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乗船研究・会議名 IODP Exp.301 ポストクルーズ・ミーティング 

研究期間 平成 18 年 5 月 8 日 ～ 平成 18 年 5 月 13 日 

用務地（国・都市）  アメリカ合衆国 アラスカ州 フェアバンクス 

JAMSTECにおける関連研

究項目（別紙から選択）

及びそれに対する貢献 
地下生物圏研究。 

目的（200 字程度） 

 ポストクルーズ・ミーティングにおいて、玄武岩基盤中の硫化物のイオウ同位体組成と 
硫酸還元菌による硫酸還元について２０分程度の発表を行うと同時に、議論を行った。また 
今後の共同研究および、出版計画についての相談を行った。その他の活動として、アラスカ 
大学において、一般の人々対象の講演会と、デナリ山塊への巡検を日帰りで実施した。 

研究実施内容及びその成果 

 

 今回のポストクルーズ・ミーティングにおいて、乗船者および陸上研究協力者の研究成果が

示されると同時に、相互比較され、総合的な検討をすることができ、有益であった。これらの

成果に基づき、あらたな IODP のガイドラインに従って、２００７年の出版計画が話し合われ

た。 
 主な成果については、共同で J-DESC ニュースに掲載予定なので、それに譲る。 
 

備考  

 



統合国際深海掘削計画（IODP）乗船研究報告書 
 

 

提出年月日： 平成１８年５月２９日 
 

（ふりがな）いながき ふみお 

氏名：  稲垣  史生  

 

所属（職名）：海洋研究開発機構極限環境生物圏研究センター（サブリーダー）  

 

乗船研究・会議名 IODP Exp. 301 

研究期間 平成１８年５月８日 ～ 平成１８年５月１３日 

用務地（国・都市） 米国・フェアバンクス 

JAMSTECにおける関連研究

項目（別紙から選択）及び

それに対する貢献 
②海洋・極限環境生物研究、ハ．地殻内微生物研究 

目的（200 字程度） 

IODP Exp. 301 によってファンデフカ海嶺翼部から採取された試料を用いて海底下生命圏研究

が行われている。ポストクルーズ・ミーティングに参加することで、他研究者の進行状況を把

握すると共に分析結果を発表し、成果取りまとめに関する議論を行う。 

究実施内容及びその成果 

Exp. 301 では、ファンデフカ海嶺東翼部から表層海水と玄武岩水圏から供給される循環熱水の

影響を受けた深度約 270m の堆積物コアを一本採取した（Site 1301）。Mark Lever は、コア上

部と下部における硫酸還元域とコア中心部のメタン生成域、さらにその境界域における微生物

代謝フラックスと間隙水フラックスとの相関をシュミレーションし、表層および硫酸―メタン

境界域における寄与が比較的大きいことを示した。ドイツのオールデンブルグ大学の Bert 
Engelen らは、SYBER I とアスコルビン酸を用いた新たなプロトコールによって微生物細胞を

染色し、堆積物の自価蛍光によるバックグラウンドとの対比をより明瞭にした顕微鏡視野にお

ける細胞数カウントを示した。また現時点で詳細を述べることはできないが、ドイツ・マック

スプランク海洋微生物学研究所との共同研究によって、定量 PCR によるアーキア・バクテリア

の 16S rRNA 遺伝子の定量や現場温度条件下におけるフォスファターゼ活性、放射性同位体基

質を用いた硫酸還元・嫌気的メタン酸化活性などの鉛直プロファイルを構築し、シュミレーシ

ョン結果との良い相関を示す興味深い結果が得られている。さらに Bert Engelen らは堆積物中

から様々な微生物の分離・培養に成功しており、分子生物学的手法による継代培養の評価と増

殖細胞の分子系統などが示された。海洋研究開発機構の稲垣・中川は、PCR 法によって増幅し

たアーキア・バクテリアの 16S rRNA 遺伝子のクローンライブラリーによる分子系統解析の結

果を示した。アーキアの鉛直的群集構造は、DSAG (Deep-Sea Archaeal Group)を優占とする

群集構造と MCG（Miscellaneous Crenarchaeota Group）を優占とする 2 タイプの群集構造が

成層する興味深い結果を得た。群集構造の異なる成層的な海底下空間分布は、粘土層や砂層と

いった過去の地質イベントに関連する堆積学的な特性や、現在の現場環境における地球化学特

性と密接な関わりがある可能性があり、今後の分野を横断した共同研究の成果が期待される。

バクテリアの 16S rRNA 遺伝子の解析では、表層から 100m までの DSAG アーキアが検出さ

れた５箇所の層準において、Chloroflexi、Actinobacteria、Deltaproteobacteira を優占種とす

る群集が存在することが明らかとなった。MCG が検出された層準や玄武岩水圏からの熱水の

影響を受ける堆積物コア最深部からの遺伝子の検出には成功しておらず、新たな抽出手法や研

究機関間での協力によってギャップを埋めることで合意した。 



統合国際深海掘削計画（IODP）乗船研究報告書 
 

提出年月日： 平成  17 年  5 月 22 日 
 

（ふりがな）きよかわ しょういち 

氏名：清川 昌一  

 

所属（職名）：九州大学地球惑星科学部門 講師  

 

 

 

乗船研究・会議名 IODP EXP301 Post cruise meeting 

研究期間 平成 17 年 5 月 8 日 ～ 平成 17 年 5 月 14 日 

用務地（国・都市） アメリカ合衆国:フェアバンクス・カナダ:バンクーバー 

JAMSTECにおける関連研

究項目（別紙から選択）

及びそれに対する貢献 
ニ．海洋底ダイナミクス研究, ホ．地球古環境変動研究 

目的（200 字程度） 
IODP EXP301 ファンデフーカ off ridge 地域の堆積作用の研究報告および，それに関する堆積物の取得． 

申請者は堆積学者として乗船し，ファンデフーカ off ridge での堆積物を取得し，その堆積物の供給源の変遷

を明らかにするために，詳細な堆積物分析を行った．フェアバンクスではこの解析報告を行う． 

また，その研究にともない，現世での河川からの供給物の取得が重要であることが明らかになり，カナダバン

クーバーにおいての，河川堆積物の採取を行う．すでに，航海時にコロンビア川流域のサンプルは取得してい

るが，実際の掘削地域の堆積物の供給源とは異なるため，より北部に位置するバンクーバー地域にて数カ所の

河川堆積物の取得により，供給源が明らかになる．ファンデフーカを埋める堆積物は，3Ma 以降アメリカ大陸か

ら大量の土砂が供給されており，供給地を推定できることは，大陸内部でのテクトニクスの変遷や第四紀の気

候変動（氷床の融解）などのイベントを理解するうえで重要である． 

 

研究実施内容及びその成果 

堆積物重液分離分析による供給源の解明

このテーマで２０分ほど発表を行い，議論した． 

内容は，堆積物コアにより摂取した砂サンプルについて，重液分離より重鉱物を分離し，その

組成より堆積物供給源を明らかにした．特に，重鉱物全体の分布，輝石・オリビン組成，モナ

ザイト年代ともに，コロンビア川には類似しておらず，バンクーバー地域の Fraser River にそ

の起源が求められることが明らかになった． 

また，この成果を元に，バンクーバー地域にて砂サンプルを採取した．このサンプルにより実

際の Fraser River と本当に一致するかどうかの確認を行う予定である． 

備考  

 

 



統合国際深海掘削計画（IODP）乗船研究報告書 
 

提出年月日： 平成 18 年 5 月 24 日 
 

（ふりがな）さかぐち ますみ 

氏名：坂口 真澄  

 

所属（職名）：株式会社マリンワークジャパン（支援補助員）  

 

 

乗船研究・会議名 IODP Expedition 301 2nd post cruise meeting 

研究期間 平成 18 年 5 月 8 日 ～ 平成 18 年 5 月 14 日 

用務地（国・都市） アメリカ合衆国アラスカ州フェアバンクス 

JAMSTECにおける関連研

究項目（別紙から選択）

及びそれに対する貢献 
1-ロ 地球内部物質循環研究 

目的（200 字程度） 

申請者の本研究の目的は，IODP Exp 301 Hole 1301B における鉛直方向の変質作用の変化，変質

作用の様式，海水-玄武岩の相互作用，また，他の掘削サイトとの比較などから当海域の熱水変

質作用の特徴を明らかにすることである．IODP Exp 301 のポストクルーズ会議の目的は，現在

まで行った研究を発表し，航海参加者と議論を進め，今度の研究をさらに発展させるためであ

る． 

 

研究実施内容及びその成果 

IODP Expedition 301 2nd post cruise meetingは，アラスカ大学（アメリカ合衆国アラスカ州

フェアバンクス）にて行われ，申請者は，Hole 1301Bにおいて掘削された玄武岩類の変質作用

について，特に鉱物学的，地球化学的特徴について 20 分程度発表を行った．研究実施内容など

の詳細については，乗船者全員でまとめる報告書に記述しているので，そちらの報告書を参照

して頂きたい．  

 



統合国際深海掘削計画（IODP）乗船研究報告書 
 

提出年月日： 平成 18 年 5 月 22 日 
（ふりがな）なかがわ さとし 

氏名：  中川  聡  

所属（職名）：海洋研究開発機構 極限環境生物圏研究センター （研究員）  

 

JAMSTECにおける関連研

究項目（別紙から選択）

及びそれに対する貢献 

2-ハ、Juan de Fuca 海嶺東翼部海底下の熱水循環に関連する微生物群

集をターゲットに、その多様性や生理機能を解析するとともに、複数

株の新規微生物株を取得した 

目的（200 字程度） 

 中央海嶺翼部の地殻中には、海嶺拡大軸をも上回る量の流体が循環していることが明ら

かとなってきている。だが過去に中央海嶺翼部から採取された掘削コアから、そのような

流体循環との関連を示唆する微生物が培養された例はなく、現場の微生物活動やその地球

化学的物質循環へのインパクトに関する知見は極めて少ない。本研究は、海嶺翼部の熱水

循環に関連する微生物群集を、定量培養法や種々の分子生物学的手法等を用いて解析し、

その生理学的性状や活性、栄養状態を明らかにする事を目的としている。 

研究実施内容及びその成果 

  我々は東太平洋 Juan de Fuca において行われた IODP Exp. 301 に乗船し、CORK1026B 本体

を回収した(CORK II へのバージョンアップのため)。その際、CORK1026B のシーリング部直上に

黒さび様のスケールが形成されている事を発見した。CORK1026B はその設置直後から掘削孔内の

流体がリークしていることが知られており、本スケールは海嶺翼部地殻内循環流体と海水の相

互作用によって形成されたものと考えられる。本研究において、我々は採取したスケールを定

量的培養（MPN 法: Most わせて解析した。スケールから検出された微生物は、同掘削孔の流体

中に検出されていたものに部分的に共通していたものの、海嶺中央部の天然熱水孔環境で検出

される微生物群集とは全く異なっていた。 

  種々の培養条件を用いた定量的培養の結果、好熱性•水素資化性メタン生成菌の MPN 値が最

も高く、他にも多様な好熱性硫酸還元菌や好熱性発酵細菌が優占して培養された。過去に中央

海嶺翼部から採取された掘削コアから、現場の流体循環との関連を示唆する微生物が培養され

た例はない。本研究で得られた分離株のほとんどは、クローン解析により検出された系統群に

属するものの、過去に培養された微生物とは少なくとも属レベルで異なる新規微生物であった。

また、好熱性硫酸還元菌の優占は、環境 DNA 中の硫酸還元鍵酵素遺伝子(dsr 遺伝子)の定量解析

や、試料の SEM-EDX 解析からも支持された。加えて、全有機炭素および各種脂肪酸の安定同位

比質量解析の結果、スケール中の微生物群集は光合成由来の有機物を主な炭素源としているこ

とが示唆された。 

  本ポストクルーズミーティングでは、上記の成果について約 20 分間の発表を行った。同試

料を用いた解析は、乗船研究者であるバーゲン大学の Bjørn Steinsbu によっても進められてお

り、複数の培養株が取得されている。本ポストクルーズミーティングでは、i)上記の成果とバ

ーゲン大学で行われた培養実験を総合し、海洋研究開発機構の中川を第一著者とする論文を投

稿する、ii)個々の新規分離株に関しては、それを分離した研究者を第一著者として、新属ある

いは新種として提案することで合意した。 

  本ポストクルーズミーティングでは、Exp. 301 で得られた全ての試料に対する学際的な解

析について研究者間の相互理解や意見交換を行うとともに、今後の研究展開を具体化する事が

できた。 

 


