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1.はじめに

自然起源の大気エアロゾル粒子には,土壌粒子,火山

灰,海塩粒子等の一次粒子のほか,陸上植物や海洋植物

プランクトンなど生物圏から前駆気体が放出され,大気

中の化学反応を経て生成される二次粒子がある.これら

のエアロゾル粒子を大気中に放出し,あるいは大気中で

生成するプロセスは気候変化の影響を受けるが,逆にエ

アロゾル粒子の濃度変化は大気の放射収支に影響するだ

けでなく,生物圏で光合成に使われる放射（PAR）,海

洋への栄養塩の供給,雪氷圏のアルベードなどにも大き

な影響を及ぼす.こうしてエアロゾル粒子と気候の

フィードバックが存在すると考えられている（e.g.,

Carslaw et al.2010）.しかし,その濃度変化を駆動す

るものは数多く,しかも複雑であるため,このフィード

バックに関する研究例は数少ない.

そのなかで,海洋植物プランクトンなどにより生成さ

れるDMSおよびその酸化生成物の非海塩性硫酸塩エア

ロゾル（NSS）と気候のフィードバックに関する研究

はCharlson et al（1987）によるDMS-aerosol-cloud-

climateフィードバックに関する仮説の提示後に急速に

進展した.この仮説はこの論文の著者らの頭文字をとっ

てCLAW 仮説と呼ばれている.図１に示すように,例

えば地球温暖化により海水中のDMS濃度が増加する

と,大気中のNSSおよびCCN濃度が増加する.その

結果,雲のアルベードが増加すれば海面に到達する日射

量あるいは海面温度が減少し,海水中のDMS生成が抑

制される.こうして負のフィードバックループを形成

し,DMSによる気候調節の可能性を示したものであ

る.

この仮説を検証するため,野外観測,室内実験,そし

て数値モデル計算による多くの研究が行われてきた.し

かしながら,約25年が経過した現時点においても,こ

のフィードバックループの確証,および地球の気候調節

への寄与について明確な結論は出されていない.また,

最近ではDMS以外の気候に関連する自然起源のエアロ

海洋生物相により生成される硫化ジメチル（DMS）は,大気中の酸化反応を経て雲凝結核

（CCN）となる硫酸エアロゾル粒子を生成する.したがってDMS放出量変化は地球の放射収支に影

響を与える可能性があり,海洋生物圏と雲と気候のリンクに関する仮説（CLAW 仮説）が1987年

に提示された.その後,この仮説の検証を通してDMSの研究が大い進展したが,このリンクの複雑

さゆえに現時点でこの仮説の検証の最終的な結論はでていない.本稿では,これまで行われた多くの

研究成果をもとに,DMS研究の進展と現状について整理することを試みた.また,モデルを用いた

将来の気候下でのDMSの応答に関する研究結果も取り上げ,DMSの気候調節の可能性を調べた.
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ゾル粒子の放出の理解が進んでいる.その結果,それら

もまた生物活動により駆動され,広い範囲で気候フィー

ドバックが働く可能性があることが分かり,DMSによ

るフィードバックループの気候調節への寄与はあまり大

きくないと結論されている（Ayers and Cainey 2007;

Carslaw et al.2010;Quinn and Bates 2011）.

本稿では,これらのレビュー論文および自身の観測な

どを基にCLAW 仮説提示以降のDMSに関する研究の

進展と現状について整理した.まず２章でCLAW 仮説

に至る経緯とその概要について述べる.そしてこの仮説

に示されるフィードバックループを構成する各リンクに

ついて,３章では大気中のリンクに関する進展につい

て,４章では海水中のリンクに関する進展についてそれ

ぞれ整理する.最後に５章ではモデルを用いた将来気候

におけるDMS変化とそのインパクトのレビューを行

う.

2.CLAW仮説に至る経緯とその概要

CLAW 仮説が提示される以前から遠隔地の海洋上の

大気境界層（MBL）においてある濃度レベルで存在す

る二酸化硫黄（SO）のソースが不明であった.硫化水

素が候補とされたが,その濃度ではソースとして不十分

と結論され,長い間ミッシングソースとされていた（e.

g.,Kellog et al.1972）.Lovelock et al.（1972）は

Challenger（1951）が見出した藻類に含まれるDMSが

その候補になると考え,大西洋の観測航海において表層

海水中のDMS測定を行なった.その結果をもとに大気

への放出量を計算した結果,DMSは自然起源の硫黄化

合物のなかで放出量が最大であり,そしてSO のソー

スになり得ることを示した.

CCNとなるエアロゾル粒子の条件は,水溶性である

こと,そして相対湿度101％（過飽和度1.0％）程度以

下で活性化できる〝十分な"大きさを持つことである.

ここでいう活性化とは,エアロゾル粒子の平衡半径と相

対湿度の関係を示すケーラー曲線の極大値（臨界過飽和

度）以上の相対湿度に達すると,エアロゾル粒子が水蒸

気の凝結により雲粒の大きさにまで成長することであ

る.例えば,硫酸エアロゾル粒子は十分に水溶性であ

り,摂氏20度の場合,過飽和度0.32％で活性化する硫

酸エアロゾル粒子は,相対湿度80％のときに平衡状態

にある直径は約90nmである.したがって直径が40～

300nmの大きさの水溶性のエアロゾル粒子が遠隔地の

MBLのCCN個数濃度を左右していると言って良い.

NSSは,MBLで採取されるサブミクロンサイズの

エアロゾル粒子のほとんどに存在することが確かめられ

ていたため（e.g.,Andreae 1982;Savoie and Prospero
 

1982）,CCNの重要な候補と考えられた（e.g.,Charl-

son et al.1987）.一方,他の水溶性エアロゾルについて

は,海塩粒子は粒径が１μmを超える大きいエアロゾル

粒子として存在し,しかもMBLの雲底高度において個

数濃度が約１個/cm 以下と少ないためCCNの主な候

補になり得ないと考えられていた（Hobbs 1971;

Pruppacher and Klett 1980）.また,硝酸塩はその物理

化学的性質から自ら核形成するよりも既存の粗大粒子中

に多く存在するため,CCNの個数濃度への寄与は小さ

いと考えられた.このほかに有機物がサブミクロンサイ

ズの粒子に存在することが知られていたが,その濃度,

組成そしてソースの情報がほとんどなかった.これらの

ことからCharlson et al.（1987）はCLAW 仮説におい

てNSS以外をCCNの候補から除外した.

こうして大陸や人為起源のエアロゾル粒子のソースか

ら遠く離れたMBLのCCNの個数濃度は主にDMSか

ら生成されるNSSによって決められる,と考えられ

た.

一方,当時の海水中のDMS生成過程に関する情報

は,DMSの前駆物質として植物プランクトン体内で浸

透圧調節や抗酸化物質としてジメチルスルフォニオプロ

ピオン酸（DMSP）が生成されることが知られていた

（e.g.,Vairavamurthy et al.1985）.また,植物プラン

クトン体内からDMSPが排出され,海水中に放出され

た溶存態DMSP（DMSPd）が何らかのプロセスにより

壊れるときにDMSに変換されること,そして,メカニ

ズムの詳細は不明であるが日射が強く温度が高い環境や

塩分の多い環境で海水中のDMS濃度が高いことが知ら

れていた（Andreae 1986）.

これらの結果に基づいて,日射量の増加あるいは海水

温の上昇時に,もし植物プランクトンによる海水中の

DMS生成が増加すると,図１に示すように大気中の

DMS濃度,NSS濃度,そしてCCN個数濃度および雲

粒個数濃度が増加するであろう.その結果,雲アルベー

ドが増加して地表に到達する日射量が減少し海面温度が

下がる.その結果,海水中のDMS生成も減少すること

により負のフィードバックループが形成され,気候調節

が行われるとの仮説が提示された（Charlson et al.

1987）.

3.大気中のDMSと雲アルベード間のリンク

CLAW 仮説の大気中のリンクに関するその後の研究

から,MBLのCCN個数濃度はDMSの酸化による

NSSに支配されているわけでないこと,そしてCCN

個数濃度の増加が必ずしも雲アルベード増加をもたらす

わけではないこと,などが明らかになってきた.

3.1 MBLのCCNを構成するもの

3.1.1 DMSとその酸化生成物

図１に示すフィードバックループのうち,大気中の
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DMS濃度とCCN個数濃度間のリンクを検証するため,

人為起源物質の影響が少ない南半球の遠隔地などで数多

くの観測が行われた.タスマニア島グリム岬の長期観測

から,大気中のDMS濃度,その酸化生成物のNSSや

メタンスルホン酸（MSA）の各濃度,およびCCN個

数濃度（臨界過飽和度0.23％および1.2％）の間には,

生物活動の活発な夏に最大,冬に最小となる季節変化の

一致が見られた（図２）（Ayers and Gras 1991）.この

ほか,大西洋の熱帯域や北東太平洋のMBLにおいて

CCN個数濃度の変動の40～50％がDMS濃度の変動で

説明できることが報告されたほか（Hegg et al.1991;

Andreae et al.1995）,南大西洋でNSSやMSAの濃度

とCCN個数濃度間に有意な正の相関関係が存在するこ

とが報告された（Andreae et al.1995）.これらの結果

は大気中のNSSやMSAの濃度,およびCCN個数濃

度が海洋生物活動にコントロールされていることを裏付

ける結果として,CLAW 仮説の大気中のリンクを示す

証拠と考えられた.

しかし,このような関係が常に観測されるわけではな

く,例えば,北極海,インド洋などの観測では,DMS

やNSSの濃度やCCN個数濃度の間に必ずしも有意な

相関関係が見られるわけでないとの報告もある（Ayers
 

and Cainey 2007）.また,Quinn and Bates（2011）は,

DMSおよびその酸化生成物の濃度とCCN個数濃度の

間の有意な正相関の関係は,他のエアロゾル粒子の

CCNへの寄与を排除するものではないとし,CCNと

なる粒径のエアロゾル粒子の化学組成の分析の必要性を

強調した.

3.1.2 NSS以外のCCN候補

CLAW 仮説当時は測定手法の問題などにより海塩粒

子などsea sprayがCCN個数濃度に寄与するとは考え

られていなかった.しかし,最近の研究から海塩粒子な

どを含むsea sprayにはサブミクロンサイズの粒子も存

在し,その物理化学的性質や個数濃度などからCCN個

数濃度に十分寄与し得ることが報告されている（Mar-

tensson et al.2003;Geever et al.2005;Clarke et al.

2006）.例えば,遠隔MBLにおいて200nm以下のエ

アロゾル粒子に海塩粒子の存在を示すNaが含まれてい

ること（Campuzano-Jost et al.2003）,南大洋で50～

150nmのエアロゾル粒子の約半分に海塩が含まれ,個

数濃度が100個/cm 程度に達すること（Murphy et al.

1998）などが明らかになり,MBLのCCNの５～90％

が海塩粒子であるとの報告もある（Clarke et al.2006）

また,表層海水中には植物プランクトン,藻類,バク

テリア,ウイルス,生物の組織片などから構成される大

量の微小粒子が浮遊しているほか（Wells and Goldberg
 

1991;Fuhrman 1999）,海水中の溶存有機物のなかにコ

ロイド状の物質も存在している.これらは海面で泡の破

裂などにより大気中に放出される.MBLのエアロゾル
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図1：CLAW 仮説のなかで提示されている気候フィードバックループ.Charlson et al.（1987）のオリジナルの図に,硫酸エア
ロゾル粒子による太陽光の散乱を加えたもの.四角の枠内は測定可能な量であり,これらの間をつなぐプロセスをイタリックで
表示した.符号の＋と－は一つ前の四角内の現象が変化したときに次の四角内の現象が起こる方向を示す.日本エアロゾル学会
の許可を受けて永尾（2012）（エアロゾル研究 Vol.27）から転載したもの.
Figure1：Conceptual diagram of a possible climatic feedback loop described in the CLAW hypothesis.Scattering of solar

 
radiation by sulfate aerosols was added to the original diagram by Charlson et al(1987).The rectangles are measurable

 
quantities and the processes linking the rectangles are written in italics.The sign(＋ or－)in the parenthesis indicates the

 
effect of a positive or negative change of the quantity in the preceding rectangle on that in the succeeding rectangle.
Reproduced from Nagao(2012)in Earozoru Kenkyu by permission of the Japan Association of Aerosol Science and

 
Technology.



粒子に見られる有機物は,これらの組成と類似しており

（Facchini et al.2008;Leck and Bigg 2005）,有機一次

粒子（POA）を構成するだけでなく,水溶性を示すも

のについてはCCN個数濃度に寄与している可能性があ

る（e.g.,Matsumoto et al.1997;Leck and Bigg 2008）.

現在のところ,海洋から放出されるこれらPOAなど有

機物の放出量の見積もりは不確定要素が大きいが,

Spracklen et al.（2008）によると一次粒子と二次粒子

を併せた有機炭素（OC）の放出量は約８TgC/yrであ

る.この値は人為起源OCの５～30Tg/yr,DMSとし

て放出される硫黄の17～34Tg/yr（Lana et al.2011）

に近い.

3.2 DMSの酸化生成物はCCN個数濃度に寄与す

るか？

海洋からのDMS放出量の増加がCCN個数濃度の増

加をもたらすためには,図３に示すようにOH等によ

るDMSの酸化反応によりSO を経て気相の酸化反応

により硫酸が生成され,この硫酸と水蒸気やアンモニア

が集まって均質核形成により新粒子が生成される必要が

ある（e.g.,Kreidenweiss and Seinfeld 1988）.

Faloona（2009）は,このDMS酸化反応により

DMSから生成されるSO やNSSの割合についてこれ

までの多くの観測やモデル計算結果に基づいて調べた.

その結果,DMSの約71％（標準偏差22％）がSO に

変わるが,SO から気相反応により硫酸（あるいは

NSS）が生成される割合はこのうちわずか24％程度で

ある.これはSO から硫酸（あるいはNSS）が生成さ

れる経路は気相反応だけでなく,既存粒子や雲粒内での

不均質反応があり,その多く（約76％）が後者による

ためである.また,これまでの観測結果によると,エア

ロゾル粒子中のDMSの酸化生成物濃度はエアロゾル表

面積と強い相関があり,MBLではDMSの酸化生成物

が自ら新粒子を形成する前に既存エアロゾル粒子（海塩

粒子など）に取り込まれ,新たなCCN形成が妨げられ

ている可能性がある（e.g.,Sievering et al.1992;Cainey
 

and Harvey 2002）.このような結果から,CCN個数濃

度を左右するエアロゾル粒子の質量濃度あるいは個数濃

度は,DMSよりも図３に示す一次粒子（海塩粒子や

POA）の影響を強く受けていると考えられるように

なってきた（Quinn and Bates 2011）.

では,DMSから新粒子の生成はどのような条件で起

こりやすいか？ モデル計算によると,降水により

MBLから既存粒子が除去されてその表面積が減少した

場合にのみ,DMSの酸化生成物による新粒子生成が起

こり得るとされる（e.g.,Pirjola et al.2000）.しかし,

DMSの酸化生成物の濃度では十分でないことが多く,

それだけで構成されるエアロゾル粒子はCCNとなるの

に必要な十分な大きさに達しにくいとも言われている

（Davison et al.1996;Ehn et al.2007）.そのほかには,

例えば日射が強く水蒸気も比較的多い積雲の雲頂付近で

DMSの酸化による新粒子生成が起こりやすい条件が

揃っており,その後,自由対流圏とMBL間の混合によ

りMBL内に供給されると考えられている（e.g.,Raes
 

1995;Merikanto et al.2009）.

このほかに,DMSの酸化反応に関する新しい知見と

して,DMSを酸化するものとしてOHやNO の他に

海塩粒子起源や臭素を含む有機ハロゲン化合物から生成

される一酸化臭素（BrO）の重要性が明らかになりつつ

永尾 一平4

図2：エアロゾル粒子中のMSA濃度および過飽和度0.23％
と1.2％で活性化するCCN個数濃度の季節変化.MSA濃
度データは,1985年以前は月平均値であり,それ以降は週
平均値である.CCN個数濃度データはGras（1990）により
測定された月平均値である.この図はNature Publishing

 
Groupから許可を受けてAyers and Gras（1991）から転載
したもの.
Figure2：Climatological mean(1981-1989)concentrations

 
of aerosol MSA and CCN active at 0.23% and 1.2% super-
saturation(solid lines).The data from which the means

 
were calculated are shown as filled squares.In the case of

 
MSA these data came from monthly samples before 1985,
weekly samples thereafter.The CCN data used are the

 
monthly medians recorded by Gras(1990).Reproduced

 
from Ayers and Gras(1991)by permission of the Nature

 
Publishing Group.



ある（e.g.,Saiz-Lopez et al.2004;von Glasow 2007）.

DMSとBrOの反応は図３のSO を生成するよりも

DMSOを生成する経路となり,新粒子の生成を抑制す

る可能性がある.von Glasow and Crutzen（2004）に

よると,反応速度定数等の定量的な比較からBrOが

pptvレベルで存在すると新たなCCNの形成を妨害す

る.これまでのMBLにおけるBrOの測定によると,

熱帯大西洋などで～数pptvのBrOが測定されており

（Saiz-Lopez et al.2004）,Breider et al.（2010）の見積

もりによると,全球規模でDMS酸化へのBrOの寄与

が約16％程度に達し,OHラジカルにつぐ重要性を示

している.

3.3 CCN個数濃度と雲アルベード

図１に示すフィードバックループでは雲水量一定の仮

定の下でCCN個数濃度が増加すると,雲粒個数濃度が

増加（雲粒粒径の減少）し雲アルベードが増加する

（Charlson et al.1987）.このとき雲アルベードAcの変

化ΔA は雲粒個数濃度Ncと雲粒個数濃度の変化ΔN

に依存し,Twomey（1977）から次式（1）で示され

る：

ΔA
ΔN

＝A 1－A
3N

(1)

この式から,一般にN の小さい海洋,特に外洋の雲

ほど雲粒個数濃度の変化に対する雲アルベードの増加率

ΔA/ΔN が大きい.したがって遠隔地のMBLほど

CCN個数濃度の変化による雲アルベード変化への影響

が大きいことになる.また,雲粒粒径の減少によって雲

粒同士の衝突併合が抑制されることにより降水粒子の形

成にも影響する.その結果,雲の寿命が延び,雲量が増

加することで結果的にアルベードが増加すると考えられ

た（Albrecht 1989）.

しかし,最近の研究によると,海洋上の面積の約

15％を占め（Norris,1998）,アルベードへの寄与が無

視できない非降水性の積雲の場合,CCN個数濃度の増

加が必ずしもアルベードの増加につながらない.CCN

個数濃度の増加により雲粒の粒径が減少することにより

ケルビン効果で蒸発しやすくなるためであり,その結

果,周囲の乾燥空気との間で仮温位勾配が増加すること

でエントレインメントが増加し,さらに雲粒が蒸発しや

すくなる.こうして雲量が減少し,アルベードも減少す

る可能性があると指摘されている（Small et al.2009;

Zuidema et al.2008）.

4.海水中の植物プランクトンとDMS間のリ

ンク

図１に示すリンク全体が負のフィードバックループを

構成するためには,日射量の増加や海水温の上昇時に海

水中のDMS生成が増加する必要がある.CLAW 仮説

が提示された後,海水中のDMS生成・消失過程の研究

や,環境因子の変化に対するDMS生成の応答に関する

研究が数多く行われてきた.しかし,植物プランクトン

だけでなく,動物プランクトン,バクテリア,ウイルス

などが関与し複雑であるため,それらの全容の解明はい

まだ途上である.そのような状況のなかで全球のDMS

濃度分布データベースの作成および,海水中のDMS生

成過程のモデル化が試みられてきた.

4.1 海水中のDMS生成過程および気候変化に対する

応答

図４にこれまでに明らかになった海水中のDMS生
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図3：遠隔地のMBLにおける大気中のDMSの酸化反応経路およびCCNの形成過程の概略図.また,この図にはDMSの酸化
生成物と海塩粒子やPOAとの相互作用も加えた.
Figure3：Schematic illustration of gas phase DMS oxidation reaction pathway and formation of CCN in the remote marine

 
boundary layer.In addition,interaction of DMS oxidation products with sea-salt particles and primary organic aerosols
(POA)in the CCN formation processes.



成・消失過程の概略を示す.CLAW 仮説が提示された

当時は,植物プランクトンが浸透圧調節や抗酸化のため

に生成するDMSPがDMSの前駆物質であること,そ

して,その体内から排出されたDMSPdからDMSに

変換されることなどが知られていた（Vairavamurthy
 

et al.1985）.また,植物プランクトン内のDMSP濃度

は植物プランクトンの種により大きく異なること,その

ため,植物プランクトンのバイオマスを示すクロロフィ

ル a（Chl a）量とDMS濃度間に必ずしも有意な相関

関係を示さないことが知られていた（Charlson et al.

1987）.

その後,Keller et al.（1989）やLiss et al.（1994）

などの研究により,植物プランクトン内のDMSP：Chl
 

a 比（単位はmmol/g）などが種類ごとに定量的に調べ

られるようになった.植物プランクトンが生成する浸透

圧調節物質には,硝酸が豊富な環境に生息する種（珪藻

など）が主に生成するグリシンベタイン（GBT）と,

硝酸が制限された外洋等にも生息するハプト藻など生成

するDMSPがある.その生育環境を反映し,珪藻など

はChl a あたりのDMSP濃度が低く,例えばDMSP：

Chl a 比は４程度であるのに対し,外洋等にも多く存在

する円石藻等が属するハプト藻類などはDMSP：Chl a

比は50-150にもなる.

また,こうして生成されたDMSPは図４に示すよう

に動物プランクトンの捕食などによりDMSPdとして

植物プランクトンから排出されるが,このDMSPから

DMSが生成されるまでの重要なステップの一つは,

DMSPdがバクテリアに取り込まれた後,何割がDMS

に変換されるかである.この分岐は海水中のDMS生成

効率を左右するが,バクテリアの硫黄要求度や日射,水

温などの影響を受けるため複雑であるが（e.g.Stefels
 

et al.,2007）,５～30％程度にすぎないとの報告もある

（Kiene 1996;Kiene et al.2000）.

このほかに,日射量,海水温,成層状態,栄養塩,そ

してCO 濃度増加による海洋の酸性化に対する海水

DMS生成過程の応答などが調べられてきた：

･植物プランクトン種のシフト（DMSP保有の多い種

と少ない種間のシフト）によるDMSP量の変化

（Hallegraeff 2010）

･植物プランクトンの生育状況の変化によるDMSP量

の変化（Stefels et al.2007）

･植物プランクトンの捕食によりDMSPを放出させる

動物プランクトンや,DMSPdからDMSあるいはメ

タンチオールに変換するバクテリアの活動の変化

（Slezak et al.2007）

･海水中のDMSの光化学変化（e.g.,Toole and Siegel,

2004）

これらの応答の符号・大きさを定量的に明らかにする

ためには,さらなる実験やモデルによる海水中のDMS

の生成・消失過程の解明が必要である.現時点のこれら

の応答についてその一部をレビューしたものを永尾

（2012）にまとめたが,まだ全容は明らかではない.

4.2 表層海水DMS濃度分布

CLAW 仮説を検証する試みにおいて,モデルの入力

データに使うことができる正確な全球の表層DMS濃度

分布とDMSフラックスのデータベースの構築が必要で

ある.Kettle et al.（1999）は,図５に示す約15000点

の観測データをもとに表層海水DMS濃度の全球分布図

を作成した.このデータベースは,現在もDMS-Global
 

Ocean(GO)initiativeとSurface Ocean Lower Atmo-

sphere Studies(SOLAS)によりデータの蓄積が進んで

おり,現時点では47000点を越えるとされている.

Lana et al.（2011）は更新されたデータベースを用いて

各月の全球DMS濃度分布図を作成した（図６）.

図６のLana et al.（2011）の季節変化の特徴は,夏
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図4：海水中のDMS生成・消失過程の概略図.
Figure4：Schematic illustration of the production and loss processes of seawater DMS.



半球の高緯度に１年間の最大値が現れ,おおよそChl a

濃度の季節変化と対応していることである.一方,南緯

40度～北緯40度ではDMS濃度とChl a 濃度の季節変

化は一致せず,例えばChl a の少ない夏季にDMS濃度

が増加する〝Summer paradox"が見られる.この

〝Summer paradox"は主に中緯度海域において１年の
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図5：緯度経度1°間隔の海水DMS濃度分解析の図.各点の色表示は表面海水のDMS濃度（nM）を示す.John Wiley and
 

Sonsから許可を受けてKettle et al.（1999）から転載したもの.
Figure5：Location and magnitude of the 1°×1°ocean data squares from the annual analysis.The squares were constructed

 
from the average of point measurements of DMS sea surface concentrations that have been binned into 1°latitude-longitude

 
squares.The color of the square corresponds to the magnitude of the average DMS sea surface concentration(nM).
Reproduced from Kettle et al.(1999)by permission of John Wiley and Sons.

図6：月平均の海水DMS濃度分布（単位はnM）.ただし,表示するスケールは15nMを上限としてある.John Wiley and
 

Sonsから許可を受けてLana et al.（2011）から転載したもの.
Figure6：Monthly global DMS concentrations.Note that the scale is capped at 15 nM to ensure readability of the plots,
although only a few specific regions exceed 15 nM DMS concentration.Reproduced from Lana et al.(2011)by permission

 
of John Wiley and Sons.



うちでChl a 濃度が低くMLDが浅い夏季に表層海水中

のDMS濃度が最も高くなる現象である（Simo and
 

Pedros-Alio 1999;Vallina et al.2008）.

このような膨大な観測データに基づいて全球の濃度分

布を推定するほかに,測定データが無い場所のDMS濃

度分布を推定する手法が試みられてきた.例えば,海水

DMS濃度と海面水温（SST）,Chl a 濃度,植物プラン

クトン種組成情報,混合層深度（MLD）から関係式を

導出し,DMS濃度の測定が無い場所に適用するもので

ある（Anderson et al.2001;Aumont et al.2002;Simo
 

and Dachs 2002;Belviso et al.2004a）.こうして経験則

により求めた結果と,先に述べた観測データに基づく結

果（Kettle and Andreae,2000）の比較が行われている.

例えば,表１にBelviso et al.（2004b）による年間平均

濃度の比較した結果を示すが,全球平均で海水中の

DMS濃度は1.6-2.6nM程度であり,観測データを基

にしたKettle and Andreae（2000）の濃度は経験的な

他の４つの結果の中間的な値を示している.また,空間

分布の大きな差異は,Kettle and Andreae（2000）のほ

うが夏季の高緯度でDMS濃度が高くなり,その差が

10nMに達するくらいである.このような差を生じる

要因は明らかではないが,経験則では表現できないプロ

セスの影響などが考えられている.

4.3 大気へのDMS放出量の不確定性

図１のフィードバックループのなかで,海水DMS濃

度の変化が大気中のDMS濃度やその酸化生成物に及ぼ

す影響を定量的に調べるためには,DMSの放出量を正

しく求める必要がある.海洋から大気へのDMSフラッ

クスF は,海水と大気のDMSの濃度C,C,と

風速と海水温（溶解度）の関数である交換速度K から

次の式（2）により計算される：

F ＝K C－C/H (2)

ここで,H はDMSのヘンリー定数であり,C は

C/H に比べて２-３桁大きいため,DMSは海面から

大気へ放出される.この式を用いてDMSフラックスを

計算するときの最大の問題は,Kwの風速依存性に大き

な不確定性があることである.これまで報告されている

いくつかのKwの風速依存性の一例を図７に示す.こ

の図を見ると,Liss and Merlivat（1986）のKwと

Wanninkhof（1992）のKwは風速が大きくなるにつれ

て差が広がり,風速30m/sでは後者は前者の３倍程度

に達する.

このようなKwの風速依存性の不確定性により海洋

からのDMS放出量の計算値にどのような誤差を生じる

か調べた.まず,2001年４月,５月,12月の日本付近

の海水DMS濃度測定値（永尾,未発表データ）とChl
 

a 濃度の実測値から両者の関係式を導出した.次に広域

表1：表面海水のDMS全球年平均濃度の比較.
Table1：Summary of predicted values for global annual mean sea surface DMS concentrations.This table was modified

 
from Belviso et al.(2004b).

Kettle&
Andreae(2000)

Anderson et al.
(2001)♯1

 
Aumont et al.
(2002)♯2

 
Simo&Dachs
(2002)♯3

 
Belviso et al.
(2004a)♯4

 
Annual
 

mean DMS
(nM)

2.01  2.55  1.70  2.28  1.60

 

The DMS concentration in the surface seawater was calculated by using each method as mentioned below.
♯1:Anderson et al.(2001)used the relationship between the monthly average DMS concentration,Chl a,light intensity,and nutrient

 
concentration.♯2:Aumont et al.(2002)used the model output of Chl a concentration and the phytoplankton community structure

 
shown by the phytoplankton community index(Fp-ratio)from global ocean biogeochemistry model,and derived the relationship with

 
DMS concentration.♯3:Simo and Dachs(2002)used the relationship between the surface DMS concentration and the ratio of surface

 
Chl a concentration to the mixing layer depth(MLD).♯4:Belviso et al(2004a)used the non-linear relationship of the Fp ratio and

 
Chl a concentration which was developed by Aumont et al.(2002).
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図7：交換速度Kwと海面10m高度の風速の関係.この図
のLM86はLiss and Merlivat（1986）,SmethieはSmethie

 
et al.(1985）,WanninkhofはWanninkhof（1992）そして
EricksonはErickson（1993）.の方法でKwを計算したも
のであることを示す.
Figure7：Relationship between the exchange coefficient

 
Kw and the wind speed at 10m above sea surface.LM86

 
means Liss and Merlivat(1986),Smethie means Smethie et

 
al.(1985),Wanninkhof means Wanninkhof(1992)and

 
Erickson means Erickson(1993).



のDMS濃度を推定するため,この関係式に同時期の

Sea-Viewing Wide Field-of-View Sensor（SeaWiFS）

搭載の人工衛星から得られたChl a 濃度を代入して日本

付近（北緯20度から50度,東経120度から160度）の

海水DMS濃度分布を推定した.こうして得られた４月

と12月のDMS濃度分布図を図８(a)と(d)に示す.こ

れらのデータと気象庁領域客観解析データの地上風速

データ（図８(b),(e)）および静止気象衛星「ひまわ

り」のSSTデータから,Liss and Merlivat(1986)の

Kwを用いてこの領域のDMS放出量分布を求めた結果

を図８(c)と(f)に示す.４月は北海道周辺に発生した植

物プランクトンブルームによりDMS濃度が高くなり

（図8(a)）,その結果,DMS放出量のホットスポットが

見られる（図8(c)）.一方,12月は領域全体でChl a 濃

度が低いため（図8(d)）,海水DMS濃度も低いが,風

速が強いことにより北緯35度以北では全体的にDMS

放出量が高くなる（図8(f)）.この領域全体から放出さ

れるDMS放出量を図７の４つのKwを用いて月別に調

べた結果を図９に示す.植物プランクトンブルームの影

響で４月の放出量が最も高いが,Kwの選び方によって

この風速の範囲では２倍以上の差が生じることが分か

る.このようなKwの不確定性は全球海洋からのDMS

放出量の計算にも同様の影響を及ぼしており,例えば

Lana et al.（2011）は,Liss and Merlivat（1986）と

9 DMS研究の進展と現状

図8：2001年の４月と12月の日本付近の北緯20度～北緯50度,東経120度～東経160度の領域の表面海水のDMS濃度,海上
風速,そしてこれらの下に計算したDMS放出量の各分布図.(a)と(d)がそれぞれ４月と12月のDMS濃度分布図,(b)と(e)
が海上風速分布図,(c)と(f)がDMS放出量分布図.
Figure8：(a)Spatial distributions of monthly seawater DMS concentrations for April 2001 calculated from empirical

 
relationship between Chl a and DMS concentration,(b)Monthly surface wind speed for April 2001 of Regional Reanalysis

 
data derived from Japan Meteorological Agency,(c)Spatial distribution of sea-air DMS emission for April 2001.(d)Spatial

 
distributions of monthly seawater DMS concentrations for December 2001 calculated from empirical relationship between

 
Chl a and DMS concentration,(e)Monthly surface wind speed for December 2001 of Regional Reanalysis data derived from

 
Japan Meteorological Agency,(f)Spatial distribution of sea-air DMS emission for December 2001.



Wanninkhof（1992）のKwを用いて計算した全球

DMS放出量はそれぞれ17.6TgS/yrと34.4TgS/yr

と報告している.

このようなKwの不確定性を解決するために,大気

中のDMS濃度を高感度・高時間分解能で測定可能な大

気圧イオン化質量分析計（APIMSなど）を用い,３次

元超音波風速温度計による鉛直風データと併せて渦相関

法によりDMSの鉛直上向きフラックスを直接求める試

みが行われている（e.g.,Huerbert et al.2010）.渦相関

法により求められたDMSの鉛直輸送量から,逆にKw

と風速や海面状態との最適な関係を求めるアプローチが

行われ,Kwの不確定性の解消に向けた努力が行われて

いる.その一例として,Huebert et al.（2010）Kwの

風速依存性は,図７に示すLiss and Merlivat（1986）

とWanninkhof（1992）の中間的な値を示している.

5.Earth system modelを 用 い た

CLAW仮説の検証の試み

CLAW 仮説で述べられているフィードバックループ

には,様々な時間空間スケールでの海洋と大気の生物,

化学,物理の相互作用が関係しており,この仮説全体を

観測により検証することは困難である.そこで海洋植物

プランクトンの生態系ダイナミクスを表現する海洋の生

物地球化学モデルと,大気中のDMS酸化反応,エアロ

ゾル粒子の微物理過程の各過程のモデルを取り入れた

Earth System Model（ESM）の構築が試みられ,これ

を用いたCLAW 仮説の検証が2000年代に入り本格的

に試みられるようになった.

5.1 海水中のDMS生成過程のモデル

この進展に大きく貢献したのは,この約10年間に海

水中のDMS生成過程の理解が進み,海水DMS濃度を

求める予報型モデルが進化してきたことによるところが

大きい.しかしながら,まだ課題が残っている.Le
 

Clainche et al.（2010）は,海水DMS濃度を計算する

モデル（４つの３次元モデルと５つの１次元モデル）の

相互比較を行った.詳細は割愛するが,この比較におい

てモデル間で大きな差異を生じた一つの要因は,海水

DMS濃度の〝Summer paradox"を再現できるか否か

であった.これをうまく再現するためには,夏季の強い

ストレス下（高い塩分と水温,強い日射など）におい

て,植物プランクトン内のDMSPの生成増加,および

バクテリアによるDMSPdからDMSへの変換の光依

存性などをうまく表現することが重要とされている（e.

g.,Vallina et al.2008）.

5.2 ESMによる地球温暖化に対するDMSの応答

の研究

海水中のDMS生成過程を計算するモデルと,大気中

のDMS酸化反応およびエアロゾル粒子の微物理過程を

計算するモデルを大気海洋大循環モデル（OAGCM）に

組み込み,大気CO 濃度増加による地球温暖化に対す

るDMSの応答および気候を調節するフィードバック機

構の発現などを調べる研究が行われている（Bopp et al.

2003;Gabric et al.2001,2004;Gunson et al.2006;

Kloster et al.2007;Vallina et al.2007;Cameron-Smith
 

et al.2011）.これらのモデルによるCO 濃度増加時の

DMSの応答の結果などを表２にまとめた.全球の

DMS放出量変化は－10％から＋14％の幅はあるが,こ

のうちCO 濃度が倍増した時の計算結果を見ると１～

３％程度の増加を示す（Bopp et al.2003,2004;Gunson
 

et al.2006）.

Charlson et al.（1987）は,CO 濃度増加に対抗して

全球の表面温度を約1.3度下げるためには,CCN個数

濃度が約30％増加する必要があると見積もった.しか

し,Woodhouse et al.（2010）のモデル計算によると,

海水DMS濃度（風速が変化しない場合はDMS放出量

も同様）が１％増加したときのCCN個数濃度の増加

は,北半球で0.02％,南半球で0.07％程度にすぎない.

DMS濃度（あるいは放出量）変化に対するCCN個数

濃度の感度がこの程度であるならば,CCN個数濃度を

30％増加させるためには海水DMS濃度が約３倍

（300％）増加する必要がある.しかし,表２に示すよう

に現時点のESMではこのレベルの増加は計算されてお

らず,CO 濃度が増加する将来気候下のDMS濃度の応

答は,地球温暖化を相殺するには十分でない.

全球平均はこのような結果であるが,領域によっては

大きな応答を示す可能性がある.例えば表２の特記事項
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図9：2001年４月,５月,12月の図８で解析した領域から
のDMSの放出量について４種類のKwの計算方法の結果を
比較したもの.この図のLM86はLiss and Merlivat
(1986）,SmethieはSmethie et al.(1985）,Wanninkhofは
Wanninkhof(1992）,EricksonはErickson(1993）.の方法
でKwを計算したものであることを示す.
Figure9：Comparison of regional DMS emissions for 3

 
months calculated using four different exchange coeffi-
cients(Kw).LM86 means Liss and Merlivat(1986),Smethie

 
means Smethie et al.(1985),Wanninkhof means Wannink-
hof(1992)and Erickson means Erickson(1993).



欄に記したように,Gabric et al.（2004）とCameron-

Smith et al.（2011）の結果は,南緯50度付近の南大洋

でDMS放出量が大きな増加を示している.これとは逆

にKloseter et al.（2007）の結果は夏季のこの海域で

40％の減少を示す.このようにDMS応答の符号が正と

負で異なるという問題は残るが,DMSによる気候

フィードバックが領域規模で発現する可能性も捨てきれ

ないとされている（e.g.,Carslaw et al.2010;Cameron-

Smith et al.2011）.
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