様式 3
（2014.8）

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書

提出年月日：

2015 年

12 月

2日

氏名：井上麻夕里
所属機関・職名：岡山大学大学院・助教

活動の種類
(該当項目を残す）

1. 乗船（port call）
3. Sampling party

IODP 研究航海番号
および航海名

Exp. 359 Maldives Monsoon and Sea Level

乗船時の役割
出張期間（移動も含む）
用務地（国・都市）

2. Pre-expedition meeting
4. 1st/2nd Post-expedition meeting

Inorganic Geochemist
2015 年

（例
9月

29 日

～

Sedimentologist）

2015 年

12 月

2日

オーストラリア・ダーウィン、モルディブ（航海）、スリランカ・コロンボ

本活動における成果
本航海（IODP Exp. 359）では Site U1465 から U1472 までの 8 サイトにおいて掘削を行った。その間、
Geochemistry の仕事として、360 個の間隙水試料を採水し、これらについて、アルカリ度、pH、Cl-を始め、
Ca, Mg, Sr, SO42-, Si, Li などの主要元素および微量元素の測定を船上で行った。同様に、961 個の堆積物試
料について、CaCO3 含有量と有機炭素量の測定を実施し、XRD による鉱物組成測定、ICP-AES による微量
元素の測定を行った。
測定の結果、間隙水の各元素プロファイルはサイト毎に異なっており、炭酸塩プラットフォームのサイト
では移流や拡散によるものと思われる間隙水中の化学成分の均質化が見られ、ドリフトサイトではバクテリ
アによる硫酸還元（BSR）によるアルカリ度の上昇が認められた。また、Li や Si のような粘土鉱物に関係
する元素は同じドリフトサイトでも挙動が異なっていた。堆積物の測定結果からは、どのサイトもおよそ
100 mbsf より上部にはあられ石と低マグネシウム方解石（LMC）で占められており、わずかに高マグネシ
ウム方解石も含まれていた。これより下部ではあられ石の含有率が急激に減少し、ドロマイトが高濃度で見
られるバウンダリーがあり、その下は LMC が占有していた。また、特にドリフトサイトでは celestite（硫
酸ストロンチウム）のピークも見られた。ドリフトサイトでの間隙水中の Sr や Mg 濃度の変化は、このよ
うな炭酸塩の鉱物組成の変化を反映して変動していた。
最後のサイトの掘削前には post cruise science についての話し合いも行われ、船上で得られた結果をもと
にどのような研究を今後進めていくか、研究トピックに応じてグループ分けがなされ、具体的な方針を話し
合った。その後、各人の研究タイトル（予定）をまとめスタッフサイエンティストに提出した。

備考

注意事項
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail
(travel@j-desc.org)でご提出ください。

様式 3
（2014.8）

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書

提出年月日：	
 

2015 年	
  	
  12 月	
  	
  	
  7 日

氏名：

中國正寿

所属機関・職名：

創価大学工学研究科

活動の種類
(該当項目を残す）

1. 乗船（port call）
3. Sampling party

IODP 研究航海番号
および航海名

Exp. 359 Maldives Monsoon and Sea Level

乗船時の役割

Organic Geochemist

2. Pre-expedition meeting	
 
4. 1st/2nd Post-expedition meeting

（例	
  Sedimentologist）

出張期間（移動も含む）

	
  	
  2015 年	
  	
  9 月	
  	
  29 日	
  ～	
  	
  	
  2015 年	
  	
  12 月	
  	
  2 日

用務地（国・都市）

オーストラリア・ダーウィン、モルディブ（航海）、スリランカ・コロンボ	
 

本活動における成果
	
  本活動では、JOIDES resolution に乗船し、研究のためのモルディブ沖海洋堆積物の掘削を 2 ヶ月間に渡
って行った。船内での私の役割は Organic geochemist で、間隙水の採取とその元素や pH などの化学組成
分析、堆積物中の全有機炭素や窒素および微量元素などの化学組成分析、およびセーフティーチェックのた
めのガス濃度分析を行った。それら分析結果は、それぞれの Site サマリーにまとめて記載されている。こ
れら船上実験のデータは、船上での堆積物の基礎的評価やその後行われる off-shore での実験に向けての参
考として用いられた。
	
  全体的な成果としては、モルディブにおけるモンスーンの影響を受け始めた時期の証拠を、本航海をとお
推定することができた。また、Organic Geochemist としては、炭酸塩堆積物は有機物量が少ないことを予
想していたが、船上での分析の結果、有機物量が高い層準も存在していることが分かり、今後の off-shore
分析により興味深い結果が得られることが期待される。
	
  個 人 的 な 本 航 海 の 成 果 と し て は 、 コ ア を 用 い た 研 究 の 全 容 を 把 握 、 ま た 、 そ の な か で の Organic
Geochemist の役割をつかむことができ、さらには、国際的な研究者との繋がりを得ることが出来た。本航
海に参加するまでは、大学で有機地球化学を学ぶ身、私は、有機物をもって古環境解析を済まそうとする傾
向があったように思えた。しかしながら、古環境解析は、岩相や微化石、無機化学やロギングデータなど様々
な方向から研究成果を支持していく形を目の当たりにし、それらのデータとの比較の重要性を知ることがで
きた。研究とは少し異なるが、研究者のみならずエンジニアや料理人、掃除担当など数多くの人々に支えら
れ航海が成り立っていることに驚きと感謝の念を抱かずにはいられなかった。本航海は、私にとって初めて
の航海ということもあり、総じて Exp.359 での体験はとても貴重なものとなった。
	
  今回の航海は、サンプルを得るまでが目的であった。そのため、研究としては、これらからが本番であり、
これらが新しい発見がると期待される。

備考

注意事項
1.
当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail
(travel@j-desc.org)でご提出ください。

Form 3
(2014.8)

Report on IODP Expedition Related Activities

Reporting date (Day/Month/Year): 10/December/2015
Name: Santi Dwi Pratiwi
Affiliation and job title: Akita University/Doctoral Student

Type of activities
(leave one)

1. Expedition (port call)

IODP Expedition
Number and Name

IODP Expedition 359 Maldives Monsoon and Sea Level

Responsibility in the
expedition

Micropaleontology (Nannofossil)

Activity Period
(including transportation)
Venue
(city and country)

From 29 September 2015

(ex

Sedimentologist)

to 2 December 2015

Darwin, Australia – Male’, Republic of Maldives – Colombo, Sri Lanka

Result of the activity
I am nannofossil paleontologist (night shift) during this expedition and worked with other 2 (two)
nannofossil paleontologists from UK and China, to determination of age and biostratigraphic events that
were assigned base on the occurrence of calcareous nannofossil. Samples from core sections were also
examined for nannofossils, when a more refined age determination was necessary and when there was
enough time. Nannofossil paleontologist team also collected of sea water samples for plankton (modern
coccolithophores) study during IODP Expedition 359. We worked with planktic foraminifer’s paleontologist
to provide an age model and, benthic foraminifera, radiolarians, ostracods paleontologist was investigated
for paleoenvironment condition. Our expedition officially began with the first line ashore Fort Hill Wharf,
Darwin, Australia on 30 September and approximately eight-week onboard the JOIDES Resolution to
collect core samples of these sediments and the buried reefs. We arrived in Republic of Maldives on
th
th
October 18 and the first drilling Site starting on October 19 and at Sunday’s 29 Nov.2015 was the last
science meeting for sciences party. International team of 30 scientists from 15 countries has joined in this
expedition where we recovered 3097 m of cores (8 Sites) that contain the history of the Indian monsoon
and the ocean current system. We are retrieved rocks from buried reefs that reveal the growth and demise
of ancient coral reefs and sediments from ocean currents that reveal the onset and fluctuations of the
Indian monsoon. My research interest in this expedition is Oligocene to Holocene calcareous nannofossil
distribution in the Indian Ocean and compare with other Site (my previous study). Focus of study will be for
global paleoceanography using application of nannofossil assemblages in detail and global events. As we
known in recent years, the Indian Ocean has been discovered to have a much larger impact on climate
variability than previously thought especially Monsoon impact. Asian Monsoon intensification affected to
changes of currents systems and the global climate systems based on the geographic distribution patterns
of calcareous nannofossils. Post-cruise meeting and sampling party will be in IODP-JRSO, Texas A&M
University, College Station, Texas on 27 April to 1 May 2016. Collaboration between senior scientist and
junior scientist was interesting for me and important to upgrade our knowledge and make international
connection. The sampling tables, Equator cross ceremony, Halloween day and competition for expedition
logo were nice memories for me. This expedition was a good opportunity for me to apply of my knowledge
and study, learning how to be a good team and working with other scientists which are not just from my
major.
Notes

Note:
1. The report should be submitted to the J-DESC/IODP Travel Support by email (travel@j-desc.org) within two weeks
after the activity.

様式 3
（2014.8）

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書

提出年月日：

2015

氏名：

年

12 月

16 日
新野

薫

所属機関・職名：山形大学大学院理工学研究科地球環境学専攻博士前期課程 2 年

活動の種類
(該当項目を残す）
IODP 研究航海番号
および航海名
乗船時の役割
出張期間（移動も含む）
用務地（国・都市）

1. 乗船（port call）

Exp. 359 Maldives Monsoon and Sea Level
Micropaleontologist (Radiolaria)
2015 年

9月

29 日

～

2015 年

12 月

2日

オーストラリア・ダーウィン，モルディブ領海，スリランカ・コロンボ

本活動における成果
【調査海域における放散虫の産出状況】
本航海で掘削されたサイトは，U1465，U1466，U1467，U1468，U1469，U1470，U1471，U1472 の計
8 サイトである．このうち，U1469 を除くすべてのサイトより掘削された堆積物のコアキャッチャーサンプ
ルを用いて，放散虫群集解析のためにスライドを作成し，分析を行った．堆積物は非常に高い炭酸塩含有率
を有しており，放散虫はサイト U1467 と U1471 を除くすべてのサイトにおいて，ごく表層から産出するの
みであった．放散虫が観察されたサイト U1467 と U1471 においても，化石の保存状態が悪く，堆積物の年
代決定や堆積環境の推定は困難であった．サイト U1467 と U1471 の堆積物において，放散虫が観察された
深度付近では，同時に海綿骨針も多く観察された．
【珪質微化石の産出とリチウム濃度】
サイト U1467 と U1471 から採取された堆積物の一部で，放散虫や海綿骨針などの珪質微化石の多産が観察
された．サイト U1467 において，珪質微化石の増加した深度付近では，間隙水中のリチウム濃度も増加の
傾向が見られた．しかし，サイト U1471 において，珪質微化石は U1467 と類似の増加傾向を示すのに対し，
リチウム濃度は全く異なる挙動を示した．
【シリカの続成作用】
海綿骨針や放散虫などの珪質微化石は，堆積によって続成作用を受けて変化する．乗船後研究では，堆積物
中のシリカの続成作用とリチウム濃度との関係について，Inorganic Geochemist として乗船された井上麻
夕里先生と共同で調査していく予定である．

備考

注意事項
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail
(travel@j-desc.org)でご提出ください。

