Title

Author(s)

Citation

Issue Date

DOI

Doc URL

Type

File Information

オホーツク海における海氷が関わる鉄の供給過程の解明

漢那, 直也; 西岡, 純; 豊田, 威信

低温科学, 74, 105-114

2016-03-31

10.14943/lowtemsci.74.105

http://hdl.handle.net/2115/61204

bulletin (article)

p105-114.pdf

Instructions for use

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

低温科学 74 （2016） 105-114
doi: 10.14943/lowtemsci. 74. 105

オホーツク海における海氷が関わる
鉄の供給過程の解明
漢那 直也1），西岡 純1），豊田 威信1）
季節海氷域であるオホーツク海では，融解期に植物プランクトンの大増殖が起こる．海氷融解と植
物プランクトン増殖との関わりを明らかにするために，海洋で不足しやすく，植物プランクトンの必
須微量栄養物質である鉄に着目し，海氷によるオホーツク海表層への鉄供給過程を定量的に評価した．
南部オホーツク海の雪及び海氷中の鉄濃度は，海氷下の海水に比べて数倍高いことから，海氷は表層
への鉄の供給源となることがわかった．海氷の輸送に伴い，北部から南部の海盆域へ輸送される鉄の
総量を，およそ 1.2 万トンと見積もった．海氷による鉄供給過程は，鉄の供給が限られるオホーツク
海海盆域の基礎生産に大きな影響を与えている可能性がある．

Iron supply processes associated with sea ice in the Sea of Okhotsk
Naoya Kanna1, Jun Nishioka1 and Takenobu Toyota1
In the Sea of Okhotsk, which is a seasonally covered with sea ice, the phytoplankton bloom starts after sea ice
retreat. In order to elucidate relation between the sea ice melting and phytoplankton growth, we quantitatively
evaluated the supply process of micro-nutrient, iron (Fe), associated with the sea ice melting to surface waters in the
Sea of Okhotsk. Our results showed that concentrations of Fe both in snow and sea ice were several times greater
than that in under-ice seawater. Therefore, it was revealed that sea ice is a potential source of Fe for supporting
phytoplankton growth in the Sea of Okhotsk. Based on the Fe measurements in snow and sea ice, we estimated the
amount of Fe transported from north to south via sea ice transport to be ～1.2 × 107 kg yr-1. The Fe introduced to
surface waters during the sea ice melting has great impact on primary production in the basin region of the Sea of
Okhotsk.
キーワード：オホーツク海，海氷，微量金属，鉄，植物プランクトン
Sea of Okhotsk, Sea ice, Trace metal, Iron, Phytoplankton

1. はじめに

れることから（Morel and Price, 2003）
，Fe は海洋で最も
不足しやすい元素である．自然界において，Fe がどこ

海洋において，鉄（Fe）は植物プランクトンの増殖に

から（供給源）
，どれだけ（供給量）
，どのように（供給

関わる必須微量栄養物質である．海水中に溶けている

過程）海洋へ供給されるのか，供給される Fe の形態は

Fe の量は極めて微量であることに加え（Gordon et al.,

植物プランクトンに利用可能なものであるか（Fe の生

1982）
，植物プランクトンの主要な代謝過程で必要とさ

物利用性）を明らかにすることは，海域間の基礎生産の
違いを理解する上で重要である．例えば，北太平洋亜寒
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帯域やベーリング海海盆域では，Fe の供給量が少ない
ために，植物プランクトンの増殖が制限されており，夏
季でも表層の主要栄養塩が消費されずに残存している海
域（High-Nutrient Low-Chlorophyll 海域）である（Tsuda
．
et al., 2003；Boyd et al., 2004；Aguilar-Islas et al., 2007）
一方，北太平洋の縁辺海であるオホーツク海は，春季に
植物プランクトンの大増殖（ブルーム）が起こり，表層
の主要栄養塩は，一部の海盆域を除き夏季には枯渇する
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（Kasai et al., 2010；Nishioka et al., 2014）
．このことから，
オホーツク海へ供給されている Fe の量は，北太平洋亜
寒帯域やベーリング海海盆域に比べて多いことが予想さ
れる．
オホーツク海は，2 月下旬から 3 月初旬にかけて海氷

2. 海氷中の微量金属分析のためのクリーン技術
の確立
Fe は，試料の採取，ろ過，保存，分析に関わる全ての
過程で汚染の影響を受けやすい．近年，
南大洋において，

域面積が最大となり，海の 50-90％が海氷で覆われる季

海氷中の Fe 濃度や Fe の分布特性に関する知見が蓄積

節海氷域である（Ohshima et al., 2006）
．主に北西陸棚域

，当初は海洋
されつつあるが（e.g., Lannuzel et al., 2007）

の沿岸ポリニヤにおいて多量の海氷が生産され，冬季の

化学で発展してきたクリーン技術を，海氷が関わる微量

モンスーンと東サハリン海流に運ばれて，海氷は南部オ

金属の研究にそのまま導入することは困難であった．海

ホーツク海へ到達する（Ohshima et al., 2001；Simizu et

氷の柱状コアを採取するために，力学的強度の大きい金

．春季に南部オホーツク海で見られるブルーム
al., 2014）

属製の道具（コアラー，ノコギリ等）を使用する必要が

は，海氷の融解直後に起こることから，植物プランクト

あることが主な理由である．海氷の切り出しに使用した

ンの増殖は，海氷の融解過程と密接な関係があると考え

道具から汚染が認められる場合には，例えばチタン製ノ

られている（Mustapha and Saitoh, 2008）
．これまで海氷

ミを用いて海氷の周囲を削ることで，汚染の影響を除去

は，融解期に表層へ低塩分水を供給し，日射が届く有光

できることが報告されている（Lannuzel et al., 2006；

層内に安定な密度成層を形成することで植物プランクト

Aguilar-Islas et al., 2008）
．本研究においても，オホーツ

ンの増殖に寄与していると考えられていた（Sorokin and

ク海の海氷中の微量金属：Fe，Al の分析を可能とする

．しかし実際には，結氷域から融解域に
Sorokin, 1999）

ために，独自のクリーン技術を確立した．

おける現場の植物プランクトン現存量及び，それに関わ

まず，試料の保存容器，分析に使用する物品の酸洗浄

る Fe や主要栄養塩濃度に関する生物・化学的知見はほ

を厳密に行い，試料採取からろ過，分析に至る一連の操

とんど報告されておらず，海氷がどのような側面から植

作を模擬したブランクテストを行うことで，分析に至る

物プランクトンの増殖に関与しているかは十分に理解さ

までの操作で Fe の汚染が起こらないことを確認した．

れていない．

次に，氷のクリーニング操作の検討を行った．海氷のブ

近年，極域や季節的に海氷で覆われる海域において，

ロック試料について，Fe 及び Al 分析用の試料とするた

海氷が高濃度の Fe を有していることが明らかにされ，

めに，ノコギリやアイスピックを用いて氷を切り出す必

海洋への Fe の供給源として海氷が注目されるように

要があった．これらの道具の使用に伴い，海氷試料が汚

．オホーツク海では，
なった（e.g., Lannuzel et al., 2007）

染した場合には，汚染した箇所をクリーンに削って除去

表層への Fe の供給源としてこれまでアムール川
（Nagao

する必要がある．そのために，まず純氷（以後，MQ 氷．

et al., 2010）や大気ダスト（Okunishi et al., 2007）が考え

超純水を凍結させて作成）を用いて，海氷試料を切り出

られていたが，海氷についてはほとんど議論されてこな

す（削り取る）際に使用する道具；1）酸洗浄済みのセラ

かった．冬季には，鉱物粒子や有機物粒子が海氷によっ

ミック製ナイフ，2）アイスピック，3）ノコギリによる

て北部から南部へと運搬されることが実際に観測されて

汚染の影響評価を行った．図 1a は，操作ブランクであ

いるため（Sakamoto et al., 2005；Hiwatari et al., 2008）
，

る未処理の MQ 氷及び，1）から 3）の道具で各々切り出

これらの粒子に由来する Fe は，Fe の供給が限られる海

した MQ 氷中の Fe 及び Al の濃度を示している．MQ

盆域へと輸送されている可能性がある．

氷中の Fe 及び Al は，原子吸光光度計（Model Z-2700,

本研究の目的は，オホーツク海における海氷の輸送と

Hitachi High-Tech）を用いて分析を行った．セラミック

融解が，植物プランクトンの増殖に関わる Fe の海洋表

製ナイフを用いて MQ 氷を削り取った場合には，操作ブ

層への供給過程として機能しているかを明らかにするこ

ランクと同様に，MQ 氷中の Fe と Al は検出されなかっ

とにある．そのために，まず独自に確立したクリーン技

た．一方，アイスピックとノコギリを用いて MQ 氷を

術をオホーツク海の海氷が関わる微量金属の研究に導入

各々切り出した（削り取った）場合には，MQ 氷中に Fe

し，海氷中の Fe（及び Al（アルミニウム）
）の定量分析

と Al の汚染が認められた．

を行った．次に，海氷に含まれる Fe の起源の推定及び，

次に，酸洗浄したセラミック製ナイフを用いて汚染し

海氷によって海盆域へ輸送される Fe を定量的に評価し

た箇所を削ることによって，アイスピックやノコギリか

た．

ら生じる汚染を除去することが可能であるかを調べた．
図 1b は，ノコギリで MQ 氷を切り出した後，その周囲

海氷が関わる鉄の供給過程

図 1：
（a）海氷試料を切り出す際に用いる道具からの汚染の
影響評価．横軸に示す道具で純氷（MQ 氷．超純水を凍結さ
せて作成）を切り出し（削り取り）
，切り出した（削り取った）
MQ 氷中の Fe，Al 濃度を求めた．ブランクは，未処理の
（b）氷のクリーニング操作
MQ 氷中の Fe，Al 濃度を示す．
の検討結果．ノコギリで MQ 氷を切り出し，その周囲をセラ
ミック製ナイフで削り取った削り層中の Fe，Al 濃度を求め
た．横軸は，セラミック製ナイフによって MQ 氷から除かれ
た削り層の厚さを示す．Kanna et al.（2014）の Fig. 1 より加
筆修正．
DL：原子吸光分析の検出限界．Fe：2.12 nM，Al：4.02 nM．
Figure 1：Assessment of possible contamination during
processing of sea ice samples: (a) contamination from each
device, and (b) concentrations of Fe and Al in layers as a
function of distance from the surface of the Milli Q ice (MQ
ice) samples.
DL: limit of detection; the detection limit of a graphite furnace
atomic absorption spectrophotometric method was 2.12 nM
for Fe and 4.02 nM for Al.
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図 2：南部オホーツク海における試料採取地点．△は 2010
年，○は 2011 年に観測した測点を示す．赤丸のプロットは，
80 m の海氷下の海水を採取した St. 13 を示す．Kanna et al.
（2014）の Fig. 2 より加筆修正．
Figure 2：Location of sampling stations for hydrographic
observations (St. 13, red colored plot) and basket observations
in the southern Sea of Okhotsk in 2010 (△) and in 2011 (○).

，海氷下の海水中の Fe（及
見られるシャーベット状の氷）
をセラミック製ナイフで削り取り，集めた削り層中の

び Al）を定量的に評価した結果について述べる．

Fe と Al 濃度を求めた結果を示している．横軸は，セラ

試料の採取は，海上保安庁の砕氷巡視船「そうや」航

ミック製ナイフによって MQ 氷から除かれた削り層の

海を利用して，オホーツク海南西海域海氷観測で実施し

厚さであり，MQ 氷がノコギリの接触面から順次数ミリ

た（図 2）
．海氷上の雪，海氷，スラッシュ試料は，船体

ずつ削られたことを表している．ノコギリの接触面から

の右舷側からクレーンで吊るしたバスケット上より，汚

MQ 氷を順次削ると，削り層中の Fe と Al の濃度は次第

染に注意しながら，酸洗浄済みのボトルまたはビニール

に減少し，約 3 センチ削ると，Fe と Al はほとんど検出

．ビニールに採取した海氷は，Fe，
に直接採取した（図 3）

されなくなった．以上の検討から，酸洗浄したセラミッ

Al 分析用試料とするために，氷をアイスピックで分割

ク製ナイフ用いて海氷の周囲を 3 センチ以上削ることで

した後，低温実験室に設置したクラス 100 以下の簡易ク

汚染を除き，Fe 及び Al 分析用の海氷試料を得ることが

リーンブース内で，セラミック製ナイフを用いた氷表面

可能となった．

のクリーニングを行った．雪，海氷，スラッシュ試料は，
室温で融解後，孔径 0.22 m のフィルターでろ過したろ

3. オホーツク海の海氷に含まれる鉄の定量的な
評価

過試料と未ろ過試料に分画した．本研究では，未ろ過試
料に含まれる Fe 及び Al のうち，pH＜1.8 で溶けうる
画分を全可溶性 Fe 及び Al として定義した．また，ろ

これまで北半球において，海氷に含まれる Fe を定量

過試料に含まれる Fe のうち，pH＜1.8 で溶けうる画分

的に評価した事例は少なく，バルト海（Granskog and

を溶存 Fe として定義した．雪，海氷，スラッシュ試料

Virkanen, 2001）や ベ ー リ ン グ 海（Aguilar-Islas et al.,

中の全可溶性 Fe 及び Al は，0.5 M 硝酸溶液とした後，

2008）
，北極海（Tovar-sánchez et al., 2010）の一部のエ

原子吸光光度計（Model Z-2700, Hitachi High-Tech）で分

リアに限られる．これらの海域では，いずれも海氷中の

析した．濃度の低かった溶存 Fe については，蒸留塩酸

Fe 濃度が高いことが報告されている．一方，オホーツ

の添加によって，pH＜1.8 の酸性溶液として保存した

ク海での報告例は未だない．本章では，南部オホーツク

後，ギ酸アンモニウム緩衝溶液，蒸留アンモニアで pH

海における雪と海氷，スラッシュ（海氷－雪の境界面で

3.2 に再調整し，キレートカラム濃縮－化学発光検出法
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図 3：バスケットを用いた試料採取の一例．バスケット上か
ら，汚染に注意しながら雪，海氷，スラッシュ，海氷間表層水
を採取した．
Figure 3：Photograph of basket sampling. Sea ice, overlying
snow, slush, and open surface water in the ice-covered area
(SWIC) were collected with a basket suspended by the shipʼs
crane at each station.

図 4：雪（n＝8）
，雪氷（n＝10）
，海水起源氷（全可溶性 Fe，
n＝42；溶存 Fe，n＝36）
，スラッシュ（n＝6）
，海氷間表層水
（SWIC：open Surface Water in the Ice Covered-area）
（全可
溶性 Fe，n＝7；溶存 Fe，n＝2）及び海氷下の海水（80 m，
St. 13（図 2 参照）で採水）中の全可溶性 Fe，溶存 Fe 濃度．
値は平均値，エラーバーは標準偏差を示す．Kanna et al.
（2014）の Fig. 5 より加筆修正．
Figure 4：The mean Fe concentrations in snow, snow ice,
seawater-origin ice, slush, and open surface water in the icecovered area (SWIC) at each station. The seawater sample
collected from a depth of 80 m was obtained at St. 13. Error
bar shows the standard deviation obtained at each sample.

（Obata et al., 1993）を用いて分析した．海氷下の海水は，
次の 2 通りの方法を用いて採水した．1）海氷下の海水
は，ケブラーロープに直付けした酸洗浄済みの 5 L ニス
キン採水器を用いた採水によって，水深 80 m より得た．
2）海氷間に存在する表層水（以後，SWIC：open Surface
Water in the Ice Covered-area）は，ニスキン採水器を用
いた採水（水深 10 m より採水）に加え，バスケット上か
らの直接採水によって，汚染に注意しながら，水深 0 m
より得た．海水試料は，孔径 0.22 m のフィルターでろ
過したろ過試料と未ろ過試料に分画した後，蒸留塩酸の
添加によって，pH＜1.8 の酸性溶液として保存した．
pH 3.2 に再調整したこれらの試料中の全可溶性 Fe 及び
溶存 Fe を，キレートカラム濃縮－化学発光検出法を用
いて分析した．
図 4 に，
南部オホーツク海で得た雪，
海氷，
スラッシュ，
海氷下の海水中の Fe 濃度を示す．海氷は，酸素同位体
比のデータをもとに，雪氷と海水起源氷に分類した
（Toyota et al., 2004, 2007）
．本稿では，特に区別する必
要がない場合，雪氷と海水起源氷を含めて「海氷」を用
語として用いる．南部オホーツク海の雪と海氷中の全可
溶性 Fe 濃度は，試料間で不均一な分布を示したものの，
海氷下の海水中に比べて数倍高かった．また，全可溶性

図 5：雪（n＝8）
，雪氷（NH4，n＝9；NO3＋NO2，PO4，SiO2，
n＝10）
，海水起源氷（NH4，n＝39；NO3＋NO2，PO4，SiO2，
n＝41）
，スラッシュ（NH4，n＝4；NO3＋NO2，PO4，SiO2，
n＝5）
，海氷間表層水（SWIC：open Surface Water in the Ice
Covered-area）
（n＝13）及び海氷下の海水（80 m，St. 13（図
2 参照）で採水）中の主要栄養塩濃度．値は平均値，エラー
バーは標準偏差を示す．Kanna et al.（2014）の Fig. 4 より加
筆修正．
Figure 5：The mean macronutrients concentrations in snow,
snow ice, seawater-origin ice, slush, and open surface water in
the ice-covered area (SWIC) at each station. The seawater
sample collected from a depth of 80 m was obtained at St. 13.
Error bar shows the standard deviation obtained at each
sample.

Fe と溶存 Fe との濃度差から，海氷中に存在する Fe の
9 割以上は，粒子の形態であることがわかった．一方，

水（以後，融氷水）によって，オホーツク海表層の主要

Fe の特徴とは異なり，海氷中の主要栄養塩濃度（ただし，

栄養塩濃度は希釈される
（あるいはほとんど変化しない）

アンモニウム塩は除く）は，海氷下の海水中に比べて低

一方で，Fe 濃度は高められると考えられる．

かった（図 5）
．これらの結果から，春季には海氷の融解

海氷が関わる鉄の供給過程
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図 6：
（a）St. A1 周辺の氷況写真．
（b）St. A1 で採取した海氷試料の薄片写
真．Kanna et al.（2014）の Fig. 7 より加筆修正．
Figure 6：Photographs of sea ice area near St. A1 (a) and thick and thin ice
sections taken from the ice block samples (b).

4. 海氷中の鉄濃度と海氷の成長履歴との関係

ice への遷移層（1 cm）で構成され，そのほとんどが
．これらの
Granular ice によって占められていた（図 7）

海氷中の全可溶性 Fe 濃度が，試料間で不均一な分布

結果は，氷盤が静かに乗り重なる過程（Rafting）や氷盤

を示した理由について，海氷の成長履歴から考える．沿

同士が衝突，乗り上げる過程（Ridging）を経て海氷が厚

岸の測点である St. A1（図 2，海氷中の全可溶性 Fe 濃

く成長したことを示唆しており，従って St. A1 で見られ

度：33.6-152 nM）と，沖合の測点である St. A4（図 2，

た海氷とは成長過程が大きく異なることがわかった．海

海氷中の全可溶性 Fe 濃度：233-1228 nM）に着目し，海

氷の柱状コアが示した特徴から，St. A4 周辺で見られた

氷の厚さと海氷の結晶構造をそれぞれ比較した．

海氷は，北部で結氷し，南部へ輸送される過程で厚く成

St. A1 で採取した海氷の柱状コアを調べた結果，海氷

長した比較的古い海氷であったと解釈できる．これらの

の厚さは 9 cm と薄く，単一層の氷盤で構成されたもの

事実から，海氷中の全可溶性 Fe 濃度が，試料間で不均

であった（図 6）
．また柱状コアの結晶構造を調べた結

一な分布を示した理由の一つとして，海氷が形成された

果，柱状コアは集積した晶氷（Frazil ice）と雪氷（Snow

場所やその後の成長履歴の違いが反映されていたことが

ice）で構成される粒状氷（Granular ice）の単一層であ

挙げられる．

り，海氷の熱力学的な成長に伴い形成される柱状氷
．Frazil ice は，
（Columnar ice）は見られなかった（図 6）
気温が低く，強風を伴う擾乱の激しい海域において，結
氷期の初期に形成される氷の形態である．St. A1 は，試

5. オホーツク海の海氷に含まれる鉄の起源の推
定

料採取地点の中で気温が最も低く（－7.9℃）
，Frazil ice

海氷中への Fe の取り込みは，結氷過程，海氷中のブ

が形成されやすい環境下にあったことが考えられる．海

ラインと海氷下の海水との交換過程，及び海氷の輸送過

氷の柱状コアが示した特徴から，St. A1 周辺で見られた

程に付随して起こると考えられる．例えば，大気ダスト

海氷は，沿岸域で結氷した比較的新しい海氷であったと

や大陸棚上の堆積物に由来する鉱物起源の Fe や，海氷

解釈できる．

中のブラインに生息する藻類やデトリタスなどの有機物

一方，St. A4 で採取した海氷の柱状コアを調べた結果，

に由来する海洋生物起源の Fe が，海氷内へ取り込まれ

海氷の厚さは 109 cm まで達し，14 層の氷盤が乗り重

る可能性が指摘されている（Lannuzel et al., 2010）
．本

なって構成されたものであった（図 7）
．また柱状コアの

章では，オホーツク海の海氷中に含まれる Fe の起源に

結 晶 構 造 を 調 べ た 結 果，Granular ice（89 cm）と

ついて考える．

Columnar ice（19 cm）
，及び Granular ice から Columnar

まず，雪と海氷，スラッシュ中の Fe 濃度と塩分の関
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図 7：
（a）St. A4 周辺の氷況写真．
（b）St. A4 で採取した海氷試料の薄片写
真．実線は，海氷ブロック間の境界を示しており，Ridging によって 3 つの
海氷ブロックが乗り重なったことが推察される．破線は，結晶構造から推測
される氷盤の境界を示しており，Rafting によって 13 枚の氷盤が乗り重なっ
たことが推察される．Kanna et al.（2014）の Fig. 8 より加筆修正．
Figure 7：Photographs of sea ice area near St. A4 (a) and vertical profiles of
thick and thin ice sections taken from the ice core samples (b). Thick lines on
the right side of the thin section denote the boundaries of ice blocks, whereas
dotted lines are the estimated boundary layers of piled-up floes.

係を調べた結果を図 8 に示す．海氷中の全可溶性 Fe と

次に，雪，海氷，スラッシュ中の全可溶性 Fe 及び Al

溶 存 Fe は，塩 分 と 有 意 な 相 関 が 得 ら れ な か っ た

濃度（nM）の関係を調べた結果を図 10a に示す．鉱物起

（Spearmanʼs rank correlation，p＞0.2）
．一方，海氷中の

源である Al は，Fe と同様に河川水やエアロゾルの大気

主要栄養塩濃度（ただし，アンモニウム塩は除く）は，

輸送を介して海洋へ流入する．Fe とは異なり，Al は生

塩分と有意な正の相関を示した（Spearmanʼs rank cor-

物にほとんど利用されないため，海氷中の Fe と Al の

relation，p＜0.01）
（図 9）
．これらの結果は，海氷中の主

比は，鉱物起源の Fe と海洋生物起源の Fe を識別する

主に海水が考えられるのに対し，
要栄養塩の起源として，

上で良い指標となる．海氷中の全可溶性 Fe は，Al と有

Fe の起源として，海水以外のその他の寄与が大きいこ

意な正の相関（Spearmanʼs ＝0.88，p＜0.01）を示した

とを示唆している．すなわち，海氷に含まれる主要栄養

ことから，Fe（主に粒子態の Fe）は，結氷時あるいは海

塩は，結氷期の脱塩の程度に依存して海氷から排出され

氷の輸送時に Al と同じ経路で海氷中へ取り込まれたこ

るのに対し，Fe は脱塩以外のその他の過程によって，海

とが示唆された．さらに，オホーツク海の海氷に含まれ

氷中に濃縮されると解釈できる．

る粒子を孔径 0.22 m のフィルター上に捕捉し，酸分解

海氷が関わる鉄の供給過程

図 8：雪，海氷（雪氷，海水起源氷）
，スラッシュ中の全可溶
性 Fe，溶存 Fe 濃度と塩分の関係．海氷中の Fe 濃度と塩分
と の 間 に，有 意 な 相 関 は 認 め ら れ な い（Spearmanʼs rank
correlation, p＞0.2）
．Kanna et al.（2014）の Fig. 9 より加筆
修正．
Figure 8：Concentrations of total dissolvable Fe and dissolved
Fe as a function of salinity in all samples. The Spearmanʼs
rank correlation coefficient ( ) was applied to test significant
relationship between Fe and salinity in sea ice.
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図 10：
（a）雪，海氷（雪氷，海水起源氷）
，スラッシュ中の全
可溶性 Fe 濃度と全可溶性 Al 濃度の関係．海氷中の全可溶
性 Fe 濃度は，全可溶性 Al 濃度と有意な正の相関を示す
（Spearmanʼs ＝0.88，p＜0.01）
．Kanna et al.（2014）の Fig.
10 より加筆修正．
（b）海氷に含まれる粒子中の Fe と Al 含
量（mol）の関係．大陸地殻中の Fe/Al 比：0.30（Taylor and
Mclennan, 1985）を傾きにとった直線を赤線，北部オホーツ
ク海大陸棚上懸濁粒子中の Fe/Al 比：0.18-0.35（Shigemitsu
et al., 2013）の上限値と下限値をそれぞれ傾きにとった直線
を黒破線で示す．
Figure 10：(a) Total dissolvable Fe concentrations (nM)
plotted against total dissolvable Al in all samples. The
Spearmanʼs rank correlation coefficient ( ) was applied to
test significant relationship between total dissolvable Fe and
total dissolvable Al in sea ice. (b) Fe contents (nmol) plotted
against Al from sea ice-derived particles of the Okhotsk Sea.
The solid red line indicates the Earthʼs crust (Taylor and
McLennan, 1985) ratios. The dashed black line indicates the
suspended particles ratios (lower and upper values) on the
northwestern continental shelf of the Okhotsk Sea
(Shigemitsu et al., 2013).

次に，海氷に取り込まれる大気ダスト由来の Fe の寄
与について考える．ここで，大気ダストは降雪によって
図 9：雪，海氷（雪氷，海水起源氷）
，スラッシュ中の主要栄
養塩濃度と塩分の関係．海氷中の主要栄養塩（ただし NH4を
除く）濃度は，塩分と有意な正の相関を示す（いずれも有意
水 準 p＜0.01 で，NO3＋NO3：Spearmanʼs ＝0.69；PO4：
Spearmanʼs ＝0.68；SiO2：Spearmanʼs ＝0.78）
．Kanna et
al.（2014）の Fig. 6 より加筆修正．
Figure 9：Macro-nutrient concentrations as a function of
salinity in all samples. The Spearmanʼs rank correlation
coefficient ( ) was applied to test significant relationship
between macro-nutrient and salinity in sea ice.

，冬季の間，海氷上へ
海氷上へ沈着し（乾性沈着も含む）
蓄積されているものと仮定する．南部オホーツク海の雪
中の全可溶性 Fe 濃度：1234±1042 nM は，海水起源氷
の全可溶性 Fe 濃度：720±783 nM と同程度の値を示し
たことから（Wilcoxon rank-sum test，p＞0.1）
，降雪に
よって海氷上へ Fe が付加される過程もまた，海氷中の
Fe 濃度を高める要因の一つであると考えられる．そこ
で，南部オホーツク海で明らかとなった雪と海水起源氷
中の全可溶性 Fe 濃度から，海氷に取り込まれる雪由来

処理を行った粒子中の Fe と Al を，誘導結合プラズマ

の Fe の寄与を推定した．試料採取地点の中で，雪中の

質 量 分 析 計（Thermo Fisher ELEMENT 2, Bremen,

全可溶性 Fe 濃度が最も高かった St. A4 に着目し，雪，

Germany）で分析した．粒子中の Fe と Al 含量（nmol）

海水起源氷中の全可溶性 Fe 濃度（雪：3536 nM，海水起

の関係を図 10b に示す．海氷に含まれる粒子中の Fe と

源氷：1207-1228 nM）
，現場で観測した海氷密度：879 kg

Al のプロットは，大陸地殻中の Fe/Al 比：0.30（Taylor

m-3 と海氷厚さ：109 cm 及び，オホーツク海の海氷中に

and Mclennan, 1985）及び，北部オホーツク海大陸棚上

取り込まれる雪の全海氷に対する重さの比率（Mass

懸濁粒子中の Fe/Al 比：0.18-0.35（Shigemitsu et al.,

fraction）
：1-2％（Toyota et al., 2007）を用いて，海氷中

2013）の範囲で分布する傾向にあった．従って，海氷に

に含まれる雪由来の Fe の寄与率を 5.8-6.0％と試算し

含まれる Fe は，主に鉱物起源の大気ダストや大陸棚上

た．さらに，南部オホーツク海の雪，海水起源氷中の全

の堆積物に由来すると考えられた．

可溶性 Fe 濃度の平均値，Toyota et al.（2007）によって
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南部海域で報告された平均海氷密度，平均海氷厚さ，及

．冬季の海氷域面積がどれだけ拡大するか
et al., 2014）

び Mass fraction を用いて試算すると，海氷中に含まれ

に依存するものの，海盆域で起こる海氷融解過程は，沿

る雪由来の Fe の寄与率は 1.7-3.4％となる．これらの

岸から離れた海盆域へ Fe を供給することにつながり，

結果を考慮すると，海氷に取り込まれる Fe のうち，雪

春季以降の植物プランクトンの増殖に重要であると考え

由来，従って大気ダスト由来の Fe の寄与は小さいこと

られる．

が考えられる．
以上をまとめると，オホーツク海の海氷に含まれる
Fe（主に粒子態の Fe）の主要な起源は，結氷期に直接海
氷中に取り込まれた陸棚上の堆積物由来の Fe であるこ
とが示唆された．

7. おわりに
海氷が関わるオホーツク海表層への Fe の供給過程
は，環境の変化に対して影響を受けやすいものである．
オホーツク海の海氷生成量は，ここ数十年で減少傾向に

6. 南部オホーツク海への海氷輸送に伴う鉄の輸
送量
南部オホーツク海で明らかとなった雪と海氷中の Fe

あることが指摘されている（Nakanowatari et al., 2007）
．
また 2015 年の 2 月下旬には，オホーツク海の最大海氷
域面積が 2014 年までの平年値を大幅に下回り，気象庁
が 1971 年に統計を開始して以来，過去最少を記録した．

濃度から，海氷によってオホーツク海の北部から南部へ

オホーツク海の海氷生成が弱まると，海氷による Fe 輸

輸送される Fe の量を推定した．南部オホーツク海の

送機能が衰退し，海盆域への Fe 供給量が減少する可能

雪，海氷中の全可溶性 Fe 濃度：740±199 nM（Mean±

性がある．その結果，オホーツク海の海盆域は，北太平

95％ Confidence level）
，及び北緯 53 度で見積もられた

洋亜寒帯域やベーリング海海盆域と同じように，Fe の

海氷輸送量：3.0±0.9×10 m （Simizu et al., 2014）を

不足により植物プランクトンの増殖が低く抑えられた海

用いて，海氷による Fe 輸送量を，～1.2×10 kg yr と

域，す な わ ち HNLC（High-Nutrient Low-Chlorophyll

見積もった．海氷による Fe の輸送量は，輸送時の Fe

regions）海域となってしまうシナリオも考えられる．
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3

7

－1

の損失による過小見積もりの可能性があるが，北緯 52

このように，海氷による Fe の輸送過程は，海盆スケー

度で見積もられたアムール川の影響を受けた東サハリン

ルで起こるダイナミックな過程であり，従って海氷域面

海 流 に よ る 表 層 へ の Fe の 輸 送 量：9.0×104 kg yr-1

積の経年変動また長期変動は，海洋表層への Fe 供給量

（Nishioka et al., 2014）と比べて 3 オーダー高かった．さ

を変化させ，極域海洋の Fe が関わる生物地球化学諸過

らに，南部オホーツク海で推定された融氷水のフラック

程に大きな影響を与えている可能性がある．今後，海氷

ス：～1 m yr （単位面積当たり）
（Nihashi et al., 2012）

減少に伴う栄養環境及び，生物環境の変化を理解する上

を用いて，海氷から海洋表層へ供給される Fe フラック

で，海氷による海洋表層への Fe の輸送と供給過程に関

スを，～740 mol m yr と見積もった．海氷からの Fe

する知見は，さらにその重要性が高まると考えられる．

－1

-2

-1

フラックスは，西部北太平洋で報告された大気ダストか
らの Fe フラックス：267-929 mol m-2 yr-1（Fung et al.,
2000；Measures et al., 2005）に匹敵するものであり，海
氷は，融解期の短期間で，大気ダストの年間供給量に値
する Fe 量を表層へ供給すると考えられた．
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オホーツク海において，海氷輸送に伴う Fe の輸送量
は，アムール川の影響を受けた東サハリン海流による
Fe の輸送量に比べて大きく，また海氷融解に伴う Fe の
供給量は，西部北太平洋における大気ダスト由来の Fe
の年間供給量に匹敵するものであった．本研究から明ら
かとなった海氷による Fe の輸送と供給過程は，オホー
ツク海の基礎生産に大きな影響を与えている可能性があ
る．実際に海盆域の一部のエリアでは，Fe の不足が植
物プランクトン増殖の律速要因となることが報告されて
いる（Yoshimura et al., 2010；Sugie et al., 2013；Suzuki
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