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Earth system is composed of several reservoirs (boxes) such as atmosphere, hydrosphere,

biosphere, geosphere and humans. Mass and energy circulations are occurring between these reservoirs.

In long-term period, the steady state conditions are attained. However, in a short-term period, geologic

events (e.g., volcanic activity) and humans activity (e.g., anthropogenic CO2 emission to atmosphere)

largely influence the amount and concentration of elements in reservoirs. For example, atmospheric

CO2 concentration has been increasing during the last 250 years due to the anthropogenic CO2

emission. Global geochemical cycle simulations based on multi box model (linear and pseudononlinear

model) are useful to clarify the changes in atmospheric CO2 concentration and climate (e.g., atmospheric

temperature) during the past and in the future. In this paper, the results of previous model calculations

on those CO2 and temperature changes during the past(e.g., 108 years, 6.0×106 years, and 120

years) are given. The unsolved problems on the calculations (the uncertainty of parameters, assumptions
on the calculations etc.) are cited.

1. はじめに

近年, 地球環境問題が大きな問題となってきている。こ

れには様々な問題があるが, その中でも地球温暖化問題が

もっとも重大な問題といわれている。この地球温暖化を引

き起こすものとして, 大気中の二酸化炭素濃度の増大があ

げられている。

大気中の二酸化炭素濃度は, 人間による大気への二酸化

炭素の排出以外に, 大気と他の地球環境 (海洋, 生物, 岩

石) との相互作用によって決められる。したがって, 地球

環境内での炭素の循環とそれに伴う相互作用について理解

する必要がある。 これ らを明らかにす るために, グローバ

ル炭素循環に関するシ ミュ レーションとそれに基づ く気候

変動の解析に関する研究がなされて きた。

本解説では, 炭素循環 を中心 にして, グローバ ル物 質循

環 シミュレー シ ョンの基礎的事項 の解 説 と, その応用 例

(大気中の二酸化炭素濃度 と気温の長期的変動) を示 したい。

2. 地 球 シス テム科学 とは

上記の問題 を考 えるためには, 近年発達 して きた地球シ

ステム科学 によるアプローチが有効 である。1)そこで まず,

(C) 2007 The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis.
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地球 システム とはどの様 なも0で あ り, これ を解 き明かす

地球 システム科学 とは どの様 な学問であるのかについて述

べ たい。

システムとは, 相互作用 をし合う要素から構成された ま

とま りのあ る全体 のこ とをい う。地球 は, 大気圏, 水圏,

生物圏, 人間圏, 岩石圏 (地殻, マ ン トル, コア) か ら成

り, これらの間には相互作用 (すなわち, 物質, エネルギ

ーの出入 り) があるので, 地球を一つのシステムとみ なす

ことが出来 る。これ を“地球 システム”と呼 ぶ (Fig. 1)。2)

地球システムを構成す る要素 (大気圏, 水圏, 生物圏, 人

間圏, 岩石圏) をサブ システム (またはリザーバー) と呼

ぶ。 サブシステム間では物質 とエネルギーの出入 りが絶 え

ず あ り, その状態 は絶 えず変化 している。この地球システ

ムについて研究する学問 を地球 システム科学 とい う。この

地球 システム科学の主 な目的は, 以下 を明 らかにすること

である。

(1) サブシステムの構成要素 の存在状態, 存在量, (2) サ

ブシステム間の相互作用 (入力 (インプッ ト), 出力 (アウ

トプ ット)) のフラックス (移行率-単 位: 時間当た りの物

質, エネルギーの移動量), (3) 各々のサブシステムの過去

か ら未来への時間的変動, (4) フラ ックスを決めるメカニズ

ム (例えば, 化学反応, 移流, 拡散)。

以下では, 主に, 炭素循環を例 にとり, 主 として上記 (1),

(2), (3) について考 えてみたい。

3. グローバ ル炭素 循環 と気候 変動

多 くの元素の中でも炭素は地球システム内の循環に関 し

て最 も研究がなされている元素である。Fig. 2は, 人間圏を

除 いた地球 システムにおけるグローバ ル炭素循環 をまとめ

た ものであ る。3)炭素 の存 在量 とフ ラックス については

Table 1と Table 2に 示 してある。炭素の各 リザーバー中

での主な存在状態は異 なっている。それらは, 大気圏: 二

酸化炭素, 生物圏: 有機化合物, 炭酸塩, 海洋: 炭酸水素

イオ ン, 溶存二酸化炭素, 岩 石圏: 炭 酸塩, 炭素であ る。

Fig. 2か らも明 らかなように, 各リザーバーでの炭素量につ

いては, 岩石 中に圧倒的に多 いといえる。その次 に海洋 中

に多 く, 生物圏, 大気圏 と続 く。各 リザーバー間の フラ ッ

クスの見積 もりをす ることは難 しく, 多 くの誤差 を伴 う。

Fig. 2に 示 したモデルでは, 地球システムを九つのボ ックス

に分けている。 ここでは, 生物圏 を陸の生物圏, 海の生物

圏, 陸の死んだ有機物, 海の死 んだ有機物 と四つに分けて

いる。多 くの場合, 各 リザーバー内の炭素量の時間的変化

のない定常状態が成 り立 っている として, はっきりしてい

ない フラックスについては推定がなされている。すなわち,

あ るリザ ーバーへの インプ ットとアウ トプ ットが等 しいと

してフラックスを求め る。

各 リザーバー間のフラックスの 中では, 大気 圏と生物 圏

Fig. 1 Interaction between subsystems in earth system.2)

Fig. 2 Global carbon cycle including geosphere.3)

Unit: 1015g of C/year.

Table 1 Amount of carbon in reservoirs (in 1015g).3)
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間, 有機物-海 洋間の フラックスが大 きい。 しか し, 岩石

圏 と他の リザーバ ー間のフラックスは小 さい。そ こで, 生

物圏-水 圏-大 気圏 を閉 じた系 と考 え, この内部での循環

だけを近似的に考 えることも可能である。これを“生物化

学循環”とい う。 この生物化学循環の主な反応 は, CO2+

H2O=CH2O+O2で ある。ここで, 左か ら右への反応が植

物 などによる光合成反応 (より正確 に言 えば, 光合成か ら

植物の呼吸分 を差 し引いた“正 味の”光 合成反応) であ り,

右か ら左への反応 は有機物の腐敗・分 解反応である。一方,

水 圏-大 気圏-岩 石圏内の循環 を“地球化学循環”と い う。

この地球化学循環の主要 な化学反応 は, CaSiO3+CO2=

CaCO3+SiO2で ある。左 から右への反応は岩石の風化 (岩

石 は主 にケイ酸塩 よりな り, 上で はその例 として, カルシ

ウムケイ酸塩 の反応を考えた), 海中での炭酸塩化 (CaCO3

の生成), 堆積作用であ り, 右から左への反応は, 火成作用,

熱水作用, 変成作用, 続成作用である。

二酸化炭素は, よ く知 られているように温室効果ガスで

ある。 したがって, 大気 中の二酸化炭素濃度 により気温が

変化 し, 気候 変動が もた らされる。 この二酸化炭素 と温室

効果 との関係はおおよそわかっているので, 二酸化炭素濃

度変化率がわかると, 気温変化率を推定す ることがで きる。

4. 地球 システ ム内物質 循環 の解 析

以上述べた ように, 地球システム内の物質循環 を明 らか

にするためには, 多 くの リザ ーバー間の フラックス, リザ

ーバー内の存在状態, 存在量, これ らの時間的変化が明ら

か にされない といけない。 そ して, さ らに近年では, 人間

圏か ら大量の二酸化炭素 などの物質が大気, 水, 土壌 圏へ

排 出 され, 地球 システムが攪乱 してい る。 それに対 して,

各サ ブシステムの応答がみ られる。以下 ではまず, この各

サ ブシステムの応答性 について簡単なモ デルに より考 える。

次 に, 複雑 なモデルによる大気 中での量, 濃度の時間的変

化 を求め, 実測値 との比較・検討 をする。

ここでは, ボックスモ デルによる解析 を行 う。まず もっ

とも簡 単 な二 つ の ボ ック ス 間 の相 互 作 用 に つ い て 考 え る。

は じめ に, そ の数 学 的手 法 につ い て説 明 し, 若干 の応 用例

を示す。

二 つ の ボ ックス の質量 をM1, M2, ボ ックス1か らボ ック

ス2へ の フラ ックス, ボ ックス2か らボ ックス1へ の フラ ッ

ク ス をF12, F21と す る (Fig. 3)。 フ ラ ック スが 質量 に線 形

関係 に ある とす る と, 以下 の式 が 成 り立 つ。

F12=k12M1 (1)

F21=k21M2 (2)

ここで, kは 速 度定 数。

単位 時 間 当 た りの 質量 の移 動 量 がFで あ るの で, M/Fが

ボ ックス 中 に存 在 す る物 質 が移 動 す る平 均 的 時 間, す な わ

ち, 滞留 時 間 (τ) (residence time) で あ る。 このτは,

τ=M/F=1/k (3)

で あ る。

各 ボ ックス の質 量 の時 間的変 化 は, 以 下 で表 され る。

dM1/dt=F21-F12=k21M2-k12M1 (4)

dM2/dt=F12-F21=k12M1-k21M2 (5)

次 に,

Table 2 Carbon fluxes between reservoirs.3) Numbers of reservoirs are same to those of Fig. 1.

Fig. 3 Two box model (mass transfer between box 1

and box 2). F: flux, k: rate constant.
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M1+M2=M=一 定 (6)

とす る。 この場合, ボ ック ス1と ボ ックス2に 他 か らイ ンプ

ッ トが な く, これ らの ボ ック ス か ら他 へ の ア ウ トプ ッ トが

ない場合 であ る。

(4), (5), (6)式 を もとに して, M1, M2を 時 間 (t) の 関

数 と して解 け ば よい。

そ の結 果,

M1=k21(M10+M20)/(k12+k21)

+[(k12M10-k21M20)/(k12+k21)]

exp[-(k12+k21)t] (7)

M2=k12(M10+M20)/(k12+k21)

-[(k12M10-k21M20)/(k12+k21)]

exp[-(k12+k21)t] (8)

と な る。 ここ で, M10, M20は, M1, M2の 初 期 値 (t=0)

で あ る。

(7), (8)式 か ら明 らか なよ うに, 初期 値 (t=0) か らの時

間 的 変 化 率 は, 1/(k12+k21)に よ る。 こ れ を応 答 時 間

(response time) とい う。

定 常状 態 にあ る シス テム に攪乱 (perturbation) が与 え ら

れ た 時, す な わ ち, フ ラ ッ クス が 突 然 変 化 (急 激 な減 少,

また は上 昇) した時の リザ ーバ ー の応 答性 を(7), (8)式 を も

とに解 くことが出 来 る。

この 変化 の仕 方 は, 各 リザ ーバ ー に よ り異 な る。 炭 素 の

場 合, 各 リザ ーバ ー 中 の炭 素 量 は, 岩 石>海 洋>大 気 で あ

る。 したが って, この 順番 で炭 素量 の時 間 的変 化 は受 け に

くい。 す なわ ち, 岩 石 か ら少 しで も炭 素 が 大気 へ 移行 す る

と, 大 気 中 の炭 素 は大 き く影響 を受 け る。

上 記2ボ ックス モ デ ルの 場 合 は, 上 の よ うに し て比 較 的

簡単 に微 分方 程 式 を解析 的 に解 くこ とが 出来 る。 しか しな

が ら, 3ボ ックス 以上 の ボ ックス を考 え る多 ボ ック スモ デ

ルの場 合 は, 解 くこ とが 難 し くな る。

多 くの ボ ックス か ら成 る場 合 の解 法 と して, 上 であ げ た

解 析 的 解 法 を用 い る こ とは出来 ない。 こ の解 法 と して, 数

値 的解 法, 行 列 解法 が あ る。 これ らにつ い て は数 学 的 問題

と な る の で, こ こ で は述 べ な い が, こ れ ら に つ い て は,

Berner ほ か (1983) (BLAGモ デル),4) Lasaga (1981),5)

Berner (1991, 1994)6,7) (GEOCARBモ デル), Chameides

and Perdue (1997)8)を 参 照 され たい。

以上 の 式 を もと に して計 算 す る際 の 問題 点 と して, 以下

が あげ られ る。

(1) 実 際 の シス テム は複 雑 で多 ボ ックス か ら成 る。

(2) モ デル 計 算結 果 と実 際 の 変 化 との比 較・検 討 をす る

必 要 があ る。

(3) kは 一定 で は な く, 時 間の 関数 であ る。

(4) 人間による大気へ のフラ ックス は, 実際 には時間の

関数である。

(5) FとMの 関係 が線形 (一次比例) 関係 (F=kM) か

どうかの検討が必要であ る。

(6) 実際のシステムは多成分 か らな り, 各成分 間の相互

作用 (化学反応) を考慮 したカップ リングモ デル を

基に解 く必要がある。

以上の(1)～(6)を全 て考慮 したモデル計算は, 今 までにさ

れていないが, (1)～(4)については, これ らを考慮 した計算

が行 われているので, これ について, 短期 的 (～100年 単

位) お よび長期的 (～100万 年単位) な炭素循環の例 を以

下で示す。

5. グ ローバ ル炭 素循 環 シ ミュ レー シ ョンの適 用例

5.1 短期的 グローバル炭素循環モデル

多 ボ ックスモ デル (Nボ ックス とす る) では, リザーバ

ーiの質量の時間変化 は以下で表 される。

dM1(t)/dt=k21M2(t)+k31M3(t)+…+kN1MN(t)

-k12M1(t)-k13M1(t)-…-k1NM1(t)

dM2(t)/dt=k12M1(t)+k32M13(t)+…+kN2MN (t)

-k21M2(t)-k23M2(t)-…-k2NM2(t)

dM3(t)/dt=k13M1(t)+k23M2(t)+…+kN3MN(t)

(9)
-k31M2(t)-k32M3(t)-…-k3NM3(t)

dMN(t)/dt=k1NM1(t)+k2NM2(t)+…+k(N-1)NMN-1(t)

-kN1MN(t)-kN2MN(t)-…-kN(N-1)MN(t)

Fig. 4に 示 す8ボ ックス モ デル で定常 状 態 を与 え る と, 以

下 の式 が成 り立 つ。

dM1/dt=F21+F31+F41+F71-F12-F14=0

dM2/dt=F12-F21-F23=0 (10)

(10)式 よ り, それ ぞれ のkを 求め る こ とが 出来 る。 そ の上

で初 期値 を与 え, kを 一定 と して, 行 列 解 法 でMの 時 間 的

変 化 を求 め る。

そ して, 短 期 的 グ ロー バ ル炭 素循 環 で は, 図 に示 す八 つ

の リザ ーバ ー (大気, 陸上 生物, 死 んだ 陸上生 物 (有機物),
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表層海水, 深層海水, 海洋 中の生物, 堆 積物 中の有機物,

堆積物 申の炭酸塩) を考 え, 現在のそれぞれの リザーバー

間のフラックス, リザーバー内の質量 を与 える (Fig. 4)。8)

なお, Fig. 2に もグローバル炭素循環モデルを示 しているが,

ここでは岩石圏 をボックス として入れてある。Fig. 4で は,

短期 間における, 岩石圏から若 しくは岩石圏への フラ ック

スが小 さいため, 岩石圏については考 えていない。

大気への人間圏からのインプットとして, 1920年, 1960

年に急激になされた場合の計算結果をFig. 5(a)に 示す。 こ

の場合 は, 実測値 からかな りはずれてお り, 一致 していな

い。 この解法で最 も大 きな問題は, kの値 が時間と共に変化

することを考慮 していない点であ る。海洋や陸上森林 の炭

Fig. 4 Preindustrial global carbon cycle in steady state based on eight box model.8) Unit of the amount of carbon

in reservoir is giga (G, 1 giga=1×109) ton and unit of flux is gigaton/year.

Fig. 5 The changes in atmospheric carbon (unit: 1015g/1000Mtons) and emission (GtonsC/yr) with time since 1860.8)
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素量 は, 大気 中のPCO2 (二酸化炭素分圧) に対 して線形関

係にはない。 このPCO2は 時代に よって変化するので, 時代

によってkの 値 は変わ り, その ことで海洋や森林 の炭素量

が変化するはずである。 このkの 時間的変化 を与えたモデ

ル (擬非線形 (Pseudononlinear) モデル: F=kMでkを

時 間の関数 として与 えているので このように呼ぶ) による

大気 中の二酸化炭素の変化 と過去の実際のデータの比較 は

なされ, これらがほぼ一致 していることがわかる (Fig. 5(b))。

したが って, このモデル によ り, 将来の大気 中の二酸化炭

素濃度 変化 を予測することも可能 となる。 しか し, 問題点

として以下があ る。(1) 将来の二酸化炭素放出量 を予測する

ことが難 しい, (2) F=kMと い う関係 をもとに している。

(1) については, 科学技術, 政治, 経済等あ らゆる分野 と

関係 した問題 であ り, 地球科学的取 り扱 いの範囲を超えて

いるので, ここでは論 じない。 そこで, (2) について論ずる

と, 擬非線形ボックスモデルでは, kを時間の関数 として与

えているが, P=kMと いう関係式を基本 としている。一般

的に, FとMの 関係 は, F=kMnと いったn次 の関係にある

であろう。この反応次数, nを 知 るには, 具体的に物質移行

の律速メカニズムを知る必要がある。 ここで述べている短

期的 グローバル炭素循環モデルでは, 大気-水-生 物 間の

物質循環を扱い, 岩石 (固相) を含め ていないが, 以下で

は話 をわか りやす くす るために, 多成分系における固相の

溶解反応, 一成分系 の沈殿 反応の一般式 を用いて, どのよ

うな条件であれば, F=kMと いう式が成 り立つのかについ

て考 える。

まず, 溶解反応速度は,

dC/dt=k(Ωm-1)n (11)

と表 される。 ここで, C: 液相 中の化学種濃度, Ω: 鉱 物

の過飽和度=I.A.P./Keq (I.A.P.: イオン活動度積, Keq: 平

衡定数 (活動度で表す)), k: 温度 に依存する見かけの反応

速度定数, m, n: 経験的 に求め られる定数)。す なわち, 反

応速度 (dC/dt) は濃度に対 して単純 な比例関係 にはないと

いえる。

多成分系 ではなく一成分系 の, 沈殿反応の場合の濃度の

時間的変化 は,

dC/dt=-k(C-Ceq)n (12)

と表 される。 ここで, 溶解 反応の起 こらない非可逆反応を

考えた。Ceqは 平衡濃度である。

n=1の 時は,

dC/dt=-k(C-Geq) (13)

ここで, 平衡か らかなりはずれた条件, す なわち, C≫Ceq

(Ceq: 平衡濃度) なら,

dC/dt=-kC (14)

とな り, 反応速度は濃度 と線形関係 にあるといえる。なお,

ここでは濃度の時間的変化 を考 えているが, これ は質量

(M) の変化 とほぼ同義である。す なわち, VC=M (V: 体

積) なので, dC/dt=-k(M/V) で, dC/dt=-k'M(k'=k/V)

である。この場合, Vは 一定で時間的変化がない とした。 こ

の ように化学平衡 からかな りはずれていて, n=1の 時 は,

F=kMと いう関係式が成 り立 ち, 上であげた擬非線形多ボ

ックスモデルで用い られる解法が成 り立つ といえる。

しか し, C≫Ceqは, 必ず しも成 り立つわけではな く, 沈

殿反応 も溶解 反応 と同様 に, 単純 な線形関係 にはないこと

が多い。特 に沈殿反応では, 平衡濃度 を超 えたか らとい っ

て直ちに沈殿するとは限 らず, む しろ過飽和 な状態 で準安

定 な状態 にある と考 えられてい ることもある (たとえば海

洋 における炭酸平衡)。 このような点 をいかにモデルで扱 っ

てい くかが重要であるといえる。

さらに, 溶解反応 や沈殿 反応の双方について, また次の

5.2で 述べ る長期的反応 についてもいえることであるが, k

を求 めるに当たり, 室内実験 によって求め られる値 とフィ

ール ドで観察 される速度 とが大 きく異 なる (102～103倍)。

その原因 として, 実験条件における純粋 な系 と複雑 な自然

環境 での系がそもそ も異 なることに起因する種々の理由が

指摘 されているが, この点 については様 々な両者の比較・

検討が必要である。

5.2 過去の長期的環境変動 (大気中の二酸化炭素濃度, 気

温変動の解析例)

これ までに, 100万 年単位 の長期的環境変動の解析がい

くつかなされているので, これ らについて以下で紹介 した

い。

この場合, 基本 的に は地球 シス テムを流体地球 (大気,

海洋) と固体地球に分 け, これ らの間での グローバル炭素

循環 を考える。なお, さらに短い1万 年～10万 年単位のグ

ローバ ル炭素循環で は, 海洋をさらに表層, 深層, 中間層

な どに分けることが多い。

多ボ ックスモデルにおける解法は, 基本的 には(9)～(10)

の手法 によるが, 岩石 圏については, 炭素の滞留時間が非

常に長いため非定常状態 を考 えることが多い。

ここで, 炭素循環のプロセスの基本的反応 は, 以下の式

で表 される, 岩石 圏-大 気海洋圏間の炭素循環が最 も重要

である。

CaSiO3+CO2→CaCO3+SiO2 (15)

この反応式 は, 簡略 したものであ り, 実際は以下の二つ

の反応からなっている。
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CaSiO3+2CO2+2H20=2HCO3-+Ca2++SiO2 (16)

Cat++2HCO3-=CaCO3+CO2+H2O (17)

(16) とい う風化作用, (17)と いう海中での炭酸塩化作用

により大気中のCO2がCaCO3と してとられ, 海底下へ堆積

して行 く。この時の炭素の移行率 を求めるためには, (16),

(17) の反応速度がわか らない といけない。 これらの反応速

度は, 例えば, (16)の 反応 ではPCO2と 単純 な線形関係にあ

るのではな く, 様 々な化学種 の濃度や, 温度等 の外的要 因

に依存す る。炭酸塩 を含む海底堆積物が プレー トの移動・

沈み込 みにより地下深部 に移動す る。そして, 地下深部 の

高温高圧下における火成作用・変 成作用 (CaCO3+SiO2→

CaSiO3+CO2) によりCO2が 発生 し, 海洋-大 気系へ入 り

込 み, 大気 中の二酸化炭素濃度が増大する。 ところが, 二

酸化炭素濃度が増大すると風化作用(16)が 進み, 大気中の

二酸化炭素濃度が減少す るとい う負の フィー ドバ ック効果

が起 こる。9)大気中の二酸化炭素濃度 は, 以上の ように, 火

成作用・変 成作用 による地球深部 からの大気への脱ガス と,

大気 中の二酸化炭素 と岩石間の風化作用のバ ランスによっ

て決められる。長期的には, これ らの二酸化炭素の脱 ガス

フラ ックスや風化 フラックス は時間とともに変化すること

が明 らか にされてい る。たとえば, 脱 ガス速度 はプ レー ト

の移動速度 (海洋底拡大速度), 風化 速度 は, 大陸の面積,

降水量, 山脈 の隆起速度な どによって決め られる。 したが

って, 大気か らの二酸化炭素のアウ トプッ トフラ ックスF

をF=kMと 表 した時 に, kに補正係数fを かけて, 計算 しな

い といけない。 このfは, 各作用の時間的変化デー タをもと

にして求める。 この他 に, 大気中の二酸化炭素が変化 し気

温が変化す ると, 風化作用 の速度 (例えば, 鉱物の溶解速

度), 降雨量, 河川水流量の変化が起 こるので, これ らの温

度依存性を考慮す る必要がある。

以上の点を考慮 し, 地球システ ムをい くつかのリザーバ

ーに分けるこ とで, 100万 年単位 での各 リザーバー におけ

る二酸化炭素量 と大気温変化が求め られる。 これを初めて

行 ったモデルはBLAGモ デル4)といわれ, Fig. 6の ようなリ

ザーバ ーを考慮す ることで推定された大気温は, 一億年前

か ら現在にかけて減少 している。その傾向 (C, D) は古植

生 (A) と海生炭酸塩 (有孔虫殻) (B) からの推定 と大概

一致 している (Fig. 7)。

このBLAGモ デルは, 長期的気候変動が プレー トテク ト

ニクスにより大 きな影響を受けていることを初めて明らかに

し, 過去の長期的なグローバ ル炭素循環を初めて総合的, 定

量的に評価 したとい う点で, 画期的な研究であったといえる。

しか し, このモデルには, 有機炭素の循環, 太陽放射量の変

Fig. 6 The global carbon cycle model considered by

Berner et al. (1983).4)

Fig. 7 Atmospheric temperature estimated based on

BLAG model and other geochemical methods

(paleobotanical and oxygen isotope methods).4)

A: temperature based on paleobotanical data,

B: temperature based on oxygen isotopic

composition of foraminiferal carbonate, C:

modified Southan and Hay fSR model, D: Linearly

decreasing fSR model, Ma: million age, BP: before

present.

Fig. 8 The global carbon cycle model considered by

Berner et at. (1991).6)
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化, 大陸地域の隆起 による風化浸食を考慮 していないという

問題 点 があ った。 そ こで, Berner (1991, 1994),6,7)

Berner and Kothavala (2001)10)は, これ らの問題点を考

慮 し, 合理的に計 算を単純化 したモデル (GEOCARBモ デ

ル という) (Fig. 8) を開発 し, 顕 生代 (過去約六億年間)

の気候変動 を再現 した。 このモデルでは, 有機炭素の循環

を考 えるために炭素量のマスバ ランス式以外に炭素同位体

のマスバ ランス式 を用いている。

このGEOCARBモ デルでは, リザーバー としてマン トル

を考慮 しておらず, プレー ト沈み込み帯 からの熱水 フラ ッ

クスについての取 り扱 いが不十分である とい う問題点があ

るので, 筆者 ら11,12)は, これらを考慮 した改良GEOCARB

モデルによ り (Fig. 9), 新生代 (過去6500万 年間) におけ

る大気 二酸 化炭 素分圧, 地球 平均 気温 の変動 を求 めた

(Fig. 10)。 その結果, 中期 中新世以降 (1500万 年前以降)

に二酸化炭素分圧, 全球気温の低下 は見 られない ことが判

明 した。他方, 従来か ら, 中期 中新世以降に高緯度地域で

の気温が低下 していることが指摘 されていたが (これは有

孔虫殻の酸素同位体データによる), これはヒマラヤ・チベ

ットプレー トの大規模 な隆起が新生代 に起 こったために風

化速度が増 して新生代 を通 して大気中の二酸化炭素濃度が

減少 し, 全球気温の低下が起 こったためである とする有力

な仮説が存在 している。13)これ らを整 合的に解釈す るな ら

ば, 中期中新世以降のヒマラヤ・チ ベ ット隆起 の影響は実

はそれほど大 きくな く, 大気中の二酸化炭素濃度 の変化は

小 さかったが, 海洋環境の変化 による緯度方向の地球衷層

エ ネルギーバランスの変化が生 じたと考えることで, 一応,

矛盾のない説明が可能であると筆者 らは結論づ けた。11)こ

の結論 は最近の他の地球化学的分析的研究の結果 (有孔虫

殻のホウ素同位体, 酸素同位体組成) と一致す る。ただ し,

これ は100万 年単位 とい う極めて長 い時間スケールでの気

候変動においては, 海洋 リザーバ ー内部での海洋深層-表

層 間のエネルギー循環 を無視で きる と考 えた場合 であ り,

今後 は, 海洋深層 におけ る熱移動 も考慮 したモデル計算が

必要 である。以上のように, モデルの妥当性を考 えるには,

他の手法 との比較・検討が不可欠である。

6. お わ りに

ここでも述べ てきた ように, 近年, グローバル炭素循環

シミュレー ションを行 うことに より, 短期的, 長期的 な大

気中の二酸化炭素濃度, 気温の変動 を推定することが可能

Fig. 9 The global carbon cycle model considered by Kashiwagi and Shikazono (2003).11)

Fig. 10 Variations in atmospheric CO2 concentration

(above) and temperature (below) during the last

60 million years.
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になって きた。 しか しなが ら, 多ボ ックスからなる地球 シ

ステムの変動 を明 らかにすることは, パ ラメータ値 の不確

実性, モデル計算の際の仮定の妥当性, 反応 メカニズムが

十分には明 らか にされていない など, 多 くの問題 をかかえ

ている。 また多 くの場合, シ ミュ レーシ ョン予測の正当性

の評価が他 の独立 した方法 (化学分析, 同位体分析 など)

によってな されていない点 も問題である。 このような問題

をかかえているが, グローバル炭素循環 シミュ レーシ ョン

は, グローバ ルな地球 システムの変動 を知 るための最 も有

効 な方法であることに変 わりはない。今後 は, 炭素循環 の

み ならず, 他のあ らゆる元素循環の解明 に向けた適用が な

されることであろう。さらには, 物質循環 とエネルギー循

環 をカップリングさせた方法へ と進展 してい くと思われる。
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要 旨

地球 システムは, 大気圏, 水圏, 生物圏, 地圏, 人間圏

というリザーバー (ボックス) か らなっている。 これ らの

リザーバー間では, 物質 とエネルギーの循環が なされてい

る。長期 的には, これ らの リザーバー は定常状態 にあ る。

しか しなが ら, 短期 的には, 地質現象 (火山活動 など) と

人間活動 (人間活動 によるCO2の 排出 など) によって, リ

ザーバー中の元素の量 と濃度が大 きな影響を受けている。

例 えば, 過去250年 間, 人間活動のCO2排 出によ り大気

中のCO2濃 度が上昇 してきた。多ボ ックスモデル (線形 と

擬線形モデル) に基づ くグローバル地球化学サイクルシ ミ

ュレーションは, 過去及び将来の大気中のCO2濃 度 と気候

(大気温など) の変化 を明らかにするための有効 な方法であ

る。ここでは, 過去 (108年 間, 6.0×106年 間, 120年 間)

の大気 中のCO2と 気温 の変化 に関するこれまでになされた

モデル計算結果 を紹介 した。計算の際の問題点 (パラメー

タ値の確実性, 仮定) について言及 した。
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