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全球凍結と
大酸化イベントをつなぐ証拠
地球はこれまでに少なくとも3 度、
全球が凍結する事態を経験したことがわかってきた。
さらに、その全球凍結直後に大気中の酸素が大量に増える出来事（イベント）が起き
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つのイベントをつなぐ具体的証拠を突き止め、生命進化の謎に迫る成果をもたらした。
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炭 素 の 2 つ の 安 定 同 位 体（ C と
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ベントが全球凍結の直後に生じたので
はないかと解釈しました。以上のこと
は、約 22 億年前の全球凍結の直後に大
酸化イベントが起きたことを強力に示
唆していますが、両者の因果関係は謎の
ままでした。
五大湖周辺での発掘調査
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今 回 は、 ど の よ う な 調 査 研 究 を
行ったのでしょう？

図 1. 左の写真は、米国ミシガン州における地質調査風景。足下に露出している地層はクォー
ツァイト層。右の写真は、カナダ・オンタリオ州でみられる氷河性堆積物。「ドロップストーン」
れきがん

とよばれる数センチメートルの礫 岩が含まれている。
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まず、約 22 億年前の地層で、全球凍結
と大酸化イベントの両方を記録している
可能性があり、かつ連続性が保たれてい
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る場所として、北米大陸の五大湖周辺に

クォーツァイトはこれまで研究者から無
視されてきたのですが、私たちはこの地
層に注目して詳細な分析を行いました。
クォーツァイトは、雨によって、土壌
中の鉱物に含まれる元素がほとんど完全
に溶脱され、二酸化ケイ素だけが残され
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を「化学風化」といい、気温が高いほど
反応が進みます。風化はどこでも常に起
きていますが、今回のクォーツァイト層
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図 2. 約 22 億年前の全球凍結直後の炭素同位体比の変動。米国・カナダの両地域において、
有機物の炭素同位体比の大きな負へのシフトが 2 段階で生じたことを示唆している。その上の
地層では、大酸化イベントを示す炭素同位体比の正異常がみられる。
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しかないと考えています。メタンハイド
レートは「水分子からなるカゴの中にメ
タン分子が抱え込まれた固体結晶」で、
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現在でも永久凍土や海底の堆積物中に多
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