
doi: 10.2465/gkk.150117
(平成 27 年 1 月 17 日受付，平成 27 年 5 月 26 日受理，編集担当委員奥山康子特集号ゲスト編集委員)

慶應義塾大学理工学部応用化学科，〒2238522 横浜市港北区日吉 3141
現在所属一色国際特許業務法人

Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University, 3141, Hiyoshi, Kohokuku, Yokohama,
Kanagawa, 2238522, Japan Email: hkashiwagi＠mxkeio.net

Present a‹liation: Isshiki & Co.

岩石鉱物科学 44, 271287, 2015

総 説

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

The global carbon cycle and atmospheric CO2 in the Phanerozoic:
an approach by the numerical simulation

柏木 洋彦(Hirohiko KASHIWAGI),

鹿園 直建(Naotatsu SHIKAZONO)

The global carbon cycle on a geological age consists of an inorganic carbon cycle (continental
weathering and metamorphismvolcanism) and organic carbon cycle (oxidative weathering
of organic carbon and organic carbon burial). The GEOCARB, one of the global carbon
cycle models, calculates these geochemical carbon ‰uxes and atmospheric CO2 level in the
period of Phanerozoic.

Important parameters in the GEOCARB are those for the continental uplift, river runoŠ,
evolution of vascular plants, weathering feedback, and CO2 degassings. Seawater strontium
isotope ratio and sedimentation rate of terrigenous sediments can be used to estimate the con-
tinental uplift parameter. Regarding the vascular plant, more quantitative studies are neces-
sary to elucidate its eŠect on the global carbon cycle. Concerning the degassing parameter,
not only subduction volcanism but also hot spot volcanism and igneous activity in back arc
basin should be considered. RunoŠ is dependent on continental positions and terrestrial tem-
perature, but the interrelationship among them is not fully considered in the GEOCARB. In
this respect, another type of the model, namely, the GEOCLIM, may be more appropriate.

Volcanic rock weathering and climate sensitivity are also crucial in the global carbon
cycle. Volcanic rock weathering might have controlled the atmospheric CO2 level in the
Phanerozoic, although the value of the weathering ‰ux has not been constrained. Regarding
the climate sensitivity, a shortterm feedback (Charney feedback) has been assumed in the
GEOCARB. However, a longterm climate feedback, namely, the Earth System Sensitivity
(ESS), should be incorporated.

According to the recent version of GEOCARB (GEOCARBSULF), most in‰uential
parameters on the atmospheric CO2 are those for the climate sensitivity and vascular plants.
In this model, atmospheric CO2 level in the Cenozoic is not well consistent with the results of
geochemical proxies. This may be due to the insu‹cient estimation of degassing parameters,
and/or a change in the climate sensitivity accompanied with formation of continental ice
sheets in the Cenozoic.

Keywords: Carbon cycle, Geochemical model, Climate change, Carbon dioxide, Weathering,
Volcanism, Metamorphism, Phanerozoic, Geological age

I. 序 論

大気中の二酸化炭素(CO2)は，その温室効果により地球

表層の気温を変動させ，地質時代における地球環境をコン

トロールしてきた。

地質時代の大気 CO2 濃度を推定する方法としては，い
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Fig. 1. Global carbon cycle in a geological age (after Berner,
1999).
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わゆる「プロキシ」(proxy)を用いた方法，例えばアルケ

ノン炭素同位体比(Pagani et al., 1999, 2005)，葉の気孔密

度(Royer, 2003)，ホウ素同位体比(Pearson and Palmer,

2000)に基づく推定が知られているが，これらに加えて，

数値シミュレーションを用いることができる。

数値シミュレーションによる古気候の推定は，プロキシ

によるそれと比べると次のような特徴がある。まず，プロ

キシも数値シミュレーションも気候パラメータ(大気 CO2

濃度や気温)を求めることができるが，プロキシから得ら

れる気候パラメータは，分析値として表れる結果そのもの

であるから，当時の気候変動が具体的にどのような要因に

よってもたらされたのかを知ることは難しい。これに対し

て数値シミュレーションでは，設定パラメータを変化させ

ることで通常とは異なった結果を出し，これらの差異に

よって気候変動の要因を推察することができる。また，プ

ロキシは通常，一定の地域に存在するサンプルに基づき気

候パラメータを求めるが，そのサンプルの分析値が表す気

候がどの程度の空間，時間の広がりをもっているのかとい

う点を考えなければならない。したがって，例えば，全球

的な気候変動を求めようとすれば，広範囲でサンプルを収

集するか，もしくはなるべく空間的・時間的均質性を有す

るサンプルの収集を考える必要がある。これに対して数値

シミュレーションでは，それは予め設定するものであるか

ら，それに合致する基礎データが存在する限り，このよう

な問題は生じにくい。

数値シミュレーションによる大気 CO2 濃度の推定は，

グローバル炭素循環モデルによって行われる。グローバル

炭素循環モデルは，岩石の風化作用や，火成作用変成作

用を考慮して大気 CO2 濃度を算出する。例えば，Berner

et al. (1983)は，CaMg 珪酸塩，カルサイト(CaCO3)，

ドロマイト[CaMg(CO3)2]，海洋，大気といったリザー

バー間で，珪酸塩の風化，カルサイトの風化，ドロマイト

の風化，カルサイトの沈殿，火成作用変成作用，海底熱

水作用などを考慮したモデル(BLAG モデル)を開発し

た。このモデルを契機に，いくつかのグローバル炭素循環

モデルが提案されるようになった(例えば，Lasaga et al.,

1985)。

その後，「GEOCARB」と称されるタイプのモデルが発

表された(Berner, 1991)。GEOCARB モデルは，その構成

がシンプルでありながら，過去の大気 CO2 濃度を比較的

良好に再現することができることが知られている(Berner,

1991, 1994; Tajika, 1998; Berner and Kothavala, 2001;

Kashiwagi and Shikazono, 2003; Berner, 2006a, 2006b;

Kashiwagi et al., 2008; Royer et al., 2014)。そこで本稿で

は，この GEOCARB モデルを中心に，顕生代におけるグ

ローバル炭素循環モデルについて解説する。

II. グローバル炭素循環

グローバル炭素循環モデルを構築するためには，炭素循

環の基本的なプロセスを理解することが重要である。そこ

で本章では，地質時代(ここでは約 5 億 4000 万年前から現

在までに至る顕生代とする)における炭素循環の特徴につ

いて解説する。

地質時代のグローバル炭素循環は，風化作用及び火成作

用変成作用からなる無機炭素の循環と，光合成埋没及び

酸化的風化からなる有機炭素の循環からなりたっている

(Fig. 1)。

1. 無機炭素の循環

無機炭素の循環は以下のような反応式で単純化して表す

ことができることが知られている(UreyEbelmen 反応

Ebelmen 1845; Urey, 1952; Berner et al., 1983)。

(1),
(2)

左辺から右辺への反応は大陸岩石のうち珪酸塩鉱物(以

下，特に断りのない限り珪酸塩と称する)の風化を表す。

珪酸塩の風化により大気中の CO2 が大気から除去され，

河川等を通じて海洋に運搬されるとそこで炭酸塩鉱物(以

下，特に断りのない限り炭酸塩と称する)を形成し，海底

に堆積する。一方，右辺から左辺への反応は火成作用変

成作用を表している。これにより，地殻中の炭酸塩が

CO2 として大気中に放出される。

式(1)(2)には現れていないが，風化作用に関しては炭酸

塩の風化も重要である。炭酸カルシウム，炭酸マグネシウ

ムの風化はそれぞれ以下の反応式で表される。

(3),
(4)

炭酸塩の風化により生成した炭酸水素イオンは，河川等

を通じて海洋に運搬される。そして，海洋では，以下のよ

うにカルシウムと炭酸水素イオンが反応して炭酸カルシウ

ムが生成される。

(5)

なお，この炭酸カルシウムの形成は，有孔虫や円石藻

類，翼足類等によって生物学的に行われる(Morse and

Mackenzie, 1990)。

ここで，式(3)と式(5)を足すと以下のようになる。
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Fig. 2. Mechanism of weathering feedback.
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(6)

式(6)をみると左辺と右辺が同じであるが，これは無

論，何も反応が起きていないということではない。陸上で

の炭酸塩の風化(左辺)から海底での炭酸塩の沈殿(右辺)ま

でにかかる時間よりも長い時間(例えば，100 万年単位)で

はみかけ上変化がないだけであって，それよりも短い時間

スケールでは，海洋における炭素量やアルカリ度が変化し

ている。

火成作用変成作用は，岩石圏の炭素(これは主に炭酸塩

の形で存在)が大気海洋系に移行するプロセスである。火

成作用変成作用は，中央海嶺，背弧海盆，島弧等の沈み

込み帯といった場所で起きる。変成作用に関しては，特に

造山帯において活発であることが知られている。造山帯で

は，高温高圧の条件下で炭酸塩が他の鉱物と反応し，やが

て CO2 が大気に放出される。このプロセスは，例えば次

の反応式で表すことができる。

(7)

この式は炭酸カルシウムによって変成作用を代表させたも

のである。実際に生成される鉱物の組成や生成 CO2 量は，

H2O の存在量や温度などによって異なる。

なお，Fig. 1 には明示されていないが，ホットスポット

性の火成活動も重要である。ホットスポット性の火成活動

は，沈み込み帯や中央海嶺でおきる火成活動と異なり，プ

レート運動とは独立して起きる。例えば，巨大火成岩岩石

区(Large igneous provinces: LIPS)における洪水玄武岩

や，海洋島玄武岩(OIB: Ocean Island Basalt)の分布する

地域がこれらの典型である。

2. 有機炭素の循環

グローバル炭素循環では，無機炭素の循環に加えて，有

機炭素の循環も重要である。有機炭素の循環は次式で表す

ことができる。

(8)

ここでは有機物を `CH2O' と簡略化して表した。左辺か

ら右辺の反応は植物の光合成(有機物の合成)を表す。植物

の光合成により大気中の CO2 が有機物(炭水化物等)とし

て固定される。その多くは植物の死後酸化されて再び

CO2 として大気中に放出されるが(右辺→左辺)，残りは

微生物の分解作用により土壌中へ移行し，これが河川を経

由するなどして海洋に輸送され，デルタや大陸棚等の大陸

縁辺に堆積し，さらに埋没する(Berner, 1982; Hedges and

Keil, 1995)。また，陸上植物と同様に海洋中の植物プラン

クトンも光合成を行い，これにより有機物が海底に堆積

し，埋没する。

一方，式(8)の右辺から左辺への反応は有機物の酸化的

風化を表している。堆積有機物の酸化的風化は，頁岩等の

堆積岩中に含まれる有機物(ケロジェン，石炭，石油)が風

化して有機炭素が酸化され，これに伴い CO2 が放出され

るプロセスである。なお，式(8)は，生物起源の有機物か

ら生成したメタンを含む炭化水素等は，CO2 に酸化され

た形で大気中に放出されることを表現している。

3. 風化フィードバック

大気中の CO2 濃度は，前節までで説明したように，風

化作用や有機物の光合成埋没による炭素の岩石圏への固

定と，火成作用変成作用や有機物の酸化的風化による大

気海洋圏への CO2 放出とのバランスによって規定されて

いる。ところが，この大気 CO2 濃度は，少なくとも 100
万年程度の時間単位でみた場合には急激に上昇したり減少

したりすることなく，一定の範囲で増減を繰り返してきた

ことが知られている。これをコントロールしている主要な

メカニズムが，以下に説明する風化フィードバック

(Walker et al., 1981)である。

風化フィードバックの概念図を Figure 2 に示した。例

えば，火成活動により大気 CO2 濃度が上昇したとする。

すると温室効果によって気温が上昇し，これにより風化反

応が促進されて今度は大気中の CO2 濃度が減少する(負の

フィードバック)。そして，大気 CO2 濃度が低下すれば，

気温が低下して風化速度は今度は減少し，その結果大気

CO2 濃度は再び上昇する。このような風化フィードバッ

クによって大気 CO2 濃度は繰り返し増減する。

また，陸上植物の成長も大気 CO2 濃度についてフィー

ドバックをもたらしている。陸上植物は大気 CO2 濃度が

高いほど成長するが，この植物の成長は菌根類による有機

酸の分泌によって鉱物の溶解(化学的風化)を促し，大気

CO2 を減少させる。すなわち，負のフィードバックをも

たらす。

以上に述べた 2 種類のフィードバック，すなわち，温室

効果及び陸上植物による風化フィードバックシステムに

よって，地球上の気温や大気 CO2 濃度は，百万年単位の

時間スケールにおいて，急激に変化することなく安定に保

たれてきたと考えられる。

III. GEOCARB モデル

地質時代のグローバル炭素循環モデルの一つである

GEOCARB モデルには，バージョン 1(Berner, 1991)，

バージョン 2(GEOCARB II; Berner, 1994)，バージョン 3
(GEOCARB III; Berner and Kothavala, 2001)の他，さらに

硫黄や酸素のサイクルを考慮した GEOCARBSULF

PROOFS

JAMS
取り消し線

JAMS
置換するテキスト
ure



274

Fig. 3. Carbon cycle system in the GEOCARB (after Berner,
1991).
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(Berner, 2006a, 2006b)等がある。また，これらの派生モ

デルも多数存在する(Wallmann, 2001; Hansen and

Wallman, 2003; Bergman et al., 2004; Arvidson et al., 2006;

Donnadieu et al., 2009; Li and Elderˆeld, 2013; Godd áeris et

al., 2014)。本章では，バージョン 3 の GEOCARB III を

中心に説明する。

1. システム

GEOCARB モデルは，Figure 3 に示すように，地殻中

の有機炭素，炭酸塩，および大気海洋の 3 つのサブシス

テム(リザーバー)からなる炭素循環システムを前提として

いる。このシステムでは，リザーバー間の炭素の移動(フ

ラックス)として，珪酸塩(Ca 珪酸塩，Mg 珪酸塩)の風

化，炭酸塩(Ca 炭酸塩，Mg 炭酸塩)の風化，炭酸塩の沈

殿，堆積有機物の酸化的風化，有機炭素の埋没，火成作用

変成作用が考慮されている。なお，この GEOCARB モ

デルはホットスポット性の火成活動は考慮されていない。

また，本モデルで使用するパラメータ(リザーバー，フ

ラックス，炭素同位体比)は Table 1(電子付録として http:
//doi.org/10.2465/gkk.150117 に掲載)にまとめた。

炭酸塩炭素，及び有機炭素のマスバランスはそれぞれ次

のように表される。

(9),

(10)

ここで，C は炭酸塩の炭素量，G は有機物の炭素量，

Fbc は海洋での炭酸塩の沈殿フラックス，Fwc は炭酸塩の

風化フラックス，Fmc は火成作用変成作用に基づく炭酸

塩の CO2 脱ガスフラックス，Fbg は有機炭素の埋没フラッ

クス，Fwg は有機炭素の風化フラックス，Fmg は火成作用

変成作用に基づく有機炭素からの CO2 脱ガスフラックス

である。

次に，大気海洋における炭素のマスバランスを考え

る。大気や海洋における炭素の滞留時間は数百年程度であ

り(Berner and Canˆeld, 1989)，GEOCARB におけるタイ

ムステップ(百万年以上)から比べるときわめて短いので，

大気海洋において炭素は定常状態にあるとすることがで

きる。その結果，大気海洋における炭素のマスバランス

は次のように表すことができる。

(11)

また，海洋単独のリザーバーについても式(11)と同様に炭

素の定常状態を仮定することで，以下のような海洋におけ

るマスバランス式をたてることができる。

(12)

ところで，炭素には同位体として質量数 12 の炭素(12C)

と質量数 13 の炭素(13C)が存在するが，有機反応系では光

合成における同位体効果により軽い方の炭素(12C)が有機

物に濃集しやすいため，炭酸塩における炭素同位体比

(d13C)の値{[(13C/12C)sample/(13C/12C)standard]－1}×1000

と，有機炭素における d13C の値とは一般的に大きく異

なっている。この性質(同位体分別)を利用して，炭素同位

体比に関して，式(9)(11)と同様のマスバランス式を立て

ることができる。

(13)

(14)

(15)

ここで，dc は炭酸塩の炭素同位体比，dg は有機炭素の炭

素同位体比，dbc は沈殿する炭酸塩の炭素同位体比，ac は

有機炭素炭酸塩間の同位体分別である。このような炭素

同位体比に関する式を立てることで，炭酸塩全体の沈殿フ

ラックス Fbc と有機炭素の埋没フラックス Fbg を求めるこ

とができる。なお，このように炭酸塩の沈殿フラックスを

炭素同位体比のマスバランスから間接的に求めることか

ら，沈殿する炭酸塩がカルサイトであるかアラゴナイトで

あるか，という問題は特に生じない。

次に，炭素フラックスは以下のように表される。

(16),
(17),
(18),
(19),
(20)

ここで，fB は珪酸塩の風化フィードバックの強さを表

す関数(以下，フィードバック関数という)，fAD は河川か

ら海洋への河川流出(runoŠ)を表すパラメータ，fR は大陸

の隆起を表すパラメータ，fE は陸上植物の影響を表すパ

ラメータ，fBB は炭酸塩のフィードバック関数，fLA は炭

酸塩の面積を表すパラメータ，fG は火成作用変成作用の

活動度を表すパラメータ，fC は炭酸塩の沈殿を表すパラ

メータである。これらのパラメータを Table 2(電子付録

として http://doi.org/10.2465/gkk.150117 に掲載)にまと

めた。なお，風化に関しては，地層中にも CO2 が存在

し，これが河川水や地下水に溶解して海洋に流出するプロ

セスもあるが，これも黙示的に各種 FW に含まれていると

する。
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2. パラメータについて

(1) 大陸の隆起( fR)

大陸が隆起して山脈が形成されると，一次鉱物(珪酸塩

鉱物)が地表に多く露出する。その結果，浸食が進み(物理

的風化)，化学的風化も促進される。例えば，新生代後期

におけるヒマラヤ・チベット地域の隆起は炭素循環や地球

環境を大きく変化させたと言われている(Raymo et al.,

1988; Raymo and Ruddiman, 1992)。fR は，このような大

陸の隆起による風化量への影響を表すパラメータである。

しかし，地質時代における大陸の隆起，沈降を直接記録

している地質学的証拠はないため，隆起パラメータの求め

方には種々の提案がなされている。詳しくは後述する。

(2) 河川流出( fAD)

風化の進行は降雨などによる水の供給に大きく依存す

る。河川流出 fAD はこの水の供給量の変動を表し，具体的

には降雨量と蒸発量の差によって表される。fAD の扱いは

珪酸塩と炭酸塩で異なる。まず，炭酸塩の反応速度は充分

に速いので，河川における液相(HCO －
3 など)と固相(炭

酸塩)が平衡にあるとみなすことにより，炭酸塩の風化フ

ラックスは fAD に比例すると仮定することができる。一

方，珪酸塩の反応速度は遅いので，珪酸塩鉱物の風化によ

り生成した液相中の HCO －
3 濃度は流水により希釈され

る。したがって，珪酸塩は液相と非平衡としなければなら

ない(Berner, 1994)。ここで，いくつかの河川流域におけ

る珪酸塩の分析結果(Dunne, 1978; Peters, 1984)によれ

ば，珪酸塩の風化フラックスは f 0.65
AD に比例するとみな

すことができる。

(3) 植物の進化( fE)

fE は陸上植物の進化ないし成長がもたらす風化量の変

化を表す。すなわち，植物は菌根類による有機酸の分泌に

よって鉱物の溶解(化学的風化)を促す。また，土壌中のリ

ター(落葉落枝類，糞などのデトリタス堆積層)が微生物に

よる分解を受けて酸を提供し，これにより珪酸塩の風化が

促進される。

陸上植物の進化として重要なのは，光合成を行う維管束

植物，例えばシダ植物がデボン紀に出現したことである

(380350 Ma; Algeo et al., 1995)。その後，種子植物が繁

栄するようになり，さらに白亜紀になると，種子植物の中

でも裸子植物主体への植生から被子植物主体への植生へと

変化した(13080 Ma)。これらの植生の変化によって珪酸

塩の風化は促進されるようになったと考えられる(Berner,

1991, 1994)。

(4) 珪酸塩及び炭酸塩のフィードバック関数( fB, fBB)

まず，珪酸塩のフィードバック関数 fB について述べ

る。風化フィードバックには，前述のように，気温の変化

(温室効果)による風化フィードバックと，陸上植物の活動

によるフィードバックがある。したがって，珪酸塩の

フィードバック関数 fB は以下のように表すことができる。

(21)

ここで，fBg は気温変化に基づくフィードバック，fBb は陸

上植物によるフィードバックである。

次に，fBg と fBb はそれぞれ次のように表される。

(22)

(23)

(24)

(25)

ここで，ACTS は珪酸塩の風化反応(溶解反応)(Ca[Mg]

SiO3 ＋ 2CO2 ＋ H2O → Ca2＋[Mg2＋] ＋ 2HCO －
3 ＋ SiO2)

における活性化エネルギーを表す定数，RUN は河川流量

の温度依存性を表す定数，T(t)は時間 t における陸上平均

気温，T(0)は現代(t ＝ 0)における陸上平均気温，FERT
は大気 CO2 濃度が風化速度に与える影響を表す定数(詳細

は後述)，Y は気候感度を表す定数，WS は太陽放射を表

す定数，GEOG(t)は時間 t における平均陸上気温と現代

の陸上気温との差である。なお，GEOCARB では，T(0),

GEOG(t)は所与の値である(後述)。

式(22)の右辺の第 1 項(exp の項)は鉱物の溶解速度の温

度依存性を表し，以下のいわゆるアレニウスの式に基づい

ている。

(26)

ここで，J は風化速度，J0 は標準温度(現代の全球平均気

温 ＝ 288 K)における風化速度，DE は珪酸塩の風化反応

(溶解反応)の活性化エネルギー，R は気体定数，T は温度，

T0 は標準温度である。式(26)の DE/RTT0 は式(22)の

ACTS に相当する。

式(22)の右辺の第 2 項(RUN に関する項)は，河川流出

の温度依存性を表している。例えば，気温が上昇すると，

降水量が増加し河川流出が増加する(Labat et al., 2004)。

これにより風化速度が増加することになる。本項はこのよ

うな河川流出の性質を表している。なお，本項において

0.65 乗されているのは，fAD で述べた理由と同じである。

次に，陸上植物によるフィードバックについて述べる。

陸上植物のフィードバックで重要なのは，デボン紀におけ

る維管束植物の出現である。維管束植物の出現前の風化速

度は，土壌の酸性度に依存するといえるから，その起源で

ある大気 CO2(濃度)にのみコントロールされると仮定し

て，

(27)

とすることができる(Berner, 1994)。ここで，RCO2 は現

代を基準とした大気 CO2 濃度の比である。

一方，維管束植物の出現後の fBb(CO2)は，Volk(1987)

が求めたフィードバック関数を用いて，次式で表すことが

できる。

(28)
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(29)

ここで，RCO2 は現代を基準とした大気 CO2 濃度の比，F
は陸上植物の生産能力を表す関数である。累乗項である

FERT の存在は，光合成速度が常に大気 CO2 濃度だけに

比例するのではなく，大気 CO2 濃度が高くなると他の要

因(例えば土壌養分や光量や水分量)によって影響されるこ

と を 表 し て い る 。 FERT は Andrews and Schlesinger
( 2000 )に基づき， 0.4 と求められている(Berner and

Kothavala, 2001)。

式(22)の気温の項[T(t)－T(0)の項]は，風化が起きる

地域における気温の変化を表す。これは具体的には式(25)

によって表され，その右辺の第 1 項は温室効果による気温

への影響[Caldeira and Kasting (1992)の式を簡略化した

もの]，第 2 項は太陽光度の変化による気温への影響，第

3 項が大陸移動による気温への影響を表す。第 3 項の

GEOG(t)は，時間 t における陸上気温と現代の陸上気温

の差として表せる。これについて，OttoBliesner(1995)は，

GCM(Global Climate Model)に基づき大陸移動などの古

地理学的変化による陸上気温の変化を求めており，これに

基づき容易に GEOG(t)を求めることができる。

炭酸塩のフィードバック関数 fBB は，基本的には珪酸塩

の場合と同様である。ただし，炭酸塩では河川流出による

液相の反応種(炭酸水素イオンなど)の希釈は起こりにくい

(炭酸塩の溶解速度は速いので液相と素早く平衡に達する)

ため，珪酸塩の場合のような河川流出に関する項は不要で

ある。結局，炭酸塩のフィードバック関数 fBB は以下のよ

うに表される。

(30)

(31)

(32)

(33)

ここで，fBBg は気温変化に基づくフィードバック，fBBb は

陸上植物によるフィードバック，ACTC は炭酸塩の風化反

応(溶解反応。式(3), (4))の活性化エネルギーである。

(5) 脱ガスを表すパラメータ( fG, fC)

fG は，プレート境界における火成作用変成作用の活動

度を表す。火成作用変成作用による CO2 フラックスは，

中央海嶺であればマントルの上昇速度やマントル中の

CO2 濃度に依存し，沈み込み帯であれば沈み込み速度や

スラブの炭素濃度に依存する。また，火成作用変成作用

の起きる温度や圧力も生成される CO2 量と関係している

はずである。しかしながら，地質時代におけるこれらの相

互関係はわかっていない。ただ，プレート境界における火

成作用変成作用による CO2 フラックスは，第一義的には

そこにもたらされる CO2 の量に依存すると考えるのが合

理的である。したがって，fG は海洋底拡大速度(Larson,

1991; Rowley, 2002 など)によって表されることが通常で

ある。なお，古い時代のプレートは沈み込んでおり既に観

測できないため，海洋底拡大速度を直接求めることは難し

い。そのような古い時代(1 億 5000 万年前以前)の海洋底

拡大速度は，海水準変動によって表すことができる

(Ga‹n, 1987; Berner, 1994)。

次に，fC は，海底に沈殿した炭酸塩の，変成作用の受

けやすさを表すパラメータである。すなわち，海底に沈殿

した炭酸塩のうち，深海底に沈殿したものがその後沈み込

み帯で変成作用を受けるが，この深海底に沈殿する炭酸塩

の割合は時代によって異なることが知られている

(Wilkinson and Walker, 1989)。fC はそのような変動を表

すパラメータとなっている。

海洋における炭酸塩の沈殿は，炭酸塩を生成する海洋生

物が出現したカンブリア紀/先カンブリア紀になって本格

的に始まった。その後，中生代になると海水準が低下する

とともに遠洋の円石藻類や表層有孔虫が増殖し，遠洋に沈

殿する炭酸塩が増大した(Wilkinson and Walker, 1989)。

遠洋で沈殿した炭酸塩は沈み込み帯に運ばれ，変成作用に

よる分解を受け易くなり，CO2 脱ガス量を増加させる。

遠洋における炭酸塩の沈殿量は，石灰質プランクトンが出

現した中生代(145 Ma 前後)から直線的に増加してきたと

考えられている(Wilkinson and Walker, 1989)。

IV. GEOCARB モデルにおけるパラメータの影響

GEOCARB では，前章で説明したように，様々な種類

のフラックスやリザーバーを設定して大気 CO2 濃度を算

出するが，これらの変数のうち計算結果に最も影響を与え

るのは，フラックスに係る外的パラメータ f (Table 2電

子付録として http://doi.org/10.2465/gkk.150117 に掲載)

である(Berner et al., 1983)。そこで，GEOCARB を構築

するにあたっても，これらの f をどのようにして決定して

いくべきかが重要であり，様々な議論がなされてきた。

そこで本章では，これらの外的パラメータに関して行わ

れてきた主要な議論，とくに外的パラメータが大気 CO2

濃度の算出結果にどのような影響を与えるかについて，解

説する。

1. 大陸の隆起による影響

大陸の隆起は浸食を伴うため風化量に大きく影響を与え

る。したがって，隆起パラメータ fR は非常に重要であ

る。大陸の隆起と風化量との関係の定式化には，視点の異

なるいくつかの提案がなされてきた。

Berner(1991)は，大陸の面積の対数が標高とおおよそ比

例関係にあるという現代の状況(Hay et al., 1981)をあて

はめ，

(34)

という経験式を導いた[ fA(t)は大陸面積を表す]。

これに対して Berner(1994)は，より理論的，化学的な

アプローチを提案した。すなわち，顕世代においては海水

の Sr 同位体比(87Sr/86Sr)の値が，大陸岩石の風化により
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海洋に流入した珪酸塩や炭酸塩の 87Sr/86Sr と，海底熱水

反応により海洋にもたらされた玄武岩の 87Sr/86Sr とのバ

ランスによって決定されてきた(Palmer and Edmond,

1989)という考えに基づき，以下のように fR を導いた。

(35)

ここで，Rocb(t)は熱水反応のみを考慮した場合の海水 Sr
同位体比，Rocm(t)は海成炭酸塩の分析による海水 Sr 同位

体比(Burke et al., 1982)，L は経験的に決定されるパラ

メータである。

さらに，Tajika(1998)は，過去 1 億 5 千万年における fR

について，Richter et al. (1992)に基づき，上記と同様の

アプローチを行った。すなわち，中生代ないし新生代にお

いて特に顕著であった大陸の隆起はヒマラヤ・チベット地

域の隆起であることから，Richter et al. (1992)は，新生

代後期に急上昇した海水 Sr 同位体比がヒマラヤ・チベッ

トの隆起に伴う風化量の増大に基づくという隆起仮説

(Raymo et al., 1988; Raymo and Ruddiman, 1992)を前提と

して，海水 Sr 同位体比に基づき，世界全体の珪酸塩の風

化フラックスを，ヒマラヤ・チベット地域の風化フラック

スとそれ以外の地域の風化フラックスとに分け，前者のみ

を分離してヒマラヤ・チベット地域の隆起における浸食速

度の変化を算出した。Tajika(1998)はこの浸食速度を fR

として用いた。

ただ，このような海水 Sr 同位体比変動を利用した fR の

算出方法は，海水 Sr 同位体比の上昇要因が大陸の珪酸塩

の風化に基づくことを前提としている。しかし，例えば新

生代後期の海水 Sr 同位体比はヒマラヤ・チベット地域の

珪酸塩の風化のみにより上昇したわけではなく，変成した

炭酸塩の風化(Quade et al., 1997)，高緯度地域に存在す

る Sr 同位体比の特異的に高い岩石の風化(Armstrong,

1971; Blum and Erel, 1995; 1997)や火山岩の風化(Taylor

and Lasaga, 1999)なども影響しているといわれている。

また，他の時代についても，単に珪酸塩の風化などでは海

水 Sr 同位体比の変動は説明がつかないとされている

(Boucot and Gray, 2001)。

そこで，別の手法として，物理的風化速度と化学的風化

速度の間の相関関係の利用が提案されている。例えば，

Berner and Kothavala (2001)は，化学的風化速度は物理的

風化速度の約 2/3 乗であり(Gaillardet et al, 1999)，また

各時代における陸源堆積物の堆積量(Ronov, 1993)が浸食

速度 ＝ 物理的風化速度を表していると仮定することで，

顕生代における fR を求めた(Fig. 4電子付録として http:
//doi.org/10.2465/gkk.150117 に掲載)。また，Kashiwagi

and Shikazono (2003)は，同様の観点から，南チベット地

域の標高推定(Zhao and Morgan, 1985)に基づき，新生代

における大陸の隆起パラメータ fR を求めた。また，

Kashiwagi et al. (2008)は，アジア地域の 18 の堆積盆にお

ける堆積物の堆積量の変動(Máetivier et al., 1999)を用い，

この堆積速度に基づき隆起パラメータ fR を求めた。

このように，大陸の隆起をパラメータ化する方法として

は，海水 Sr 同位体比を用いる方法と，物理的風化(堆積

物)に基づく方法の 2 つがある。両者の違いを GEOCARB

III でみると，Figure 4(電子付録として http://doi.org/

10.2465/gkk.150117 に掲載)に示すように，古生代，三畳

紀ジュラ紀(200 Ma 前後)，及び中期白亜紀(100 Ma 前

後)に現れている。これらの違いの原因について詳しく検

討されたものはないが，決定的な差異をもたらすようには

みえない。ただし，ヒマラヤ・チベット地域の隆起があっ

た新生代後期において両者の差異が見られない点には疑問

が残る。後述するように，新生代後期においては海水 Sr
同位体比の変動とヒマラヤ・チベット地域における風化の

増大とは必ずしも対応しないと考えられるためである。こ

の点は，前述したように，fR の時間分解能が低いことに

よる違いかもしれない。

2. 陸上植物の存在による風化速度への影響

GEOCARB では，陸上植物の植生によって風化速度が

影響を受けるとしている。例えば，維管束植物による風化

速度の影響については，アーバスキュラー菌根菌

(arbuscular mycorrhizal fungi)や外菌根(ectomycorrhizal

fungi)により珪酸塩の風化が促進されると考えられている

が(Quirk et al., 2012)，風化速度への具体的な影響を求め

た研究は非常に少ない。維管束物出現前の植物による風化

パラメータ fE は 0.25(現代の 4 分の 1)との推定があり

(Moulton et al., 2000), GEOCARB III でもこの値が採用

されているが，他にこの結果をサポートできる研究がない

のが現状である。

また，裸子植物と被子植物が風化速度に与える影響につ

いても定量的な評価は定まっていない。両者の影響はそれ

ほど違わない(Moulton et al., 2000)とするものや，被子植

物よりも裸子植物の方が大きいのではないかとする研究も

ある(Quideau et al., 1996)。しかも，これらはいずれも地

域的な研究であり，全球規模での影響は考慮していない。

特に，裸子植物の存在下での fE の定量的な評価を行った

研究はほとんどない。実際，GEOCARB III では，古土壌

に基づく大気 CO2 濃度の推定(Ekart et al., 1999)と当該モ

デルの計算結果との比較に基づき，裸子植物の存在下での

fE は経験的に 0.875 と定められた。しかしながら，そもそ

もプロキシによる大気 CO2 濃度の推定値にはばらつきが

ある。

したがって，このようなパラメータの設定方法には批判

が加えられている。例えば Boucot and Gray (2001)は，

GEOCARB は維管束植物の出現以前(デボン紀以前)にお

ける有胚植物，藍色細菌(シアノバクテリア)等による影響

や海洋生産性を考慮していないと指摘している。また逆

に，陸上植物が存在し，かつ充分に温暖であっても，そこ

がラテライト地帯のような地域であれば風化はほとんど進

行しないはずであるが，現状の GEOCARB ではそのよう

な状況が考慮されていないとする。
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このような問題はあるものの，植生の変化による大気

CO2 濃度への影響自体はかなり大きいことは間違いない

と思われる。Figure 5(電子付録として http://doi.org/

10.2465/gkk.150117 に掲載)に示すように，(A) 維管束植

物の出現は古生代の大気 CO2 濃度を大幅に減少させてお

り，また，(B) 裸子植物/被子植物比の変化は，実際両者

がどのような比率であれ，中生代の大気 CO2 濃度に大き

な影響を与えうることが示唆される。

3. 火山岩の風化

GEOCARB では珪酸塩からなる岩石の風化が考慮され

ており，特に火山岩の寄与については重視されている。年

代の若い火山岩は，2 万年程度で完全に風化する場合があ

ることが知られており(Louvat and All àegre, 1997; Vitousek

et al., 1997)，また，火山地帯の地下水や河川中のシリカ

濃度，HCO －
3 濃度は高いので，風化が特に促進されやす

いという特徴がある(Aiuppa et al., 2000)。そのため，火

山岩の風化フラックスは大陸全体の珪酸塩の風化フラック

スの 25を占めるとする推定もある(Louvat and All àegre,

1997; Gaillardet et al., 1999; Dessert et al., 2003)。そこで，

珪酸塩の風化において，火山岩の風化をその他の珪酸塩

(例えば，花崗岩)の風化と区別して，それぞれを別個に取

り扱うことが提案されている(Wallmann, 2001; Hansen

andWallmann, 2003;Berner, 2006b;Kashiwagi et al., 2008)。

火山岩の風化の大気 CO2 濃度への影響をみると[Fig. 6
(電子付録として http://doi.org/10.2465/gkk.150117 に掲

載)の「no volc」と「volc」を比較]，前期中期古生代

(550350 Ma)と中生代(250100 Ma)に大気 CO2 への影響

がみられる(「volc」の方が RCO2 値が低い)。また，後期

オルドビス紀の極小時期と中生代に影響がみられる(同)。

さらに，ペルム紀と三畳紀の境界に RCO2 値に顕著な違

いがあり，中生代及び古生代では，火山岩の風化の大気

CO2 濃度への影響は大きいといえる。

一方で，新生代については，Figure 6(電子付録として

http://doi.org/10.2465/gkk.150117 に掲載)からは大きな

違いはみられない。ただ，Li and Elderˆeld (2013)は，炭

酸塩鉱物から推定した海水の炭素同位体比(d13C)，Sr 同

位体比(87Sr/86Sr)，Os 同位体比(187Os/188Os)の変動を大気

CO2 濃度の制約条件とする過去 1 億年の炭素循環モデル

を構築し，火山岩の風化フラックスの減少が当時の大気

CO2 濃度の減少と対応していることを示した。火山岩の

風化は大気 CO2 濃度の減少をコントロールする役割を

担っていたと主張している。また，Kent and Muttoni
(2013)は，赤道地域(5°S5°N)における玄武岩の風化が風

化フィードバックの強さをコントロールしたと主張してい

る。

このように，火山岩の風化の大気 CO2 濃度への影響は，

GEOCARB による結果とそれ以外のモデルによる結果と

ではやや異なっている。このことに関して，GEOCARB
では，いくつかの火山岩の風化フラックスのパラメータの

求め方が提案されている。前述の Berner(2006b)は，以下

のような火山岩の風化フラックスのパラメータ fvolc を導

入した。

(36)

ここで，Wv は火山岩の風化速度，Wnv は火山岩以外の珪

酸塩の風化速度，0 は現代値を表す。式(36)が示すように，

fvolc は珪酸塩全体に対する火山岩の風化の寄与を表す。

Berner(2006b)は，Wv ＝ 2Xnv(Meybeck, 1987)，及び現代

における Xvolc ＝ 0.3(Dessert et al., 2003)を仮定した。ま

た，過去の Xvolc を海水 Sr 同位体比の変動に基づき以下の

ように求めた。

(37)

ここで，Rv は火山岩の 87Sr/86Sr，Rnv は火山岩以外の珪酸

塩の 87Sr/86Sr，Roc は海水の 87Sr/86Sr，Rcy は形成年代の

新しい炭酸塩の 87Sr/86Sr，Rca は形成年代の古い炭酸塩の
87Sr/86Sr，fsr(t)は海洋底拡大速度，Fbo は玄武岩と海水の

交換フラックス，Fbc は炭酸塩の沈殿フラックス，Fcy は形

成年代の新しい炭酸塩の風化フラックス，Fca は形成年代

の古い炭酸塩の風化フラックス，Fwsi は火山岩以外の珪酸

塩の風化フラックスである。

一方，Kashiwagi et al. (2008)は，古地理学データに基

づき求められた火山岩の分布量(Bluth and Kump, 1991)を

火山岩の風化パラメータとした。また，Wallmann(2001)

や Hansen and Wallmann (2003)は，火山起源の堆積物が

沈み込み帯に広く分布すること，またその起源が火成活動

による噴出物であることに鑑みて，百万年単位の時間ス

ケールでは火山岩の風化フラックスは沈み込み帯における

火成活動に対応していると仮定した。

これら 3 種類の火山岩の風化パラメータの比較(中生代

新生代)を Figure 7 に示した。Berner(2006b)によるパラ

メータ(A の「volcanic weathering｣ )と Bluth and Kump
(1991)によるデータ(A の「volcanic area｣)では変動パター

ンが似ているが，これらと Hansen and Wallmann (2003)

によるデータ(B)の変動パターンでは大きく異なる。これ

らの違いについて検討した研究はないが，このようなパラ

メータの違いによって，大気 CO2 濃度の計算値にどのよ

うな差異がでるかを検討する必要があるように思える。

なお，以上は火山岩の風化フラックスのパラメータの問

題であったが，現代の風化フラックスの値にも留意すべき

点がある。火山岩の風化フラックスはいくつかの研究に

よって推定されているものの，これらの計算値の間にはか

なりの差異がある。例えば，Gaillardet et al. (1999)は 3.0
×1018 mol/Ma，Dessert et al. (2003)は 4.08×1018 mol/

Ma，NavarreSitchler and Brantley (2007)は 1.75×1019

mol/Ma と推定している。火山岩は海洋島や沈み込み帯の

一部など比較的小さな地域に集中して分布しているため

(Dessert et al., 2003)，火山岩の風化の影響を評価するに
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Fig. 7. Comparison of parameters for the volcanic rock weather-
ing (Berner, 2006b). (A) ``Volcanic weathering'' represents a
proportion of volcanics in silicates (Berner, 2006b), and ``volcanic
area'' represents areas of volcanics in land (Bluth and Kump, 1991).
(B) Igneous activity at subduction zone (Hansen and Wallmann,
2003).

Fig. 8. Comparison of degassing parameters in the last 200 million
years: subduction rate at subduction zones (Engebreston et al.,
1992); crustal production rate at backarc basins (Kaiho and Saito,
1994); sea‰oor spreading rate1 (Rowley, 2002); sea‰oor spreading
rate2 (Seton et al., 2012).
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あたっては，地域的な研究をさらに蓄積していくことが重

要と思われる。

4. CO2 脱ガスに関するパラメータ

火成作用変成作用による CO2 脱ガス(以下，単に脱ガ

スという)は，大気 CO2 濃度を決定する重要な要因である。

GEOCARB ではこの脱ガスフラックスを海洋底拡大速度

に基づき算出している。ただし，推定される海洋底拡大速

度は研究によって異なる。例えば，Larson(1991)は，白

亜紀(12580 Ma)においては現代に比べて地殻生産速度が

50100高かったとした。これは当時において大気 CO2

濃度が高く気温が高かった(例えば，Arthur et al., 1985)

ことと調和しており，このことから，海洋底拡大と当時の

高い大気 CO2 濃度との間に因果関係があるとの考えが広

く受け入れられている。しかし一方で，Rowley(2002)

は，現代における海洋底の面積年代の分布から，海洋底

拡大速度は少なくとも過去 1 億 8 千万年間はほぼ一定であ

る(Fig. 8)と主張して Larson(1991)の考えに反対してお

り，この論争はまだ決着していない(Miller et al., 2005)。

また，火成作用変成作用が起きる場所についての問題

が指摘されている。GEOCARB では，火成作用変成作用

等の脱ガスが起きる場所は中央海嶺や造山帯等のプレート

境界(発散境界及び収束境界)全般であるとして，これによ

る火成活動は，海洋底拡大速度によって表されるものとし

ている。しかし実際には，脱ガスは地球上の様々な場所で

起きている。例えば，ホットスポットはプレート運動とは

独立して火成活動がおきる。そこで Tajika(1998)は，プ

レート境界でおきる火成作用変成作用に加えて，ホット

スポットからの脱ガスを別個に考慮した。また，背弧海盆

は西太平洋地域に多く分布し，沈み込み帯とは関連するも

のの独自の成因を有し，火成活動が断続的におきている。

背弧海盆から大気海洋系にもたらされる CO2 量は，中央

海嶺からのそれに匹敵すると推定されている(鹿園，

1998)。そこで，Kashiwagi and Shikazono (2003)は，背

弧海盆からの脱ガスも考慮すべきであるとした。しかし，

背孤の生成や拡大は中央海嶺のようなプレート発散境界で

起きているわけではなく，また前孤のようなプレート収束

境界で起きる現象とも異なるので，背弧海盆での火成活動

による CO2 脱ガス量の計算のパラメータ海洋底拡大速度

を用いることはできない。ここで，Kaiho and Saito
(1994)は，新生代において生成，拡大した世界中の 29 の

背弧海盆の地殻生成速度を求めた。Figure 8 に示すよう

に，背弧海盆は過去数千万年間において，海洋底拡大速度

とは異なる活動をしてきたといえる。

5. 古地理学的変化と河川流出

気温(特に陸上気温)が変化すると河川流出が変化し，こ

れにより風化フィードバックの強さが変動することは前述

した。そして，この河川流出はさらにその時代の地球全体

の大陸配置にも依存することが知られている。例えば，高

緯度にも陸域が広く分布したパンゲア超大陸ではその内陸

部に大規模な乾燥帯が存在したが，大陸が分裂することに

より低緯度に大陸が位置するようになると(例えば，現

代)，湿潤な気候帯が形成されやすくなり，河川流出も多

くなる。さらに，河川流出の量は大陸の緯度方向の位置や

サイズとも複雑な関係にあると考えられている(Otto

Bliesner, 1995)。

このような大陸移動(配置)に伴う河川流出の変化につい

て，GEOCARB III では，OttoBliesner(1995)が求めた

GCM(Global Climate Model)による算出結果を用いてい

る。しかし，OttoBliesner(1995)は氷床の消長を考慮して
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Fig. 9. Description of GEOCLIM (after Godd áeris et al., 2012).

280 柏木 洋彦・鹿園 直建

いないという問題がある。氷床の存在地域では化学的風化

による風化生成物の流出がおきにくいから，この点に誤差

が生じている可能性がある。

また，フィードバック関数における，全球平均気温と陸

上気温の関係[式(25)参照]にも留意すべきである。式(25)

における陸上気温(より正確には風化が起きる地域の気温)

を表す GEOG(t)は，モデル自身によって内部的に算出さ

れるパラメータではなく，外部のデータ(OttoBliesner,

1995)となっている。ところが，実際には全球平均気温と

陸上気温とは相互に依存する関係にあるはずであるから，

陸上気温を外部データから引用している GEOCARB は，

気温パラメータ(全球平均気温及び陸上平均気温)に関し

て，完全に自律的なモデルとはいえない(Godd áeris et al.,

2014)。このようなモデルは，必然的に計算結果に誤差を

生じることになる。

以上の問題は元々，GEOCARB が 0 次元モデルであ

り，地理的要因と陸上平均気温(さらには大気 CO2 濃度)

との関係を全球単位でしか考慮できないことに由来する。

つまり，陸上平均気温は，同一の大気 CO2 濃度であって

も大陸の配置によって異なることは前述したが，0 次元モ

デルではこのような状況を原理的に再現できない。

そこで，このような大陸移動の影響を考慮できるよう

に，古地理学的変化を 2 次元的に算出し，これに基づき大

気 CO2 濃度を算出するモデルである「GEOCLIM」が提

案されている(Fig. 9. Donnadieu et al., 2006, 2009;

Godd áeris et al., 2012, 2014)。

GEOCLIM は，大気及び海洋リザーバーを有する地球

化学モデル(COMBINE: Godd áeris and Joachimski, 2004;

Donnadieu et al., 2006)を使用して，脱ガスフラックスと

大陸の風化フラックスがバランスするような(大気 CO2 濃

度が定常状態となるような)大陸の風化のフラックスを算

出する。この算出結果に基づき，大気 CO2 濃度を算出す

る。そして，算出した大気 CO2 濃度を基に，GCM
(FOAM GCM (Jacob, 1997); LPJ DGVM (Sitch et al.,

2003; Donneadieu et al., 2009))を用いて河川流出と陸上気

温を求める。求めた値を上記の地球化学モデルに入力し，

再び大気 CO2 濃度を計算する。この値と前記の大気 CO2

濃度が収束するまで上記の計算を繰り返すことで，最終的

な大気 CO2 濃度を算出する。

GEOCLIM は，古地理学的影響(河川流出)と陸上気

温，及び大気 CO2 濃度を同時に(すなわち，モデル内で自

律 的 に ) 算 出 で き る 点 で ， GEOCARB と 異 な る 。

GEOCARB では，陸上気温や河川流出が外的パラメータ

として設定される。具体的には，GEOCARB III では，

RUN(河川流量の温度依存性を表す定数)の値は，温暖期

(340 Ma 以前と 26040 Ma)で 0.025(気温 1 K の上昇に対

して 2.5の河川流出増加。Kothavala et al., 1999)，寒冷

期(400 Ma)で 0.045(気温 1 °Cの上昇に対して 4.5の河

川流出増加。Hay et al., 1999)といったような強制パラ

メータとして働いている。これに対して GEOCLIM は，

河川流出や陸上気温を GCM ルーチンによって自身で計算

するので，GEOCARB で問題となるような誤差は生じな

い。

GEOCLIM(Godd áeris et al., 2014)による大気 CO2 濃度

の計算結果を Figure 10(電子付録として http://doi.org/

10.2465/gkk.150117 に掲載)に示した。Figure 10 に示すよ

うに，オルドビス紀に大気 CO2 濃度が減少のピークを示

しているが，これはローレンシア，シベリア，バルティカ

大陸が赤道域に集中していた時期であり，風化量が増大し

て大気 CO2 が減少したものと考えられる。また，280220

Ma は大気 CO2 濃度が増加を示しており，これはパンゲ

ア超大陸の存在により乾燥地域が増え，その結果風化量が

減少したためだと考えることができる(Godd áeris et al.,

2014)。このように，大気 CO2 濃度の変動は河川流出や大

陸移動のそれらと調和的であり，GEOCARB III では表れ

ていない。このことは，GEOCLIM のような大陸移動の

プロセスを明示的に考慮したモデルにより，大気 CO2 濃

度の推定精度が改善され得ることを示唆している。

6. 気候感度

GEOCARB では，気温と大気 CO2 濃度の関係を規定す

る気候感度が導入されている(式(25)参照)。一般に，気候

感度は，Charney フィードバック(Charney et al., 1979)に

代表されるような比較的短期(百年程度)のタイムスケール

でおきるフィードバックに基づき算出される。このような

時間スケールにおけるフィードバックをコントロールする

要因としては，大気中の水蒸気量，減率，雲量，海氷アル

ベドが重要である(Charney et al., 1979)。GEOCARB III
でもこのような要素を考慮して気候感度を求めた GCM の

結果(Kothavala et al., 1999, 2000)を利用している。しか

し，より長期的な時間スケールでは，気温や植生，大気の

組成，地形といった様々な要素によるフィードバックが作

用する(Hansen et al., 2008; Lunt et al., 2010)。したがっ

て，百万年単位の時間スケールを前提としているモデルで

は，Charney フィードバックとはまた異なるメカニズムを

考慮する必要がある。そこで，短期的な気候フィードバッ

クと長期的な気候フィードバックの双方を考慮した気候感
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Fig. 11. Calculation process of ESS (earth system sensitivity) in
the Mesozoic and Paleogene (Royer et al., 2012). (A) variation of
atmospheric CO2 concentration calculated from geochemical prox-
ies, (B) tropical sea surface temperature, (C) oxygen isotopic ratio
of benthic foraminifera, (D) ESS calculated from maximum CO2

concentration in (A) and oxygen isotopic ratio in (C).
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度として，地球システム感度(ESS; Earth System Sensitiv-

ity)という概念が提唱されている(Hansen et al., 2008; Lunt

et al., 2010)。ESS は，長期的時間スケール(少なくとも千

年以上)でみた場合の，大気 CO2 濃度の上昇に対する気温

の応答である。

ESS と Charney フィードバックの気候感度とでは，そ

の値が明らかに異なることがわかってきている(Lunt et

al., 2009; Pagani et al., 2009; Park and Royer, 2011; Royer

et al., 2012)。例えば，ESS は現代のような大陸氷床が存

在する時代とそうでない時代によって大きく異なると指摘

されている(Park and Royer, 2011; Royer et al., 2012)。

Park and Royer (2011)は，ESS の値は Charney フィード

バックより大きく，さらに，無氷河時代である中生代及び

古第三紀における ESS は 3 °C以上，現代のような有氷河

時代における ESS は 6 °C以上であり両者に差異があるこ

とを示した。また，Royer et al. (2012)は，プロキシによ

り推定されている大気 CO2 濃度に基づき無氷河時代の

ESS の変動を求めた(Fig. 11)。Figure 11D から明らかな

ように，ESS は時代により変動している。このように

ESS は，Charney フィードバックと感度の値が異なるだけ

でなく，その違いの大きさも時代によって変化してきたと

いえる。

一方，GEOCARB で想定されてきている気候感度は，

温暖期(340 Ma 以前と 26040 Ma)と寒冷期(400 Ma)の 2
つに分けているのみである。また，この気候感度は前述の

ように Charney フィードバックを前提としたものであ

る。そこで，Royer et al. (2012)のように，プロキシの結

果に基づいて求めた ESS を GEOCARB に適用することが

考えられる。ただし，Royer et al. (2012)による推定値は

誤差範囲が大きい。特に，無氷河時代は有氷河時代である

現代とは異なる気候状態であり，かつそのような古い時代

のプロキシによる大気 CO2 濃度の推定値には誤差が大き

いという問題がある。このような点からは，プロキシによ

り求めた ESS を GEOCARB に適用するには，プロキシに

よる大気 CO2 濃度の推定精度を向上させることが重要で

あるといえる。

V. 最新の GEOCARBSULF モデルによる検討

最近，Royer et al. (2014)は，これまでの GEOCARB
や GEOCARBSULF ではあまり検討されてこなかった大

陸移動に伴う古地理学的変化や気候感度について，改良を

行ったモデル(以下，GEOCARBSULFrev という)を構築

した。具体的には，世界の河川流出( fAD)と陸上温度を

GCM により算出し(Godd áeris et al., 2012; Godd áeris et al.,

2014)，これらに基づいて大気 CO2 濃度の計算を行った。

そこで本章では，この GEOCARBSULFrev に基づき，

GEOCARB モデルにおけるパラメータやプロキシとの比

較検討を行う。GEOCARBSULFrev では，OttoBliesner
(1995)に基づき求められた河川流出( fAD)と異なり，氷床

の存在を考慮して(具体的には，330260 Ma, 340 Ma に

氷床が存在するとして) fAD を算出し，また，寒冷地や乾

燥地など風化が進行しにくい地域を除外して GEOG(t)を

求めた。また，気候感度は最初から誤差範囲を含むものと

して，1.57.3 °C(2s ＝ ±1.5 °C)の対数正規分布の範囲で

計算を行った。

1. パラメータの評価

GEOCARBSULFrev の計算結果をみると(Fig. 12)，大

気 CO2 濃度への影響が最も大きいパラメータ，つまりそ

の誤算範囲において大気 CO2 濃度の値のばらつきが最も

大きいパラメータは気候感度であり，その次が陸上植物に

よる風化速度への影響(LIFE(被子植物以前の風化速度を

表すパラメータ)及び GYM(被子植物に対する裸子植物の

風化速度に対する影響の比))である。

これらのパラメータに共通する点は，直接的な地質学的

証拠が少ないことが挙げられる。まず，LIFE について

は，前述のように，維管束植物出現前の時代の植物が風化

速度に与える影響について，シアノバクテリアの存在など

が考慮されていないとの指摘がある(Boucot and Gray,

2001)。また，GYM については，裸子植物の存在下での

風化速度影響を定量的に考察した研究が少ないため，
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Fig. 12. EŠect on calculations of atmospheric CO2 by variation of
a single input parameter in the GEOCARBSULFrev model (Royer
et al., 2014). (A) climate sensitivity, (B) ratio of chemical weather-
ing in a minimallyvegetated to presentday (angiosperm dominat-
ed) world, (C) ratio of chemical weathering by gymnosperms to an-
giosperms, (D) direct eŠect of CO2 on chemical weathering (see ex-
ponential in eq. (23)), (E) solar evolution on temperature, (F) land
area, (G) global river runoŠ, (H) land mean surface temperature,
and (I) fraction of land area undergoing chemical weathering.

Fig. 13. Variations of atmospheric CO2 concentration in the
Phanerozoic (Royer et al., 2014). White circles represents proxy
records, ``standard run'' represents the case of using the standard
values in the parameters, ``old GEOG'' represents the case of use of
GEOG(t) by OttoBliesner (1995), ``GYM ＝ 0.46'' represents the
case of ratio of chemical weathering by gymnosperms to
angiosperms ＝ 0.46, ``fSR ＝ 3'' represents the case of sea‰oor
spreading rate fSR ＝ 3 in 5030 Ma.
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GEOCARB III では，古土壌の分析により推定された大気

CO2 濃度の値(Ekart et al., 1999)と整合するように合目的

的に値が設定されている。

気候感度については，古い時代(特に，現代と異なる無

氷河時代)の気候感度の変動に関する研究が少ない。無氷

河時代における気候感度の評価について重要な要素として

は，雲や，大気 CO2 以外の温室効果ガス(例えばオゾン

(O3)，メタン(CH4)，窒素酸化物(N2O 等))の影響が指摘

されている(Royer et al., 2012)。しかし，GEOCARB の

式(25)の第 1 項では，これらが考慮されていない。さらに

この項は，N2 分圧は 1.0 bar 固定，大気には飽和水蒸気圧

分の H2O が含まれていると仮定したものであるので，こ

れらの点に改良の余地がある。無氷河時代のような現代よ

り温暖な時代においては，これらによる追加的な正の

フィードバック機構がより強く働いていた可能性が指摘さ

れている(Royer et al., 2012)。しかしながら，無氷河時代

における雲の挙動や(Kump and Pollard, 2008)，CH4 や

N2O のような温室効果ガスの影響(Beerling et al., 2011)は

現状ではよくわかっていない。

2. プロキシとの比較

次に，GEOCARBSULFrev による大気 CO2 濃度の推

定値をプロキシと比較する(Fig. 13)。GEOCARBSULF
では，古生代前半の大気 CO2 濃度は非常に高いが，石炭

紀二畳紀(300 Ma 前後)に低下する。中生代になり再び大

気 CO2 濃度は上昇するが，その後は新生代から現代に向

かって大気 CO2 濃度は減少を続けている。これに対して

プロキシでは，中期古生代と中期中生代で CO2 が高く，

後期古生代では低くなっており，GEOCARBSULFrev に

よる大気 CO2 濃度の推定と調和的であるといえる。しか

し，中期中生代から新生代における大気 CO2 濃度につい

ては，誤差範囲を考慮しても，GEOCARBSULFrev によ

る計算値がプロキシの結果よりもかなり低くなっている。

そこで，この不一致の原因について以下に検討する。

(1) 脱ガスの影響

中期中生代～前期新生代は火成活動が活発であったとい

われているが，Royer et al. (2014)では，脱ガスパラメー

タに関する議論はあまりなされていない。この点，

Kashiwagi and Shikazono (2003)は，沈み込み帯での火成

作用変成作用に加えて，背弧海盆での火成活動やホット

スポットでの火山活動を考慮した新生代におけるグローバ

ル炭素循環モデルを構築した。これにより算出された新生

代後期の大気 CO2 濃度は現代と同じかそれと同等に低

く，プロキシによる推定(Pagani et al., 1999; Pearson and

Palmer, 2000)と調和的となった(Fig. 14)。

GEOCARB では，脱ガスフラックスは海洋底拡大速度

や沈み込み速度に比例するものと仮定しているが，沈み込

むスラブ中の炭素の分布は均一ではなく，また温度・圧力

によって熱分解(脱ガス)の速度は異なるはずである。さら

に，Kerrick et al. (2003)は，前弧などにおいては，沈み

込み速度が速いとスラブの温度が低下しやすく，逆に沈み

込みが遅いと温度が低下しにくいと指摘した上で，低温下
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Fig. 14. Variations of RCO2 (ratio of atmospheric CO2 concentra-
tion to that at present) in the Miocene (after Kashiwagi and
Shikazono, 2003). ``Upper values'' and ``Lower values'' respective-
ly represent the upper and lower values of the atmospheric CO2 con-
centration. ``Boron'' and ``Alkenone'' respectively represent the
atmospheric CO2 concentration estimated from boron isotope of
foraminifera and carbon isotope of alkenone.

Fig. 15. Variations of RCO2 (ratio of atmospheric CO2 concentra-
tion to that at present) in the cases of precipitation parameter fC ＝

0.5, 0.75 (standard), and 1 in the GEOCARB II (Berner, 1994).
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では炭酸塩や有機物の熱分解はおきにくいから，結局，脱

ガスフラックスは沈み込み速度(海洋底拡大速度)に逆比例

する場合があるのではないかとしている。

また，GEOCARB においては，炭酸塩の遠洋での沈殿

量の多さを表すパラメータ fC を挙げることができる。fC

は，石灰質プランクトンが出現する中生代まで(150 Ma 以

前)は一定であるが，それ以降現代まで fC が直線的に増加

すると考えられる(Wilkinson and Walker, 1989)。ここ

で，石灰質プランクトンの出現前の fC の値が 0.5, 0.75
(stnd)，1 の場合の大気 CO2 濃度の算出結果を Figure 15
に示した。fC による大気 CO2 濃度(Fig. 15; RCO2)の差

は，白亜紀以前の時代では 12 PAL(Present Atmospheric

Level)程度，新生代以降の時代ではそれよりも小さく，他

のパラメータと比べると，結果的には影響は特別大きくは

ない。ただ，石灰質プランクトン出現前の fC の値はあく

まで経験的に求められている(Berner, 1994)。そこで，遠

洋での炭酸塩の沈殿の増加については，fC を利用するの

ではなく，炭酸塩のリザーバーを大陸縁辺の炭酸塩リザー

バーと遠洋の炭酸塩リザーバーにわけて，それぞれのリ

ザーバーへの炭酸塩の沈殿フラックスを求める方法が提案

されている(Caldeira, 1991; Wallmann, 2001; Hansen and

Wallmann, 2003)。ただこの場合，沈殿フラックスを，

GEOCARB のように炭素同位体比 d13C のマスバランスか

ら間接的に求める[式(11), (15)]のではなく，明示的に算

出する必要がある。しかし，地質時代における海洋の状態

(例えば海洋の構造や炭酸塩の沈殿をもたらす微生物の影

響)があまりわかっていないことから，その明示的なフ

ラックスの正確な算出は難しい。

結局，遠洋での炭酸塩の沈殿とそれによる脱ガス量の増

加の関係は，fC の値の妥当性の検証に加えて，炭酸塩の

遠洋での沈殿フラックスを明示的に求める上記の方法を組

み合わせたクロスチェックを行うことが必要であるように

思われる。

なお，脱ガスに関する他の問題として，脱ガスフラック

スの推定値に研究による差異がある点を指摘できる。現代

の世界全体の風化フラックス(風化による CO2 の大気から

の消費速度)は約 6.7×1018 mol/Ma である(Berner, 1994)

から，全脱ガスフラックスもこれとおおよそ同じであると

思われる。しかしながら，大陸リフトからのフラックス

や，造山帯における，変成作用に基づく CO2 脱ガスフ

ラックスについては推定例が少なく，これらの脱ガスにお

ける寄与はよくわかっていないため，沈み込み帯における

変成作用と同様の扱い(すなわち海洋底拡大速度に比例す

る)がなされている。特に，大陸リフトからの脱ガスは推

定例が少なく，しかもこれは海洋底拡大速度よりもむしろ

大陸の拡大(移動)速度に依存するかもしれない。大陸リフ

トからの脱ガスは， Tajika ( 1998 ) や Kashiwagi et al.
(2008)などのモデルでも明示的には考慮されていない。グ

ローバル炭素循環モデルにおいて今後考慮すべき問題であ

るといえる。

(2) 新生代における氷河化の進行，大陸氷床の形成

新生代の始新世/漸新世境界(Eocene/Oligocene Bound-

ary; E/O 境界)には，顕著な寒冷期(Eocene/Oligocene

climate transition; EOCT)があり，この時期に南極大陸に

大規模な氷床が形成され，地球は温暖な気候である「氷の

ない世界」(icefree world)から，寒冷な気候である「氷

のある世界」( ice world)へと大きく変化した(Kennett,

1977; Zachos et al., 2001)。EOCT の原因は，南極大陸等

の極地域で大規模な氷床や海氷が形成されたことにより気

温低下が引き起こされたことにあるという説(Pagani et

al., 2005)に加えて，大気 CO2 濃度が EOCT の引き金とし

て重要であるという考えもある(DeConto and Pollard,

2003)。また，新生代は全般に氷河化が進行していった時
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代であり，漸新世/中新世境界や中期中新世でも同様な大

規模な氷河化がおきたといわれている。

ここで，ESS(地球システム感度)が氷床の消長によって

大きく変わる可能性があることは前述した(Park and

Royer, 2011; Royer et al., 2012)。したがって，EOCT をは

じめとする氷河化の過程においては，ESS が大きく変化

し，炭素循環システムに重大な変化が生じた可能性があ

る。すなわち，GEOCARB モデルにおける大気 CO2 濃度

の推定誤差(プロキシによる推定値との差)は，この ESS
が原因である可能性がある。この点につき，Royer et al.
(2014)は，新生代における大気 CO2 濃度の推定値の誤差

は脱ガスパラメータの誤差によって説明できるかもしれな

いとしているが，これを説明するためには新生代の海洋底

拡大速度が現代の約 3 倍である必要がある(Fig. 13)。こ

の 3 倍という値は，プルーム活動が活発であった白亜紀の

約 2 倍(Larson, 1991)よりも大きく，厳しい想定のように

思える。

さらに，氷河化や大陸氷床との関係では，これらの進行

により河川流出も変化することにも留意すべきと思われ

る。氷河化や河川流出と，風化地域やアルベドの変化とは

相互に依存関係にあり，かつ複雑である。前述した

GEOCLIM はこの点の相互関係について一定の関係性を

示唆している(IV5 参照)。ただ，GEOCLIM は時間分解

能が低く(数十 My)，GEOCARB のそれ(110 My)には及

ばないという難点がある。したがって，新生代の気候変動

と氷河化，古地理学的変化の関係を検討するには，さらな

る精度の向上が必要と思われる。また，GEOCLIM は，

海洋底拡大速度が 180 Ma 以降においてあまり変化しな

かったという説(Rowley, 2002)に基づき，海洋底拡大速度

が常に一定であるという仮定を行っているが，前述のよう

に，Rowley(2002)の見解については反論も多い(Miller et

al., 2005; Conrad and LithgowBertelloni, 2007)。

このように，GEOCLIM や GEOCARB にはそれぞれ利

点と欠点があるため，各々単独の考察で大気 CO2 濃度と

大陸氷床，河川流出の関係について検討することはあまり

妥当でないと思われる。すなわち，GEOCARB のような

シンプルで全球的なモデルアプローチと，大陸の二次元的

な移動を考慮した GEOCLIM のアプローチを相互補完的

に利用し，クロスチェックを行うことが重要であり，それ

により，両モデルの精度を向上させていくべきように思わ

れる。

VI. ま と め

本総説の内容をまとめると，以下のようになる。

1. 地質時代のグローバル炭素循環は，大陸の風化作用，

及び変成作用火成作用による無機炭素の循環と，有機物

の酸化的風化，及び有機炭素の埋没による有機炭素の循環

からなる。

2. グローバル炭素循環の代表的な数値モデルの一つであ

る GEOCARB モデルは，上記の各種地球化学的プロセス

の炭素フラックスを計算し，顕生代の大気 CO2 濃度を算

出する。

3. GEOCARB モデルのフラックスにおける外的パラ

メータとして重要なものに，大陸の隆起，河川流出，維管

束植物の進化，風化フィードバック，脱ガスパラメータな

どがある。

4. このうち，大陸の隆起の推定には，海水 Sr 同位体比

曲線を用いる方法と，陸源堆積物の堆積速度を用いる方法

とがある。維管束物植物の影響については，これを定量的

にサポートする研究が未だ少ないため，これらを蓄積する

必要がある。脱ガスパラメータは，沈み込み帯での変成作

用火成作用を前提とした海洋底拡大速度の他に，ホット

スポットでの火成活動や，背弧海盆における火成作用も考

慮するべきである。河川流出は大陸配置や陸上気温と相関

関係にあるが，GEOCARB でのこれらの扱いは厳密には

正確ではない。この点は，強制パラメータによる入力では

なくプロセスベースによる計算を行うモデルである GE-

OCLIM によって，より正確に表すことができるものと考

えられる。

5. さらに考慮すべき問題として，火山岩の風化や気候感

度がある。火山岩の風化は，顕生代にわたって大気 CO2

濃度をコントロールしてきた可能性があるが，火山岩の風

化フラックスの推定値にはまだ研究間で差異が大きいの

で，研究の蓄積が必要である。また，気候感度について

は，これまでは Charney フィードバックのような短期的

なフィードバックに基づき算出されていたが，より長期的

なフィードバックである地球システム感度(ESS)によって

表すことが必要かもしれない。

6. 最新の GEOCARB モデル(GEOCARBSULF)による

と，上記のパラメータでもっとも顕生代の大気 CO2 濃度

に対する影響が大きいのは，気候感度，維管束植物の影響

である。

7. GEOCARBSULF による中期中生代～新生代の大気

CO2 濃度は，プロキシの結果とはあまり調和的ではな

い。この理由としては，脱ガスパラメータの考慮が充分で

はないことや，大陸氷床の形成に伴う気候感度の変化が原

因である可能性がある。
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