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加藤真⼀



2P3   初めに
P4   国際年代層序表
P5   地球の気候変動の歴史概観
P6   ⼤陸移動
P7   海洋深層循環
P8   海洋のCO2吸収
P9   CO2固定までのタイムスケール
P10 第四紀の氷床の極⼩期と極⼤期
P11トピックス ⽇本の氷河
P12 間氷期から氷期への移⾏のメカニズム
P13 ミランコビッチ・サイクル
P14 ⽇射量の変化と氷床規模の変化（気温変化）
P15 過去の環境を推定する⽅法
P16 海洋底に堆積したCaCO3中のδ18O濃度からの推定例
P18 海底コアとプランクトンからの情報
P19 地球システムモデリング（ESM）
P20 ＊当該論⽂の概要
P21 ＊現在と過去の氷期への移⾏の類似例の⽐較
P22 ＊氷床量の⽐較（過去と今後の予想）
P23 ＊間氷期から氷期への移⾏の境界条件
P24 ＊過去の氷期と間氷期
P25  過去の氷期と今の間氷期⽐較、⼈間活動の影響
P26 ＊次の氷期はいつか
P27 追加 現状認識と将来

⽬次



3

・⼈新世とともに別サイクルに⼊ったか
a. 「⼈新世における地球システムの道筋」

https://takahitomitsui.jimdo.com/home/情報発信‐⽂献翻訳など/ホットハウス‐アース論⽂の全訳/
b. 「 Trajectories of the Earth System in the Anthropocene」

PNAS August 14, 2018 115 (33) 8252‐8259; first published August 6, 2018 
https://www.pnas.org/content/115/33/8252

c. 「地球温暖化はもう⼿遅れか？（はたまたミニ氷河期到来か）」
https://news.yahoo.co.jp/byline/emoriseita/20180813‐00092812/

・間氷期から氷期に移る条件について（本⽇の紹介のもとネタ）
a.「 Critical insolation–CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception」

A. Ganopolski, R. Winkelmann & H. J. Schellnhuber
Nature volume 529, pages 200–203 (14 January 2016)

https://www.nature.com/articles/nature16494
b. 「今の⼈類が⼤寒冷期とニアミスしていたことを知ってましたか? そして次の寒冷期の
到来は?」

https://news.yahoo.co.jp/byline/emoriseita/20180603‐00086007/

・氷期から間氷期に移る条件について
「 A simple rule to determine which insolation cycles lead to interglacials」

P. C. Tzedakis, M. Crucifix, T. Mitsui & E. W. Wolff
Nature volume 542, pages 427–432 (23 February 2017)

https://www.nature.com/articles/nature21364

⼈新世Anthropocene（アント
ロポセン）：⼈類の時代の意。
第四紀の完新世に続く最も新
しい年代（世）で、地球環境
に対する⼈類の影響度が著し
く増⼤した時代

無氷河期（ジュラ期、⽩亜紀等）
氷河期 氷期

間氷期 ⼩氷期、温暖期

本報告での⽤語
初めに
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全球凍結

恐⻯絶滅

チバニアン

主
に
こ
の
時
代
の
話

三葉⾍絶滅A

B

C

D

E

全球凍結？

氷河期

氷河期

氷河期
氷河期

⽣物⼤爆発

国際年代層序表

恐⻯絶滅D

E

猿⼈出現

原⼈出現

旧⼈出現

新⼈出現 20万年前

ここでは、氷河期である新⽣代第三・四紀（最近⼆千万年）を主に扱う

地球誕⽣

現在

⽩⾊腐朽菌（シイタケ等）が⽊質完
全分解能⼒を得て、⽯炭紀が終了
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Steffen, W, Leinfelder, R, Zalasiewicz, J, Waters, CN et al. 2016. Stratigraphic and 
Earth System Approaches to Defining the Anthropocene. Earth’s Future. DOI: 
10.1002/2016EF000379.

地球の気候変動の歴史概観

氷河期 無氷河期

Ma:百万年

Ga:⼗億年（a:annum ラテン語で年）

Ka:千年

全
球
凍
結
？

全
球
凍
結

全
球
凍
結
？

⽣物⼤爆発

恐
⻯
絶
滅

チバニアン

本格的農耕・牧畜開始、⽂明の発展

中世温暖期
⼩氷期

三
葉
⾍
絶
滅

縞状鉄鉱床の形成

温
度

地球全史
地
球
誕
⽣
直
後

現
在

現在の⽂明は、気候が安定した間氷期を
前提に花開いている。

暗い太陽のパラドックス

海洋深層循環の異常？

不安定な氷期
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http://archaeologist.blog.jp/archives/14897670.html

A B

DC

E

⼤陸移動

現在は、
・バラバラな⼤陸が⽐較的北
に偏り、⾚道と両極地⽅が⼤
陸間の太洋で結ばれている
・北半球⾼緯度に⼤きな⼤陸
がある

深層循環がなく
海洋底の有機物
が分解されず堆
積

→中東の油⽥
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http://www.jamstec.go.jp/res/ress/kawakami/lecture.html

深層循環
北部北⼤⻄洋グリーンランド沖で表層⽔が冷却され、深層へ沈み込むことによって始ま
る地球規模の海⽔の流れ。深層で北⼤⻄洋から南下し南極海へと到達し、南極⼤陸周辺
を周回。その⼀部が太平洋で北へと向かい、北部北太平洋まで北上した後に表層へと戻
る。この間にかかる時間は、平均で約2,000年だと⾔われている。ブロッカーと⾔う研究
者が提唱したことから、「ブロッカーのコンベアベルト」とも呼ばれる。

北緯65度

深層循環を通して、海洋上下層の⼊れ替わり、低層への酸素の供給と⾚道地
域と両極地間の熱移動が起こっている。

海洋深層循環
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JAMSTEC Blue Earth誌 2004 11/12号 P13より ⼀部改変

炭酸カルシウムでできた殻が海底に沈み、CO2を固定する⽣物活動によるCO2吸収の仕組み（⽣物ポンプ）

海⽔の物理化学的性質によるCO2吸収の仕組み
（溶解ポンプ）

海洋⼤循環は海⽔をかき混ぜる働きによりCO2吸収・
排出に影響を及ぼすとされる

海洋はCO2の⼤きな吸収源。
分解されなかった有機物や、炭酸カルシウムは海底に堆積し固定される。

海洋のCO2吸収
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海⽔の吸収１
CO2 + H2O → HCO3

‐ + H+ 酸性化

海⽔の吸収２
CO3

2‐ + H+→HCO3
‐ 酸性化の緩和

CO2 + H2O → HCO3
‐ + H+

かんらん⽯、輝⽯等Mg,Ca,Feを含む⽕成岩の⾵化
例・Mg2SiO4 + 2CO2 → 2MgCO3 + SiO2
・Mg2SiO4 + CaMgSi2O6 + 2CO2 + 2H2O

→ Mg3Si2O5(OH)4 + CaCO3 + MgCO3

⼤気中に放出されたCO2の多くが固定されるまでには万年単位の⻑い時間がか
かる（海⽔の吸収２）。⽕成岩の⾵化作⽤により完全に吸収されるには、さ
らに⻑い時間が必要。
（以前は、海はほぼ無尽蔵に早々にCO2を吸収するとされていた）

Archer, D & Brovkin, V. 2008. The millennial atmospheric lifetime of anthropogenic CO2. Climatic Change. 90:283‐297, DOI: 10.1007/s10854‐008‐9413‐1.

殻をもつ⽣物への影響

⽕成岩層に積極的
に炭酸⽔を⼊れて
固定する⽅法も

CO2固定までのタイムスケール

陸域を含めた炭素循環は、例えば柏⽊他、顕⽣代におけるグローバル炭素循環と⼤気CO2：数値シミュレーションによるアプローチ、岩⽯鉱
物科学 44,271‐287, 2015 に詳しい
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第四紀の氷床の極⼩期（間氷期、濃⿊）と極⼤期（氷期、グレー）

https://ja.wikipedia.org/wiki/氷河時代

北半球 南半球

氷床：地表部を覆う総⾯積5万km2以上の氷塊（氷河）の集合体
（氷海は含まず 北極圏等）

第四紀の氷床の極⼩期と極⼤期
北緯65度

・北半球の⾼緯度には陸地が広がるが、南半球の⾼緯度は海洋
・氷期には、北半球は氷床が広く拡⼤したが、南半球はそれほどでもない
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2019100300215
今の⽇本にも氷河は複数ある

トピックス ⽇本の氷河
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間氷期（地球全体が暖かく氷床が少ない）

夏の北半球⾼緯度の⽇照量の低下 ＋ 低い温室効果ガス濃度

⾼緯度陸地の夏の気温の低下

降雪が翌冬まで溶けず

氷床の増加

太陽光の反射率の増加
（アルベド）

吸収熱量の低下

氷期（地球全体が冷たく氷床が拡がる）
（本ページは私のまとめです）

アルベド例
新雪：0.80〜0.85
雲：平均0.5
砂漠：0.25
地⾯：0.07〜0.2
森林：0.03〜0.1
海：0.03〜0.1
地球：0.33

間氷期から氷期への移⾏のメカニズム

+気温低下による
CO2濃度減少
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https://www.shizuoka.ac.jp/pressrelease/pdf/2017/PressRelease_18.pdf
「深海チャートに記録された、天⽂学的周期に伴う中⽣代温室地球の陸域環境変動 −超⼤陸パンゲアのメガ・モンスーンが関与か？− 」

obliquity

ミランコビッチ・サイクル
PrecessionEccentricity

⽇射量はミランコビッチ・サイクルにより周期的に変化



14⽇射量の変化と氷床規模の変化（気温変化）

ミランコビッチ・サイクルを決定付ける変化要素とその結果
現在から100万年前までの情報。上から3つの要素は⽇射量を決定づける要因である。歳差運
動（Precession）の周期は3つあり、それぞれ1万9000年、2万2000年、2万4000年である。⾃転
軸の傾斜⾓（Obliquity）の変化は周期4万1000年。公転軌道の離⼼率（Eccentricity）変化は周
期9万5000年、12万5000年、40万年。この結果、北緯65度における⽇射量は複雑な変化を⽰す
ことが計算できる。氷床規模の変化は⽇射量の変化と相関が良いように⾒える。

（離⼼率変動）

（地軸傾動）

（歳差運動）

（トータル）

（氷床規模変化）

https://ja.wikipedia.org/wiki/ミランコビッチ・サイクル

（夏⾄）

現在 過去

⽇
射
量
変
化

氷床規模の変化（気温変化）は⽇射量の変化と相関が良い？

現在
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２．過去の⼆酸化炭素等の濃度を推定する⽅法

・海洋底に堆積した有孔⾍のCaCO3中のδ18O濃度から推定
・南極やグリーンランドの氷床中のδ18O濃度から推定

http://ocw.nagoya‐u.jp/files/299/kai_omnibus4.pdf

・南極やグリーンランドの氷床中に閉じ込められた⼤気中の濃度を測る

１．過去の地球環境温度を推定する⽅法
酸素同位体⽐δ18O：
酸素の安定同位体で
ある18Oと16Oの存在
⽐を表す量

過去の環境を推定する⽅法

海底に堆積した有孔⾍や、南極・グリーンランドの氷床中の⼤気を⽤いて推定



16

Lisiecki, L. E. & Raymo, M. E. A. Pliocene‐Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records, Paleoeanography 20, PA1003 (2005)

海洋底に堆積したCaCO3中のδ18O濃度からの推定例

世界中の海底を掘削して積みあがった堆積物をサンプリング
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17
Lisiecki, L. E. & Raymo, M. E. A. Pliocene‐Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records, Paleoeanography 20, PA1003 (2005)

海洋底に堆積したCaCO3中のδ18O濃度からの推定例（続き）

57のボーリングサンプル中の有孔⾍の殻のデータを取り、まとめた結果例１

現在

ほぼ１０万年周期
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Global glacier dynamics during 100 ka Pleistocene glacial cycles
Philip D. Hughesa*, Philip L. Gibbardb
Quaternary Research (2018), 90, 222–243. doi:10.1017/qua.2018.37

海⾯付近プランクトンの酸素同位体量からの海⽔⾯温度

海底コア酸素同位体量

BP  : before present  = 1950

海底コアとプランクトンからの情報
MIS：Marine Isotope Stage

底⽣および浮遊性有孔⾍の殻からデータを取り、まとめた結果例２放射性同位体を⽤いた年
代表⽰の原点は1950年。
それ以降は、原⽔爆実験
のため使えないため。

現在
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１．概念モデル
・放射平衡温度計算モデル等
・概念の理解には役⽴つので教育⽬的や理論体系構築に⽤いられるが、将来予測
には不適。

２．AOGCM（⼤気海洋結合⼤循環モデル）
・⼤気：⼤循環モデル＋エアロゾルモデル＋⼤気化学モデル
海洋：⼤循環モデル＋炭素循環モデル
陸⾯：陸⾯過程モデル＋植⽣動態モデル（砂漠や森林等）＋炭素循環モデル
これらを結合

・計算量が多く、計算資源の制約⼤。

３．EMICs（Earth system Models on Intermediate Complexity）
・⼤気、海洋の運動⽅程式や放射過程の取扱いを⼤幅に簡略化しつつ、気温や
深層循環等の基本的な気候変数の地理分布は出⼒されるよう⼯夫したモデル。

・数千年スケールの時間積分が必要となる古気候の問題に使⽤。

４．当該論⽂で使⽤したのは、

河宮未知⽣,  2013：地球システムモデル. 天気, 60, 129‐131
河宮未知⽣,  2007：地球システムモデリング. 天気, 54, 275‐278

地球システムモデリング（ESM）

・ CLIMBER‐2（CLIMate‐BiosphERe model ドイツポツダム気候影響研究所開発EMIC）
＋SICOPOLIS（SImulation COde for POLythermal Ice Sheets 

ドイツダルムシュタット⼯科⼤学の三次元熱⼒学的氷床モデル）
・パラメーターは⼤気モデルの中の実効的雲⾼違いで、20セットを計算。

内容、妥当性不明
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北緯65度における夏⾄の⽇射量。現代はここ最近で最低値を記録しそうだが、氷河
期に⼊る兆候は今の所ない。

ここ数百万年の地球は氷河期と間氷期を繰り返している。しかしながら、どのよう
なメカニズムで氷河期に⼊るのかは、ここ数⼗年の研究にも関わらず良く分かって
いない。例えば、近年の北半球の⽇照パターンは、過去の氷河期開始時期のパター
ンと似ている。北半球での⽇射量の減少により、北半球での氷床⾯積は増⼤し、氷
河期に⼊る事が過去の通例であった。しかしながら、現状の北半球の⽇射量は最⼩
値に近いにも関わらず、地球が氷河期に⼊る様⼦は⾒られない。

氷床のコアサンプルが存在する過去8回の氷河期のデータから、中程度に複雑な古
気候を再現する気象モデルを構築し、⼤気中の⼆酸化炭素濃度に応じた、氷河期に
⼊る⽇射量をシミュレーションした。

その結果、後期完新世（現在）のような⼆酸化炭素濃度の⾼い時には、予想以上に
⽇射量が低くならなければ氷河期にならない事が判明した。この気候モデルに当て
はめると、現在の⼆酸化炭素濃度では仮に⼈類による（産業⾰命以降の）⼆酸化炭
素放出が無かった場合でも、現在の間氷期はあと5万年続くと推定された。但し、
実際には総量で1兆〜1兆5000億tに達する⼈為的な⼆酸化炭素放出があるため、こ
れによる温室効果が加味される。結局の所、次の氷河期は少なくとも10万年以上先
になるだろう事が結論である。

http://scienceminestrone.blog.fc2.com/blog‐entry‐735.html に⼀部追記、変更

＊当該論⽂の概要



21＊現在と過去の氷期への移⾏の類似例の⽐較

現在MIS1は、過去のMIS11やMIS19と状況は似ている。

離
⼼
率
変
動

歳
差
運
動

地
軸
傾
動

CO
2 濃

度



22＊間氷期から氷期への移⾏の境界条件

280 ppm
240 ppm

閾値線

CO2濃度

間氷期のまま

氷期へ

移⾏の閾値線と幅

間氷期から氷期に移る閾値を、⽇射量とCO2濃度の関係に⾒出した。

過去の移⾏と現在

現在 未来過去



23＊氷床量の⽐較（過去と今後の予想）

MIS11,MIS19の氷期移⾏は再現できている。現在MIS1は移⾏しなそう。

現在 未来 現在 未来



24＊過去の氷期と間氷期

⻘線：CO2濃度
⿊線：閾値線

著者らのシミュ
レーション結果

海底堆積物のδ18O
計測値からの再構
成結果

海⽔⾯上下
換算の氷床
量

＊(a.u.)

＊(m)

著者等のシミュレーション結果は、複数のδ18Oからの氷床量（地球気温）
の推定結果と整合している。

現在過去
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Late Holocene climate: Natural or anthropogenic?  W. F. Ruddiman, etc Reviews of Geophysics 54, 93–118 (2016)

➡ 完新世後期には⼤気中のCO2とメタンの濃度が
増加傾向に向かうが、これはこれまでの間氷期とは
全く異なる変動様式である。過去の間氷期との⽐較
（特にMIS19）を通じて、これらの温室効果ガスの
変動が⾃然変動を逸脱したタイミングを森林破壊や
農耕の始まった「約6000年前」に定めた。⼈間活動
が全球に与えた影響は従来考えられていたよりも早
かったという意⾒。

http://palaeo‐kuroneko.blogspot.com/p/blog‐page_1.html 

農業等
の⼈為
的活動
分

過去の氷期と今の間氷期⽐較、⼈間活動の影響
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CO2をさらに排出している現状では、当⾯氷期に移⾏しない。

P9  CO2固定までの
タイムスケール参照
上から、CO2累積排出
量が

1500 Gt
1000 Gt
500 Gt
0 Gt

現在 未来
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Figure 2: 完新世をスタートとする地
球システムの経路の安定性を表す地
形（すなわち、氷期・間氷期の極限
周期軌道をスタートとしてより暑い
⼈新⽣の現在の位置へと⾄る経路）

Figure1: 典型的な氷期・間氷期
サイクルの経路に対する将来気
候の可能な経路の略図

「⼈新世における地球システムの道筋」
https://takahitomitsui.jimdo.com/home/情報発信‐⽂献翻訳など/ホットハウス‐アース論⽂の全訳/

海⽔⾯⾼

温
度

⼈為的CO2増加により、これまでの氷河期サイクルとは違う位相に移るか。

追加 現状の認識と将来 これまでの氷河期のサイクル

現在

未来
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END


