南極ドームふじ氷床コアによる過去 70 万年の陸域起源物質変動の復元
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Dust (microparticles) in polar deep ice-cores are well-known as an indicator of terrestrial materials. Terrestrial matterials in
these cores vary with climate and environmental changes such as variability of surface state and area in dust origin areas,
atmospheric hydrological cycles, and atmospheric transport intensity. Here we present terrestrial matterials record from the
Dome Fuji ice core, Antarctica and a relationship between the record and climate and environmental changes and those
controlling factors. The dust variation in the Dome Fuji ice core periodically varied high during the ends of glacial periods and
low during interglacial periods in glacial-cycle scale, respectively, over the past 700,000 years. The amplitudes of dust flux
variation before 430 k-years ago changed smaller than after then, so-called the Mid-Brunhes event (MBE). Dust flux level and
variability and a relationship between dust flux and δ18O of ice in the Dome Fuji ice core were similar to those of EPICA
Dome C in East Antarctica. These suggested that terrestrial materials homogeneously deposited over the high inland area of
East Antarctica ice sheet during the past 700,000 years.
氷床コアを用いた過去の気候・環境変動の研究において、ダスト（固体微粒子）は、主として鉱物粒子から構成
される陸域起源物質のプロキシーとしてよく知られている（Lambert et al., 2008; Fujii et l., 2003）。現状で、氷床コ
アのうち、氷期サイクルの振幅が変化したとされる Mid-Brunhes Event（MBE）の約 43 万年前より以前にまで遡る
ことが可能なものは、南極のドームふじおよびドーム C のみである。本研究では、南極ドームふじ基地で掘削さ
れた氷床コアのダスト解析から、過去約 70 万年の氷期サイクルスケールにおける、ダストをプロキシーとする陸
域起源物質の変動を復元し、気候変動との関連と変動要因について考察したので報告する。
ドームふじ氷床コアのダスト変動は、過去約 70 万年間一貫して、氷期末期に高く、間氷期に低いというサイク
ルを周期的に繰り返していた。両者の差は、フラックスベースでも数十倍と、報告されている海塩由来とされる
成分と比較しても顕著に高かった。この変動は、MBE を境にそれ以前のダストピークは、それ以降のピークより
も低くなっており、氷期サイクルの振幅変化に同調しているように見えた。これらは、ドーム C でのダスト変動
と同様であり、両者の氷期サイクルでの変動は非常に類似していることから、両地点を含む東南極氷床高原部で
の陸域起源物質は過去 70 万年間、比較的地理的均一性を保っていた可能性がある。
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