of changes in marine primary productions by biomarker analysis of sedi-
ments from the Gulf of Cadiz during

風呂田郷史 1∗ ;沢田健 1

FUROTA, Satoshi1∗ ; SAWADA, Ken1

1 北海道大学　理学院
1Faculty of Science, Hokkaido University

イベリア半島南部に位置するカディズ湾は，西は北大西洋へと開けている一方で，東はジブラルタル海峡を通じて地
中海と繋がっている．そのため，地中海と大西洋の水交換を考察する上で重要な地域として考えられており，特にコン
ターライト堆積物の堆積パターンから地中海流出水の変動が復元されてきた (例えば，Herńandez-Molina et al., 2014)．一
方，海洋表層環境においては，カディズ湾に近いカナリア諸島周辺に地域的な湧昇域であるアゾレスフロントが位置し
ている．アゾレスフロントは北大西洋亜熱帯循環の北東端部として知られており，現在の海洋循環ではカディズ湾の海
洋環境に影響を与えていないが，最終氷期においてはカディズ湾付近まで北上し鉛直混合を活発化させていたことが微
化石群衆の変化などから報告されている (例えば，Rogerson, 2004)．そのため，カディズ湾の海洋表層環境は北大西洋の
海洋循環の変化にも敏感な地域であると考えられ，海洋表層循環を考える上でも重要な地域であると言える．しかしな
がら，IODP第 339航海 (2011年～2012年)が行われるまでは，鮮新世以前のカディズ湾の海底堆積物は採取されておら
ず，そのため古海洋変動の記録も報告されていない．そこで本研究では，IODP第 339航海で採取された深海堆積物のバ
イオマーカー分析を行い海洋生物生産の変動を復元することで，後期中新世から後期鮮新世にかけてのカディズ湾周辺
の古海洋環境変動を考察した．
　カディズ湾の海洋堆積物からは，真核藻類に由来するC27からC29のステロール，ハプト藻に由来する長鎖アルケノ

ン，渦鞭毛藻に由来するディノステロール，真正眼点藻や一部の珪藻に由来する長鎖のアルキルジオールが検出された．
長鎖のアルキルジオールのうち，C28および C30 1,14-ジオールは珪藻のProboscia属に由来し，1,13-および 1,15-ジオール
は主に海洋の真正眼点藻類に由来すると考えられている．アラビア海などにおける一部の海域ではProboscia属は湧昇種
として知られているため，ジオール組成を用いたDiol Index 1および 2(DI1およびDI2)が湧昇指標として提案されている
(例えば，Rampen et al., 2014)．検出されたバイオマーカーの総有機炭素量に対する濃度を求めたところ，長鎖アルケノン
と C28ステロールの濃度はおよそ 4.2 Maごろを境に高い値を示した．検出された C28ステロールの多くは brassicasterol
であり，これはハプト藻アルケノン合成種に由来することが知られている．そのため，4.2 Maごろにおける長鎖アルケ
ノンと C28 ステロール濃度の増加は，カディズ湾におけるハプト藻の海洋生物産が活発化したことを示唆する．しかし
ながら，連続的なコンターライト堆積シーケンスがこの時期から同様に見つかるため，コンターライト堆積システムの
発達による効果的な有機物の保存システムが堆積物中の長鎖アルケノンおよび C28 ステロールの増加を引き起こした可
能性を除外することができない．一方，珪藻のProboscia属に由来する 1,14-ジオールの濃度は 3.4∼ 3.2 Maにかけて高い
値を示した．同時に，DI1と DI2も高い値を示したことから，この期間において珪藻のProboscia属の海洋生物生産への
寄与率が増加したことが考えられる．カディズ湾において珪藻の生物生産が増加した 3.4∼ 3.2 Maは底生有孔虫の酸素
同位体比が高い値を示す期間であり，温暖な鮮新世の中でも寒冷な時期として知られている (Lisiecki and Raymo, 2005)．
特に，MIS M2(ca. 3.3 Ma)では酸素同位体比が現在よりも大きな極大値を示し，厳しい寒冷化が生じていたと考えられ
ている．そのため，寒冷化に伴う大気海洋循環の変化がカディズ湾の珪藻生産の増加を引き起こしていたと考えられる．
さらに，IODP U1313サイト (北大西洋，中緯度地域)の高解像度での水温復元の結果から，北大西洋海流 (North Atlantic
Current: NAC)が 3.4 MaからMIS M2にかけて弱化し南側へシフトし，氷期と似た海洋表層循環が形成されていたこと
が指摘されている (Naafs et al., 2010)．そのため，3.4∼ 3.2 Maにおけるカディズ湾における珪藻生産の増加は，NACの
南下に伴ったアゾレスフロントのカディズ湾への貫入と鉛直混合の活発化によって引き起こされたと考えられる．

キーワード: 北大西洋,鮮新世, MIS M2,バイオマーカー,珪藻,地中海流出水
Keywords: North Atlantic Ocean, Pliocene, MIS M2, Biomarker, Diatom, Mediterranean Outflow Water
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MIS34-12 会場:301A 時間:5月 28日 14:15-14:45

古気候学・古海洋学における海底テフラの利用
Marine tephra as an important tool for paleoceanography and paleoclimatology

池原研 1∗

IKEHARA, Ken1∗

1 産総研地質情報
1Geological Survey of Japan, AIST

テフラは火山噴火の産物であり，あるテフラの降下は地質学的には同時とみなされるので，湖沼域と海域をつなぐ同
時間面として重要である．また，テフラ粒子は日本周辺のような火山弧周辺の海底では，堆積物の重要な構成要素の一
つであり，一次的にのみならず，様々な過程を通じて二次・三次的に輸送・堆積する．同時間面としての一次テフラは
陸域と海域の古気候・古海洋イベントの同時性あるいは前後関係を確認するのに重要である．異なる環境中での気候イ
ベントの前後関係の把握は汎世界的な気候変動やその変動要因の鍵となる可能性がある．また，同じテフラの陸域と海
域での放射性炭素年代値の比較は，過去の海域の地域レザバー効果の大きさの復元に貢献する．さらに，テフラは異な
る海域にも同時に降下する．地域レザバーの大きさは海洋循環にも関係するので，広域的な地域レザバー効果の復元は，
氷期から融氷期の海洋の表層及び鉛直循環の復元に貢献するであろう．

キーワード: テフラ,海底堆積物,海洋レザバー効果,環境変動,鍵層
Keywords: tephra, marine sediments, marine reservoir effect, environmental change, key bed
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MIS34-13 会場:301A 時間:5月 28日 14:45-15:15

絶対古地磁気強度とテフロクロノロジー：　相対古地磁気強度変動曲線の絶対較正
Absolute paleomagnetic intensity and tephrochronology: Absolute calibration of relative
paleomagnetic intensity stacks

望月伸竜 1∗ ;藤井哲夢 2 ;長谷川健 3 ;岡田誠 3 ;渋谷秀敏 2

MOCHIZUKI, Nobutatsu1∗ ; FUJII, Satomu2 ; HASEGAWA, Takeshi3 ; OKADA, Makoto3 ; SHIBUYA, Hidetoshi2

1 熊本大学大学院先導機構, 2 熊本大学大学院自然科学研究科, 3 茨城大学理学部
1Priority Organization for Innovation and Excellence, Kumamoto University,2Department of Earth and Environmental Sciences,
Kumamoto University,3Department of Earth Science, Faculty of Science, Ibaraki University

古地磁気強度を復元する方法は大きく分けて２種類あり、１つは火山岩から絶対古地磁気強度を復元するものであり、
もう一つは堆積物から相対古地磁気強度を復元するものである。従来の研究において、相対古地磁気強度変動曲線を絶
対値に較正するには、いくつかの仮定をおいて相対値の平均・標準偏差を較正するしかなかった。本発表では、テフロ
クロノロジーの研究成果を利用することで、絶対古地磁気強度と相対古地磁気強度変動曲線を直接的に対比し、相対古
地磁気強度変動曲線を定量的に絶対値に較正する試みについて紹介する。
溶結凝灰岩と同時に火山から噴出したテフラ（火山灰）は海洋堆積物コアや湖沼堆積物コアに見つかる場合があり、こ

れらのテフラにより酸素同位体層序における同時間面を知ることができる。したがって、溶結凝灰岩から絶対古地磁気
強度を復元するとともに、テフラに基いて酸素同位体層序における時間面を参照することで、海洋堆積物から得られる
相対古地磁気強度変動曲線と前述の絶対古地磁気強度データを（年代誤差なく）比較することができる。相対古地磁気
強度と絶対古地磁気強度の関係性を定量的に把握できれば、相対古地磁気強度変動曲線を絶対値に較正できる。日本に
は広域テフラを伴う火砕流（溶結凝灰岩）が数多く存在し，酸素同位体比層序における層準が報告されているものがあ
る。そこで、本研究では、日本各地の溶結凝灰岩を採取して、絶対古地磁気強度測定を進めている。これまでに、溶結
凝灰岩 20ユニットの測定を行った結果、16ユニットから絶対古地磁気強度データが得られた。16ユニットのうち 8ユ
ニットについては対比されるテフラの酸素同位体層序での位置が報告されているので、相対古地磁気強度変動曲線との
比較が可能である。既に報告されている溶結凝灰岩からのデータや逆転・エクスカーション期のデータも合わせること
で、合計 13レベルにおいて、絶対古地磁気強度と過去 150万年間の相対古地磁気強度スタック（PISO-1500: Channell et
al., 2009）の相対値との比較を行うことができた。その結果、相対古地磁気強度スタックは仮想地磁気双極子モーメント
に良い相関を示し、得られたデータの範囲においては一次関数で近似できることが示された。

キーワード: 溶結凝灰岩,広域テフラ,絶対古地磁気強度,相対古地磁気強度,酸素同位体層序
Keywords: welded tuff, widespread tephra, absolute paleointensity, relative paleointensity, oxygen isotope stratigraphy

1/1



MIS34-14 会場:301A 時間:5月 28日 15:15-15:30

ヤクスギ年輪の酸素同位体比による過去 1500年間の夏季モンスーンの復元
Hydroclimate variations in southwestern Japan over the past 1500 years inferred from
oxygen isotope ratios in tree rings

佐野雅規 1∗ ;木村勝彦 2 ;安江恒 3 ;中塚武 1

SANO, Masaki1∗ ; KIMURA, Katsuhiko2 ; YASUE, Koh3 ; NAKATSUKA, Takeshi1

1 総合地球環境学研究所, 2 福島大学, 3 信州大学
1Research Institute for Humanity and Nature,2Fukushima University,3Shinshu University

近年、日本を含むアジアの温暖・湿潤地において、樹木年輪セルロースの酸素同位体比が過去の降水量や相対湿度の
変動を精確に記録しているという知見が続々と報告されている。しかし、先行研究の大部分は、分析に多大な時間を要
するため、遡及期間が過去数百年にとどまっているのが現状である。そこで本研究では、屋久島産の長樹齢のスギ（以
下、ヤクスギ）を用いて、過去 1500年間にわたって年輪の酸素同位体比を測定し、夏季のモンスーンを 1年単位の解像
度で復元した。
本研究では、ヤクスギの現生木や土埋木から採取したコアや円盤サンプルを使用し、まず年輪幅の変動パターンを個

体間で比較することにより、年輪が形成された年代を決定した。次いで、14個体を選別して、個体毎に多数の年輪を含
む 1mm厚の薄板を調整し、化学処理によって薄板の形状を維持したままセルロースを抽出した。その後、顕微鏡下で 1
年輪毎に切り分け、TCEA-IRMSを用いて酸素同位体比を測定した。
酸素同位体比の変動は、個体間で良く同調しており、周辺の測候所データとの対比から、夏季の相対湿度を反映して

いることが明らかとなった。また、日本産のヒノキを用いた先行研究では、加齢に伴う酸素同位体比の長期減少トレン
ド（樹齢効果）が観察されており、長周期の変動成分を取得することが困難であったが、本研究で使用したスギには樹
齢効果が認められなかった。過去 1500年間にわたる酸素同位体比時系列の長周期変動に着目すると、中世温暖期は乾燥
し、小氷期は湿潤であったほか、20世紀に入ってからは乾燥化が進んでいることが明らかとなった。

キーワード: 樹木年輪,酸素同位体比,屋久島,モンスーン
Keywords: Tree rings, Oxygen isotope, Yakushima Island, Monsoon
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MIS34-15 会場:301A 時間:5月 28日 15:30-15:45

北海道東部，藻琴湖における過去 350年間の堆積環境の変化
The change of sedimentary environment for past of 350 years in the Lake Mokoto, Hokkaido,
Japan

瀬戸浩二 1∗ ;高田裕行 2 ;香月興太 3 ;園田武 4

SETO, Koji1∗ ; TAKATA, Hiroyuki 2 ; KATSUKI, Kota3 ; SONODA, Takeshi4

1 島根大学汽水域研究センター, 2 釜山大学, 3KIGAM, 4 東京農大・アクアバイオ
1Research Center for Coastal Lagoon Environments, Shimane University,2Pusan National University,3Korea Institute of Geo-
science and Mineral Resources,4Tokyo University of Agriculture

亜寒帯気候に属する北海道東部オホーツク海沿岸には，多くの汽水湖が分布する．特に網走市周辺では，サロマ湖，網
走湖など様々な特徴を持った汽水湖が分布し，日本有数の汽水湖群を形成している．この汽水湖群の特徴は，いずれも
冬季に湖表が結氷することであり，温帯域の汽水湖群と異なった環境システムを考える必要がある．藻琴湖は，網走市
東部に位置する面積約 1.1?，最大水深 5.8mの小さな富栄養汽水湖である．流域面積は 190km2と湖の面積と比べて大き
く，流域では農業とともに牛や豚等の畜産業も盛んである．そのため，流域からの汚濁負荷が相対的に高く，富栄養化の
原因となっている．特にリンは，畜産業に起因する負荷が高く，藻琴湖の特徴の一つになっている．また，流域からの
土砂流出による湖底の埋積も問題になっている．本研究の目的は，藻琴湖から得られた柱状試料を解析することによっ
て近過去の人為改変による湖沼環境の変遷を明らかにすることである．
　藻琴湖の湖心付近の水深 4.5mの地点で空気圧入式ピストンコアラーにより 09Mk-2Cコアを採取した．09Mk-2Cコ

アは，コア長 387cmで，主にラミナを伴う泥からなる．また，深度 350cmに Ta-aテフラ（AD1739年）が，深度 387cm
に Ko-2c（AD1694年）が確認された．
　リン濃度は深度 2.0mの色調の境界の上位で比較的高い値（0.1wt%前後）を示し，それより下位では低い値（ほぼ

0wt%）を示す．リン濃度の増加が畜産業の排水に起因するものならば，この境界付近から畜産業が発展したことになる．
同様な結果は，09Mk-1Cコアでも得られている．それによると，この境界は，ラミナセットの枚数から 1957年と推定さ
れる．記録によれば，藻琴湖流域では 1955年から家畜の頭数が増加したとされており，藻琴湖のラミナセットの数によ
る年代と今のところ矛盾していない．また，ラミナセットの厚さは，ラミナセットの数による年代の 1960年代前半まで
は 7mm前後であったが，1960年代後半から 25mm前後と厚くなる．これは，1960年代後半から土砂の流出が顕著とな
り，堆積速度が早くなったことが示唆される．

キーワード: 海跡湖,藻琴湖,ラミナ,樽前-aテフラ,駒ヶ岳 2cテフラ,貧酸素水塊
Keywords: Coastal Lagoon, Lake Mokoto, lamina, Ta-a tephra, Ko-2c tephra, anoxic
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MIS34-16 会場:301A 時間:5月 28日 15:45-16:00

北海道苫小牧沖海底コアに認められた低次生産の 100年スケール変動
Centennial-scale variability in lower trophic level productions off Tomakomai, Hokkaido

加三千宣 1∗ ;清都真子 1 ;佐川拓也 3 ;山本正伸 2 ;中村有吾 4 ;谷幸則 5 ;槻木玲美 7 ;大西広二 8 ;
池原実 9

KUWAE, Michinobu1∗ ; KIYOTO, Mako1 ; SAGAWA, Takuya3 ; YAMAMOTO, Masanobu2 ; NAKAMURA, Yugo4 ;
TANI, Yukinori5 ; TSUGEKI, Narumi7 ; OHNISHI, Hiroji8 ; IKEHARA, Minoru9

1愛媛大学沿岸環境科学研究センター, 2北海道大学大学院地球環境科学研究院, 3九州大学大学院理学研究院, 4北海道大
学大学院理学研究院地震火山研究観測センター, 5静岡県立大学食品栄養科学部, 6愛媛大学大学院理工学研究科, 7松山大
学法学部, 8 北海道大学大学院水産科学研究科, 9 高知大学海洋コア総合研究センター
1Center for Marine Environmental Studies,2Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University,3Faculty of Sciences,
Kyushu University,4Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University,5Graduate Division of
Nutritional and Environmental Sciences, University of Shizuoka,6Graduate School of Science and Engineering, Ehime Uni-
versity,7Matsuyama University The Faculty of Law,8Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University,9Center for
Advanced Marine Core Research , Kochi Univ

海洋表層の栄養塩は、表層の生物生産を支え、生態系を通じて我々の水産資源の安定供給を支えている。20世紀後半以
降、北西太平洋ではリン酸に代表される貧栄養化トレンドが認められている (Limsakul et al., 2001; Tadokoro et al., 2009;
見延庄士郎, 2013)。この貧栄養化の減少率は世界最大規模であるとされ (見延庄士郎, 2013)、関連する低次生産の減少も
報告されてきた (Boyce et al., 2010; Tadokoro et al., 2009)。こうした貧栄養化トレンドの原因は、地球温暖化による亜熱
帯循環と黒潮・親潮続流の強化にあるとされ、その影響の規模は大洋規模に及ぶとされる (見延庄士郎, 2013)。しかし、
この貧栄養化トレンドが温暖化によるものか、あるいは自然変動によるものかについては明らかでない。自然変動由来
の栄養塩濃度の変動がどの程度現在の貧栄養化に寄与しているかを知ることは、今後の地球温暖化による大洋規模の貧
酸素化を考える上で重要である。しかし、これまでの 50年程度という栄養塩の観測データのみでは、自然変動がもたら
す栄養塩の長期的な変動パターンやその変動の規模を知ることは困難であった。
本研究では、北西太平洋における自然変動による長期的な栄養塩変動を明らかにすることを目的して、亜寒帯域で栄

養塩に敏感に応答する低次生産 (Tadokoro et al., 2009)を栄養塩指標として栄養塩濃度の長期記録を復元した。冬季から
春季に沿岸親潮域にあたる北海道苫小牧沖海底コアを用いて、生物源オパール・色素を 10～40年の時間解像度で分析し
た。その結果、これらの低次生産指標には 100～1000年スケールの変動が認められた。生物源オパール、クロロフィル
a＋分解物、SCEs(steryl chlorine esters)のフラックスに基づくと、最も振幅の大きい過去 1300年間ではピーク時の値か
らそれぞれ 19-42%、12-19%、 11-65%まで減少することがわかった。これが栄養塩濃度の減少に起因するならば、この
減少の規模は 1958年以降過去 40年間の親潮域のリン酸濃度の低下の規模（23%）(Tadokoro et al., 2009)とほぼ同等で
ある。現在の生物源オパールのフラックスは低水準期にあたり、約 100年前の高水準期以来の減少は 100年スケール変
動の一部であると捉えることもできる。同様な 100年スケール変動は、別府湾やカリフォルニア沖から復元されたマイ
ワシのアバンダンス、アラスカの湖沼堆積物から復元されたサーモンアバンダンス、北米年輪に基づく PDO指数にも認
められ、なんからの大洋規模の気候変動が各海域の生物生産や PDO指数の 100年スケール変動の背後に関わっている可
能性がある。今後の大規模な栄養塩変動や水産資源変動を予測するためには、さらに広範囲での生物生産記録を復元し、
100年スケール変動の実態とその駆動メカニズムに関する研究が必要である。

Referernces

Boyce, D.G., Lewis, M.R., Worm, B., 2010. Global phytoplankton decline over the past century. Nature 466, 591-596.
Limsakul, A., Saino, T., Midorikawa, T., Goes, J.I., 2001. Temporal variations in lower trophic level biological environments

in the northwestern North Pacific Subtropical Gyre from 1950 to 1997. Prog Oceanogr 49, 129-149.
Minobe, S., 2013. Gyre circulation-driven oligotrophication trend: The nutrient decreasing trend in the western North Pacific

subtropical gyre in: Japan, T.O.S.o. (Ed.), Fall meeting of the Oceanographic Society of Japan, Sapporo, p. 114.
Tadokoro, K., Ono, T., Yasuda, I., Osafune, S., Shiomoto, A., Sugisaki, H., 2009. Possible mechanisms of decadal-scale

variation in PO4 concentration in the western North Pacific. Geophysical Research Letters 36, L08606.
見延庄士郎, 2013.循環駆動貧栄養化：北太平洋亜熱帯循環西部での世界最大規模の栄養塩減少トレンド,日本海洋学会

秋季大会.日本海洋学会,札幌, p. 114.
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MIS34-16 会場:301A 時間:5月 28日 15:45-16:00

キーワード: 100年規模変動,低次生産量,沿岸親潮,栄養塩, PDO
Keywords: centennial variability, lower trophic level production, Coastal Oyashio, nutrients, PDO
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MIS34-17 会場:301A 時間:5月 28日 16:15-16:30

大陸氷床発達期 (MIS100-104)における氷床崩壊に伴う北大西洋深層流の変動
Intensity variation in ocean circulation with iceberg surges after intensification of North-
ern Hemisphere glaciation

槙尾雅人 1∗ ;佐藤雅彦 1 ;林辰弥 2 ;大野正夫 1 ;桑原義博 1

MAKIO, Masato1∗ ; SATO, Masahiko1 ; HAYASHI, Tatsuya2 ; OHNO, Masao1 ; KUWAHARA, Yoshihiro1

1 九州大学, 2 御船町恐竜博物館
1Kyushu University,2Mifune Dinosaur Museum

大陸氷床の発達・崩壊は気候変動と密接に関係していると考えられているが、約 2.75 Maに北半球に氷床が出現し、そ
の後、発達していった時期の詳細な気候変動については未解明な点が多い。本研究では、北大西洋で掘削された堆積物コ
ア試料について岩石磁気測定を行い、その結果と氷山起源の漂流岩屑（IRD）カウントの結果を比較することで、深層水循
環と氷床崩壊との数千年スケールの関係が氷床の発達に伴ってどのように変化したのかについて議論を行う。既に同堆積
物コア試料について、大陸氷床が初めて大規模に発達したとされる海洋酸素同位体ステージ（MIS）100付近（2.50-2.55
Ma）の分析結果が報告されている（大野ほか 2014、JpGU）。本研究ではその直前に当たるMIS104付近（2.58-2.62 Ma）
の試料について、岩石磁気測定と IRD数カウントを行い、その結果を解析してMIS100との比較を検討した。
測定に用いた試料は、IODP第 306航海においてアイスランド南方のガーダードリフトで掘削されたコア試料（Site

U1314：北緯 56度 22分、西経 27度 53分、水深 2820 m）である。この海域周辺はアイスランド北方で形成された北大西洋
深層流の流路となっており、深層流がアイスランド周辺の玄武岩質の堆積物を輸送している。本研究では、239.5-245.5 mcd
（m composite depth）の堆積層を 2 cm間隔毎で分析した。Hayashi et al. (2010)の年代モデルを適用すると、約 2.58-2.62
Maの間を約 100年間隔で分析したことに相当し、堆積速度は約 20 cm/kyrとなる。岩石磁気測定では、凍結乾燥させた試
料約 5-10 mgを 10 mm× 8 mmのアルミ箔に包み行った。交番磁場勾配磁力計（MicroMag 2900, Princeton Measurement
Corporation）を用いて、磁気ヒステリシス測定、S-ratio測定（Mr−100mT /Mr1T）、等温残留磁化（IRM）獲得曲線測定を
行った。IRM獲得曲線測定では、交流消磁の後、1 mT - 1 Tまで 30段階で測定を行った。IRD数カウントでは、堆積物
試料 0.5 gあたりの IRD（粒径 150μm以上）数をカウントした。

IRD数カウントの結果、約 2.602Maと約 2.610Maに IRDの堆積するイベントが確認された。約 2.602Maの IRDイベ
ントでは最大約 5200個/g、約 2.610Maの IRDイベントでは最大約 700個/gの IRD粒子が確認された。
岩石磁気測定の結果、氷期・間氷期サイクルに対応する長周期の保磁力変化と、約 2.602Maと約 2.610Maの IRDイベ

ントに対応する急激な保磁力変化の 2種類の変化が確認された。また、ガウス・松山地磁気逆転境界において、約 5千
年間の保磁力の低下が確認された。測定した全ての試料の IRM獲得曲線は高保磁力成分と低保磁力成分の 2成分で成分
分解が可能であった。これらの成分比は北大西洋深層流によって輸送される玄武岩質の堆積物の含有量変化で解釈でき
る。この成分比の変化は北大西洋深層流の変動を示し、氷期に北方からの深層流が弱まり低保磁力成分が増大する一方、
間氷期に深層流の形成が強まり、高保磁力成分が増大したと考えられる。
長周期の変化としては、2.58-2.61Maの約 3万年間に高保磁力成分が大きく変動した。また、約 2.602 Maの IRDイベ

ントに対応する変化として、約 1000年間に約 73%から 5%まで 68%の急激な高保磁力成分の低下が起こり、その後、約
1万年間かけて緩やかに IRDイベント前の割合に回復していくことが確認できた。約 2.610Maの IRDイベントの前後で
はわずかな高保磁力成分の低下が認められた。

IRDイベントにおける深層流の変化はMIS100付近の堆積物試料でも確認され、高保磁力成分の急激な減少と緩やかな
増加を示した。MIS104で確認された変化はMIS100における変化と振幅・絶対値において同程度の値である。したがっ
て、MIS100と同様にMIS104においても、氷床の崩壊に伴う北大西洋深層流の同規模の変動が起きていたと推測できる。
北半球の大陸氷床は MIS100以降から大規模に発達したとされているが、北大西洋では MIS100以前の MIS104で既に
MIS100と同様の氷床崩壊を伴う深層水の循環システムが確立されていたと考えられる。

キーワード: 氷山起源の漂流岩屑,岩石磁気,氷床崩壊,海洋循環,北大西洋深層流
Keywords: ice rafted debris, rock magnetism, ice sheet collapse, deep water circulation, North Atlantic Deep Water
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MIS34-18 会場:301A 時間:5月 28日 16:30-16:45

大阪湾における海洋酸素同位体ステージ 19初期の急激な海面低下イベント
Rapid sea-level fall during the earliest phase of Marine Isotope Stage 19 in Osaka Bay,
Japan

前垣内健太 1∗ ;兵頭政幸 2 ;北場育子 3 ;佐藤裕司 4

MAEGAKIUCHI, Kenta1∗ ; HYODO, Masayuki2 ; KITABA, Ikuko 3 ; SATO, Hiroshi4

1 神戸大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻, 2 神戸大学内海域環境教育研究センター, 3 立命館大学総合科学技術研
究機構古気候学研究センター, 4 兵庫県立大学自然・環境科学研究所
1Dept. of Earth and Planetary Sciences, Kobe Univ.,2Research Center for Inland Seas, Kobe Univ,3Research Centre for
Palaeoclimatology, Ritsumeikan University,4Institute of Natural and Environmental Sciences, Univ. of Hyogo

海洋酸素同位体ステージ (MIS)19は、更新世前期―中期境界の候補であるマツヤマ―ブリュンヌ地磁気逆転期を含む
ことから、層序学的に重要である。また、MIS 19は完新世と軌道要素的状況が近いことから、気候学的にも注目されて
いる。そこで、私たちは大阪層群の 1700mコアの海成粘土層を用いて珪藻分析を行い、MIS 19における海水準変動を復
元した。大阪湾の海水環境は外洋の氷河性海面変化により変化し、その変化に応じて珪藻群集も大きく変動する。さら
に、大阪湾の堆積速度は 63 cm/kyrと速いため、数千年から数百年スケールの高解像度のデータが期待できる。珪藻種を
塩分耐性により、海水生種、海水―汽水生種、汽水生種、淡水生種の 4つの生態区分に分類した。海生種の出現頻度に
基づき、海成層の範囲を 405.60m～390.62 mと定義した。生態区分による珪藻種変動は歳差周期を示し、サブステージ
19.3と 19.1に対応できる 2つの高海面期、19.1に対応できる 1つの低海面期が見られた。さらに、MIS 19初期におい
て急激な海面低下イベントが起こっていた。このイベントは深度 403.88mにおいて海水生浮遊性種の急減と海水生底生
種と淡水生浮遊性種の急増によって開始し、徐々に回復して 403.27ｍで元のレベルに回復する。天文年代モデルによる
と、同イベントは 783-782kaに起こっている。深海底コアや沿岸域コアから得られた底生有孔虫酸素同位体比記録中に
も、MIS 19初期の海水準低下イベントに対応できる同位体値の極大が見られるものが存在することから、間氷期へ向か
う氷床融解途中で一時的な氷床拡大が起こった可能性が高い。このように、MIS19初期の急激な海水準低下イベントは
グローバルなイベントを反映している可能性がある。

キーワード: 海水準変動,海洋酸素同位体ステージ 19,更新世前期ー中期境界,珪藻,大阪層群,マツヤマーブリュンヌ地磁
気逆転期
Keywords: sea-level change, Marine Isotope Stage 19, Middle Pleistocene Transition, diatom, Osaka Group, Matuyama-Brunhes
Transition
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MIS34-19 会場:301A 時間:5月 28日 16:45-17:00

大阪湾堆積物コアの花粉記録から見た海洋酸素同位体ステージ 11の気候変化
High-resolution climate variation during marine isotope stage 11 from a core of Osaka
Bay, southwest Japan

中野恒佑 1∗ ;北場育子 2 ;兵頭政幸 3 ;加藤茂弘 4

NAKANO, Kosuke1∗ ; KITABA, Ikuko 2 ; HYODO, Masayuki3 ; KATOH, Shigehiro4

1 神戸大学理学研究科地球惑星科学専攻, 2 立命館大学古気候学研究センター, 3 神戸大学　自然科学系先端融合研究環　
内海域環境教育研究センター, 4 兵庫県立人と自然の博物館自然・環境評価研究部
1Department of Earth & Planetary Sciences, Kobe University,2Research Centre for Palaleoclimatology, Ritsumeikan University,
3Research Center for Inland Seas, Kobe University,4Division of Natural History, Hyogo Museum of Nature and Human Activi-
ties

Climate of marine isotope stage (MIS) 11 has been investigated by many researchers, regarded as an analogue for the Holocene.
MIS 11 is a super-interglacial characterized by its high sea-level and long duration. To reveal millennial to centennial scale cli-
mate changes of this interglacial in comparison with sea-level variations shown by diatoms, pollen analyses were conducted on
a 1700-m core of Osaka Bay over a depth range from 162 m to 222 m. The core has an average sedimentation rate of about
60 cm/ka, dated with a linear age model based on the orbital tuning, reinforced by tephrostratigraphy and magnetic polarity
stratigraphy. Cold climate shown by dominance of coniferous tree taxa in the latest stage of MIS 12 was replaced by cool climate
dominated by deciduous tree taxa mainly composed of Fagus, a cool proxy, in the earliest MIS 11. The vegetation in MIS 11 was
gradually dominated by deciduous tree taxa. The proportion of Quercus (Cyclobalanopsis), a warm proxy, increased with sea-
level rise and reached its maximum at sea-level highstand of MIS 11.3. After the thermal maximum, Quercus (Cyclobalanopsis)
gradually decreased with fluctuations and coniferous tree taxa such as Cryprtomeria and Sciadopitys increased, both indicating
cooling and wetting. After MIS 11.3, the climate shows clear precession-related signals correlated with changes in the diatom
sea-level proxies. Pollen taxa, especially Alnus and non-arboreal pollen, also show environmental changes. From the latest stage
of MIS 12 to the earliest MIS 11, a marsh environment was dominant during the post-glacial sea-level rise. In the early stage
of MIS 11, the post-glacial warming is clearly shown by the rapid increase of Quercus (Cyclobalanopsis), and the warming is
interrupted by a short-term cooling that ranges in age from about 416 ka to 413 ka based on the linear age model. The temporal
cooling almost coincides with the sea-level fall or stagnation suggested by the diatom sea-level proxies. A similar cooling event
has been reported from Europe, Lake Baikal and the Antarctic. Therefore, the cooling event in the early MIS 11 may be global
and accompanied by an ice volume increase.

キーワード: 海洋酸素同位体ステージ 11,古気候,古植生,花粉分析,大阪湾堆積物
Keywords: Marine Isotope Stage 11, Paleoclimate, Paleovegetation, Pollen analysis, Osaka Bay sediments

1/1



MIS34-20 会場:301A 時間:5月 28日 17:00-17:15

大阪湾堆積物コアを用いた最終間氷期の高精度気候復元
High-resolution climate variations during the last interglacial period from an Osaka Bay
core

渋谷早苗 1∗ ;北場育子 2 ;兵頭政幸 3 ;加藤茂弘 4 ;佐藤裕司 5

SHIBUTANI, Sanae1∗ ; KITABA, Ikuko 2 ; HYODO, Masayuki3 ; KATOH, Shigehiro4 ; SATO, Hiroshi5

1 神戸大・理・地球惑星, 2 立命館大・古気候研, 3 神戸大・内海域, 4 人と自然博, 5 兵庫県立大・自然研
1Earth Planet. Sci., Kobe Univ,2Res. Ctr. for Palaeoclim., Ritsumeikan Univ.,3Kobe Univ. Res. Ctr. Inland Seas,4Hyogo
Museum,5Inst. Nat. Environ. Sci., Univ. Hyogo

完新世より海水準が高く温暖であると考えられる最終間氷期について、数百年の解像度をもつ気候変動の復元をめざし
て、大阪湾 1700mコアの花粉分析を行った。花粉分析は、各試料につき樹木花粉化石 400個以上を目安に検鏡を行った。
同コアでは、最終間氷期の海成層は深度 73.6mから 61.4mまで続き、珪藻化石群集データから深度 69.5mに最高海水準
が位置することが分かっている。同コアの海洋酸素同位体ステージ (MIS) 17対応層より上層の 9層準の年代制約を使っ
て計算した平均堆積速度は 54.8cm/ka（R=0.999）である。この平均堆積速度を使い、同海成層における海水準のピーク
を Rohling et al. (2008)が示す海面ピーク年代に合わせた線形年代モデルによれば、海成層の年代は 130ka～108kaとな
り、MIS 5eの年代幅とほぼ一致する。以下、この年代モデルを使って気候変化を説明する。

130ka以前は、トウヒ属が多産し、MIS 6の寒冷な気候をあらわす。130kaから 125kaにおいて、ブナ属の割合が増加
し、気候が温暖化している。同時期に珪藻の外洋指標種である Thalassiosira属の割合が増加していくことから、氷期後
の急激な海面上昇期にあたる。125kaから 115kaには、ブナ属が減少に転じ温暖の指標であるコナラ属アカガシ亜属を含
むコナラ属が増加しており、気候は更に温暖化し、最高海面からわずかに遅れて最温暖期を迎える。113kaから海成層の
上限である 108kaにかけては、降水量の指標となるスギ属・コウヤマキ属・イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科といった
針葉樹の割合が増加していき、気候が湿潤化したことを示す。これより、最終間氷期の終わり頃は湿潤な気候であった
と言える。また、最終間氷期の期間である 130kaから 108kaの間、亜熱帯の樹木であるサルスベリ属がほぼ全ての層準
で産出した。108kaからは降水量の指標となる針葉樹の割合が更に増加しており、気候がより湿潤化したことを示す。
最終間氷期の気候は、海面上昇とともに気温が上昇し、最高海面期からわずかに遅れて最温暖期を迎える。その後降

水が増加し、MIS 5eは終了する。これら最終間氷期の気候変動は琵琶湖から報告されている気候変化と調和的である。

キーワード: 最終間氷期,古気候,大阪湾,花粉分析
Keywords: Last interglacial, Paleoclimate, Osaka Bay, Pollen analysis
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MIS34-21 会場:301A 時間:5月 28日 17:15-17:30

浮遊性有孔虫の現生アナログ法に基づく更新世の熊野沖の海洋環境の復元
Pliocene paleoceanographic reconstruction off the Kumano based on planktonic foraminiferal
modern analogs

林広樹 1∗ ;松崎賢史 2 ;西弘嗣 3 ;池原実 4

HAYASHI, Hiroki 1∗ ; MATSUZAKI, Kenji M. 2 ; NISHI, Hiroshi3 ; IKEHARA, Minoru4

1 島根大学総合理工学部, 2 産業技術総合研究所, 3 東北大学総合学術博物館, 4 高知大学海洋コア総合研究センター
1Shimane University,2AIST, 3Tohoku University,4Kochi University

現生アナログ法 (Modern Analog Technique: MAT法）は現生データから古環境を推定する有力な手法のひとつである．
この手法では，化石群集と最も類似した現生群集を示す地点の環境特性に基づき古環境を推定する．したがって，分析
対象層準の群集変動を十分にカバーする現生データセットがあるならば，古海洋の定量的な復元が可能である．先行研
究による手法間比較に基づくと，浮遊性有孔虫群集を用いたMAT 法の表層水温復元は，変換関数法による復元結果より
も鋭敏な変動パターンになる．また，MAT 法では各試料における不確定性を算出できる点，環境特性と群集の線形性を
仮定する必要が無い点で，変換関数法よりも優れている．
　浮遊性有孔虫群集に基づく古海洋の推定を行うために，現生群集の全球的なデータセットが整備されている．しか

し，このデータセットは日本周辺で一般的に有孔虫分析に用いられているものと異なるメッシュサイズの個体に基づく
ため，そのまま日本周辺の化石群集に適用することができない．日本周辺の表層堆積物中のデータとしては，Takemoto
and Oda (1997)による変換関数に使われた 81試料について，各試料の因子負荷量が公表されている．
　因子負荷量はベクトルなので，MAT 法で一般的に使われている距離尺度である平方弦距離 (Squered Chord Distance:

SCD)の計算が可能である．本研究では，Takemoto and Oda (1997)の因子負荷量データを用いた MAT 法で表層～水深
300mまでの古水温を復元し，さらに表層水温について変換関数法による復元結果と比較した．復元対象は熊野沖 IODP
Site C0001および C0002から得られた 1.8Ma以降の計 147試料である．水温のデータセットは，日本海洋データセン
ターから公表されている緯度経度 1度ごとの統計水温を補間し，緯度経度 1分ごとにリサンプリングして用いた．
　解析に用いた全試料について SCDが 0.25未満となり，良好に復元水温が求められた．類似度上位 5地点の加重平

均により求めた復元水温は，変換関数法による結果とほぼ同様の傾向を示すが，変動の立ち上がりがより鋭敏になると
いう特徴をもつ．これは先行研究による手法間比較と調和的である．8月の復元水温の変動に着目すると，熊野沖では
1.59 Ma(MIS54)付近と 1.01 Ma(MIS28)付近の 2段階にわたって水温の鉛直勾配が増大しており，黒潮の勢力衰退と冷
水渦の発達が段階的に進行した可能性が示唆される．

キーワード: 浮遊性有孔虫,更新世,現生アナログ法,熊野沖,統合国際深海掘削計画
Keywords: Planktonic foraminifera, Pleistocene, Modern Analog Technique, Kumano, IODP

1/1



MIS34-22 会場:301A 時間:5月 28日 17:30-17:45

急激な気候変動が生じた 5.2 kaの西太平洋熱帯域における塩分変動
Salinity change in the tropical western Pacific at 5.2 ka when an abrupt tropical climate
change occurred

井上麻夕里 1∗ ; Quinn Terrence M.3 ; Taylor Frederick W.3 ;鈴木淳 2 ;川幡穂高 5 ;荒岡大輔 6 ;
光川祐平 1 ;池原実 7 ; Cheng Hai4 ; Edwards R. Lawrence4

INOUE, Mayuri1∗ ; QUINN, Terrence M.3 ; TAYLOR, Frederick W.3 ; SUZUKI, Atsushi2 ; KAWAHATA, Hodaka5 ;
ARAOKA, Daisuke6 ; MITSUKAWA, Yuhei1 ; IKEHARA, Minoru7 ; CHENG, Hai4 ; EDWARDS, R. lawrence4

1岡山大学大学院自然科学研究科, 2産業技術総合研究所地質情報研究部門, 3テキサス大学, 4ミネソタ大学, 5東京大学大
気海洋研究所, 6 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門, 7 高知大学海洋コア総合研究センター
1Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University,2Geological Survey of Japan National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST),3Jackson School of Geosciences, The University of Texas,4Department
of Earth Sciences, University of Minnesota,5Atmosphere and Ocean Reseaarch Institute, The University of Tokyo,6Geological
Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology,7Center for Advanced Marine Core Research,
Kochi University

これまでに完新世の 5 ka以前に相当する初期完新世から、より冷涼な後期完新世に遷移する時期である 5.2 kaにおい
て、熱帯域の複数の地域において急激な気候変動が報告されている。その大部分は急激な寒冷化を示すものであるが、水
循環に関しては急激に乾燥した証拠が残る場所もあれば、湿潤になったことを示唆するものもあり、一様ではない。こ
れらの証拠は山岳氷河や湖水面変動など主に陸域に残された記録が多く、熱帯域海洋からのデータはほとんどないのが
現状である。特に、塩分に近似される海水中の酸素同位体比（δ18O）の熱帯域における変動は、全球の気候変動を考え
る上でも重要である。本研究では西太平洋熱帯域のバヌアツから採取された化石サンゴ試料中のストロンチウム・カル
シウム（Sr/Ca）比と δ18Oを測定し、海水温と塩分を復元した。この化石サンゴは精密な U-Th年代測定法により、5212
± 10年前に生息していたことが分かっており、5.2 kaの海洋環境復元を行うことが可能な試料である。Sr/Ca比と δ18O
は約 2ヶ月に相当する時間分解能で測定を行い、SEM観察や XRD分析の結果から本化石試料はアラゴナイトのみで構
成されていることを確認している。測定の結果、5.2 kaは海水温がわずかに高く、海水中の δ18Oが 0.5‰も高かったこ
とが分かった。つまりこの時期に大幅に塩分が高かったことが推察される。これはグレートバリアリーフの 5.3 kaの化
石サンゴを用いた結果とも整合的で、高い海水温により蒸発が促進されたことが示唆される。
Keywords: coral, Holocene, abrupt climate change, salinity
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MIS34-23 会場:301A 時間:5月 28日 17:45-18:00

過去 500年間のアンダマン海沿岸環境の復元
Reconstruction of Andaman Sea coastal environment during the past 500 years

太田雄貴 1∗ ;川幡穂高 1 ;横山祐典 2 ;村山雅史 3 ;井上麻夕里 4 ;宮入陽介 2

OTA, Yuki1∗ ; KAWAHATA, Hodaka1 ; YOKOYAMA, Yusuke2 ; MURAYAMA, Masafumi3 ; INOUE, Mayuri4 ;
MIYAIRI, Yousuke2

1東京大学大気海洋研究所, 2東京大学　大気海洋研究所海洋底科学部門／地球表層圏変動研究センター, 3高知大学海洋
コア総合研究センター, 4 岡山大学大学院自然科学研究科
1Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo,2Atmosphere and Ocean Research Institute, University of
Tokyo,3Center for Advanced Marine Core Research , Kochi University,4Department of Earth Sciences, Okayama University

アンダマン海はインド洋北部に位置する縁海でベンガル湾と接している。アンダマン海の海底堆積物は主にエーヤワ
ディ̶サルウィーン川と、インドモンスーンに伴う表層流によってベンガル湾から供給される。このことからアンダマン
海の沿岸環境変化の復元は人々の生活に重要な気候システムの理解に不可欠であるにも関わらず、未だ復元例はほとんど
ない。本研究では水深 75mのアンダマン海沿岸域（15oN, 96oE，ミャンマー南西部）から得られた海洋堆積物コア（コア
長：485cm）を用いてこの地域の過去 500年間の堆積環境を復元した。14C年代測定結果から、深度約 150∼170cm（約
1600∼1750cal yr A.D）の間で堆積速度が減少していることが明らかとなった。また粒度分析の結果、深度約 150∼170cm
は細粒化していた。よってこの時期の河川等起源の堆積物供給量が減少したことが示唆され、陸域での降水量の減少な
ど何らかの環境変化が反映されている可能性がある。

キーワード: 堆積環境,アンダマン海,粒度分析
Keywords: sedimentary condition, Andaman Sea, grain size analysis
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