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１．研究計画の概要 
西部北太平洋に降下したアジア大陸起源

エアロゾルから、鉄やその他の必須微量元素
が、生物に利用可能な形でどの程度供給され
るのかを明らかにすることを目的として、海
洋表層における微量元素の動態とその生物
利用能の解明を進める。 
特に以下の3点に着目した研究を行う。(1)

エアロゾルに含まれる微量元素の海水への
溶解度を支配する要因は何か？(2)エアロゾ
ルから溶出した微量元素は海水中でどのよ
うな物理的化学的形態をとるか？(3)植物プ
ランクトンはどのような化学的形態の微量
元素を利用し得るのか？ 
これらにより、従来は定性的把握に留まっ

ていた大気由来の微量元素の溶解度および
生物利用能について、制御機構の理解を含め
た定量的な評価を可能にし、親生物元素循環
や生物ポンプの理解に新たな見地を与え、気
候変動に対する海洋の応答予測に資する。 
 
２．研究の進捗状況 
(1)エアロゾルに含まれる微量元素の海水へ
の溶解度を支配する要因 
フロースルーシステムを用いた黄砂標準

粒子の室内溶解実験を実施し、黄砂粒子表面
の反応性の高い鉄の溶解やコロイド態鉄の
流出が最初に起こり、その後、比較的反応性
の低い鉄が徐々に流出することを見出した。
また、自然海水中に存在する濃度レベルの金
属有機配位子が黄砂からの鉄の溶解を著し
く促進する可能性は小さいことを示した。さ
らに、春季に沖縄辺戸岬、釧路、大槌、東京
で大気降下物質を採取し、微量金属の含有量
の測定を進めている。 

 
(2)エアロゾルから溶出した微量元素の海水
中における物理的化学的形態 
植物プランクトンブルーム中の希土類元
素の分別を解析した結果、生物起源粒子表面
の有機物と希土類元素の錯生成により、除去
過程を説明できることを示した。また、南太
平洋等の表層において、アルミニウムの分布
は大気経由で輸送される鉱物粒子の降下量
に対応していること、鉄については海域によ
って大気経由の輸送過程と、沿岸からの水平
輸送の重要性が異なることを明らかにした。
さらに、西部北太平洋亜寒帯域表層における
大型粒子、コロイド粒子、溶存態の各種微量
元素濃度の広域水平分布と、植物プランクト
ンブルームとの関係について検討を進めて
いる。 
 
(3)植物プランクトンが利用し得る微量元素
の化学的形態 
春季に釧路等で採取した大気降下物質、洋
上で採取した雨水およびエアロゾルを用い
て、西部北太平洋亜寒帯の表層海水への添加
培養実験を実施したところ、いずれも大型植
物プランクトンの増殖を顕著に促進するこ
とが明らかになった。但し、黄砂標準粒子添
加に対する増殖応答は、硫酸鉄添加と比較的
して小さい場合もみられた。また、東シナ海
では、プランクトン群集は海洋表層への銅な
どの金属供給に対して有機配位子生成など
の応答を示し、微量金属の化学的形態やその
生物利用能を変化させ得ることを示唆する
結果を得た。 
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３．現在までの達成度 
 ②おおむね順調に進展している。 
(理由) 
平成 20 年度までの 3 ヵ年については、当

初計画した研究を概ね順調に実施できてお
り、すでに研究成果の一部を学会ならびに学
術雑誌にて発表している。平成22年度には、
大気由来の微量元素の供給と生物利用能の
関係について定量的な評価を可能にすると
ともに、微量元素の生物利用過程の定式化を
通して気候変動に対する西部北太平洋の生
物・化学的な応答を予測するという研究目標
を達成できる見込みである。 
 
４．今後の研究の推進方策 
西部北太平洋亜寒帯・亜熱帯域、ベーリン

グ海、南シナ海、南北インド洋における研究
航海や陸上観測ステーションにおける現場
観測と、船上・陸上実験室におけるエアロゾ
ル溶解実験・植物プランクトン培養実験を組
み合わせて以下の研究を実施する。 
(1) エアロゾルに含まれる微量元素の海水へ
の溶解度を支配する要因 

 黄砂が飛来する春季に、黄砂輸送モデルの
降下量予測を参考にしながら大気降下物質
や洋上エアロゾルを採取し、それらに含まれ
る微量金属量と溶解特性について調べる。ま
た、各海域の現場表層海水への微量金属元素
の溶解度および表面混合層内の滞留時間を
見積もる。 
 
(2)エアロゾルから溶出した微量元素の海水
中における物理的化学的形態 
西部北太平洋の表面海水中に含まれる微

量元素の分布ならびに大型粒子・コロイド・
溶存有機態・溶存無機態の微量元素の存在割
合と、大気降下フラックスの時空間的な変動
や海洋表層の生物活性との関わりについて
解析する。また、鉄(II)は鉄(III) に比べて
溶解しやすく、大気から供給される可溶性鉄
の大きな部分を占めており、植物プランクト
ンにも利用しやすい形であると考えられる
ため、海水中の鉄の溶存状態を解明するため、
鉄(II)の測定を行う。 
 

(3)植物プランクトンが利用し得る微量元素
の化学的形態 
大気降下物質やエアロゾルの添加量の違

いによる植物プランクトンの増殖応答と生
理状態の変化について分類群毎の違いを明
らかにする。また、ダスト降下イベントの規
模と植物プランクトンの増殖促進効果が持
続する時間スケールの関係について検討す
る。 
 
最終年度には、これらの研究結果を総合的

に取りまとめ、生物に利用可能な形態で供給

されるエアロゾル起源の微量元素量を定量
的に見積もる。さらに、溶出した微量元素の
生物利用過程について主要なプロセスを抽
出・定式化し、大気海洋の相互作用における
微量元素の役割を評価する。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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