
第四紀研究において加速器 H C年代測定に期待されること

藤井昭二 (富山大学教養部)

1.加速器 11C年代測定器 (以下AMSと省略する)の役割

a AMSの年代測定における位置

物を観察するのに裸眼でみる､虫眼鏡でみる､顕微鏡でみる､電子顕微鏡でみる

等､いろいろな方法があり､方法によって認識の世界が変わって くる.

編年の方法 も､地層累垂の法則の適用による方法｡化石や土器を使用 しての相対的

縞年､すなわち時代決定の方法｡ 14Cが崩壊するβ線を測定する方法｡加速器により

H Cを直接測定する (AMS)法法がある｡それぞれの方法はそれぞれの対象におい

て大変有効で大切な方法である｡ 後述するようにAMSは(I)炭素数mgで年代が測定

できることと､ (2)60-70ka近 くまで年代を測定できる特徴がある｡ この2つの特徴

を充分にいか した仕事がのぞまれる｡また単なる第年の目盛 としてだけ使用 されるの

でなく､それを使 って､堆積速度の測定など有効な利用が望まれる.

b AMSと他のHC年代測定法 との違い

この間題に関 して中村 ら (1992)は次のようにのべている｡

(1) β線計数法による年代測定の資料は 2.2-20gの量を必要 とするが､AMSは

5-10mgの鼻があればよい｡

(2)β線計数法による年代測定は35-40kaが限界であるが､AMSでは60kaまで測定

可能である｡

(3)β線計数法では-試料につき16-20時間かかるが､AMSで-試料は3-5時間

ですむ｡

(4)誤差の範囲が狭 く年数をかなり厳密に測定できる｡

(5)上記はよい点であるが､AMS一台で数億円かかり､維持､補修に専門家が必要

である等の問題がある｡

c AMSの重点努力課題

この間題について､中村 ら (1992)は次のように述べている.

(1) HC測定資料数をふやす､この間題はsampleholderを改良 し､真空度を落とす

ことなく連続的に測定できるようになればかなり測定数を増加できるとのことであ

る｡

(2)測定値の信頼性をます｡

(3)古い年代資料の測定｡

(4)極微資料の測定｡

(5)他の年代測定法とのクロスチェック｡

以上のことがあげられている｡藤井が関係 した研究を中心にAMSの望ましい研究

例を幾つか紹介する｡

2.極微鼻測定の例
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a 黄土小僧の年代は地層の年代を表わすかo (生長する結核) (藤井 ら､1992)

山東半島の下束番近 くの "馬蘭黄土"を切 っている約20mの高 さの海成段丘の年代

が､馬蘭黄土の上にあるので23kaといわれているので､上郡古土壌近 くの黄土小僧を

採集 し､全岩､中心∴ 2綾部について､それぞれ年代を測定 したら､それぞれ13,130

±240y･B･P･･24･130±220y･B･P･･24･450±230y･B･P‥7150±100y,B･P.とそれぞれ異

なった値がえられたo馬蘭黄土の模式地斎堂の黄土小僧の年代を､中心 と2緑にわけ

て年代測定を行ったら､･それぞれ2480±80y･B,P･,2410±40y,ち.P.,2190 ±80y,B.P.
を得た｡

fig･ 1 Positionsofmea sured ma terials･ Al ;24130･t22Oy.a.P. NUTA-888

'xai浩 ｡Ie (bz'h禁 T sam｡1e CB:;:2;:55.0;'f喜.O;:≡:pp: N"uUTTAA二88…7
81

C l

AJ ;2480±80y･B･P･ NUTA-1093

o BZ;2410土40y･B･P･ NUTA-1lll
i- :icn cz:2190士80y･B･P･･ NUTA-1094

これ らのことは黄土小僧は各部分が異なった成長をしそれらが融合 した ものと考え

られ､地層の年代とは何 ら関係ないことを示 しているoLuetal(1987)は馬蘭黄土

の熱ル ミネッセンスの年代を研究 し､ t4Cで23･000±1500y,B･P.の年代を得た前後の

年代を3･3-4･1万年前 としているoChenandPolach (1986)は土壌中の炭酸塩結

核体の HC年代が部分によって違 うこと､および､それと共存する有機物の -4C年代

より炭酸塩結核体が若い年代を示すことを指摘 している｡

b 野尻湖層中のナウマ ンゾウとオオツノシカの年代測定 (中井 ら1991､1992)

β線計数法による､骨 ･歯 ･牙の ).C 年代測定に必要な試料の量は､1950年代では

2200g､1960年代では100-500gであったが､AMSの開発により､炭素で2-5mg

あれば年代測定できるようになった｡

野尻湖層の .4C年代測定による稲年は､材化石を用いてβ線計数法による編年が行

われたが､年代値のば らつきが大きくて､一義的な組み立てでは難 しいとされていた

(中村由克 ら1990)0

table l 野尻湖周ナ ウマ ンゾウ ･オオツ ノシカ ･材化石の

AMS14C年代

層 車 ナ ウ マ ン ゾ ウ . オ オ ツ ノ シ カ 化 石 材 化 石

試料 試料 lAc年代[NUTA] G含量 S含量 GのC/～試料 14C年代[NUTA]

Ho. (Yr.BP) (%) (%) 也(wt.) No. (Yr_BP)

J列席 不 荏 出 珊-1 8.260±140[1298]
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上部 ll 不 産 出 珊-4 28,350±350[1305]

I ND T-58 34.500± 670〔1281] 0.77 0.28 3.6 榊-5 32,750±490[1297]

ND T-57 38,820±1,580[1263] 0.98 0.26 3,8 榊-6 38.490±520[1240]

NO T-59 38.310±1.400[1262ト 2.14 0.52 3.7 珊-7 39,290±480[1237]

ND T-31 42.540±1,420[1317] 1.30 0.35 3.9

Nt) T-27 31,920± 700[1299] 0.37 0.49 √1.2

D田 T-30 30.580±1.290[1194｣ 0.14 0.16 5.6

DH T-28 33,660±l､850[l190〕 0ー22 0.33 ,1.0

中部 lI NO T-53 40,770±1.200[1280】 2.53 0.64 3.6

NO T-22 41,700±1.260[1294l. 1.54 1.26 3.7

ND T-62-40.130±1,080[12961 1.20 2.41 3.8

DH T-54 40,560±1.500日2611 2_29 L.29 3.6

I ND T19 40,860±1.170[123日 1.93 2.77 .'!.8 順一8 39,Li20±950[l239]ND T-51 41.520±1,020[l2821 1.36 0 . .31 tl.5

N一 肌-1435,570± 790日077〕

I)R T-21 .35.410十1,550[ltf)5] 0.Ill.0_16. .4.5

下 83B2 ND T-19 45,120±1,350日267] 2.97 0.54 3.6

部 ND T-35 45.810±1,290[1279] 2.88 1.26 3.5

川下部川 NⅠ T-16 35,140± 910[1232] 0.21 0.15 5_2

NT K̂-7 37.420± 910r_6307

ND -̂20 45.100±1.190[1252〕 1.12 2.92 3.7 NY-9 42,550±530[1242]
ND T-34 42.670±1,120[1269] 1.96 1.80 4.1

ND T-48 42,250± 990ll283] 4.22 1.35 3.4

NⅠ K̂-9 33.540± 620[631]

81 ND T-32 48.800j=1.950ll278] 0.70 0.29 3.7

ND L-16 42.420j=1.500日254] 2.06 1_22 3.8

NE Ll6 30.540±1,430[l192] n.(1, 0.06 N.D.

ND T-44 43.350±1.160[1340] 1.78 1.68 3.6

DH T-13 41,250±1.190[1316] 3.68 0.20 3.7

A2 ND T-60 43,520±1,340日295] >1 3.5 NY-1043,070±570[1241]

A1 NO T-40 43.310±1.200[1268] 2.22 0.43 3.5

NI T-9 37.250±1,280[1230] 0.29 0_63 4.3

下節 ND T-66 41.770±1,470ll329〕 0.73 - 3.6 NY-ll47,150±810〔12731

Nt) T-69 43.160±l,630日330｣ 0.58 - 3.9

Nt) T-4 46.230±2,430〔1328] 1.70 - 3.9最ND 廿5 39.L80±l.370日251〕 0.55 0.27 3.9 NV.-l249.410±970[1274]

G :gelatincoil.TLgen,S:solut10nCOlhgen.NUT∧:名古屋大学加速等年代豊頬番号

ND:ナウマ ンゾウ臼鮪の食洋平,NFJ:ナウマ ンゾウ日射のエナメル官,Nr:ナウマ ンゾウ切歯

Dll:オオ､ソノシカ何片,DB:オ オツ ノシカ骨Ji一

太字 のHC年代慨 ･Gコラーゲン :Gコラーゲンの含有JLが 0.7%以上で､嘱乳男化石で年代

値 に信用のおけるもの
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輔乳類の歯や角からコラ-ゲンを抽出 し､その年代を測ったところ､コラーゲン含

有量が0.7%以上で､コラーゲンのC/Nの原子比で3-4でなければ材化石などと整

合する値がでないことが明らかになった｡すなわち保存状態がよいか悪いかにより､

年代値に差がでて くることを明らかにしている｡

3.堆積速度､堆積環境および海水面上昇速度

(1) 川崎の堆積物の堆積速度変化

松島ら (1987)は川崎市内の沖積層の総合研究を行なった(,その中で30-40mのボ

ーリング試料についてβ線法だと資料を多 く必要とするため年代測定がほとん(どでき

なかったところ､多 くの年代測定値をだし､堆積物による堆積速度の変化なども明 ら

かにしている｡すなわち､今まではせいぜい一番下 と一番上の年代を測 り､例 えば

Loci.では堆積速度を年間0.4cmというのを下から0.120m/y.3cm/y,0.45cm/y,10.046

cm/y.1.5cm/yとわけシル トでは3cm/y.I.5cm/y.f占土では0.12cm/y.0･046cm/yなどと堆

積物による堆積速度の変化なども明らかにしている｡
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(2) 堆積環境

鴻水準変動は一般に気温に比例する (FUJII.FUJl,1967)｡堆積物 コアに含まれる有

林物の安定同位体比は生物が棲息 していた当時の海水準 (古水温)の相対的な変動を

反映するoそこで中井 ら (1987)は川崎市のコアで 1-CとN/C比を測 り､横軸に年

代､縦軸に 14Cの値をとり曲線を描いたoこの曲線は普通の海水準変動曲線に表れな

い細かい凹凸を描いている｡
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flg･4Loc 3コアの∂"C価及びC/N比の年代による変化

(3,a.持動平均 を用いT:)

(3) 黒部川扇状地沖海底林の年代と海水準上昇速度

黒部川扇状地沖で海底林が発見された (藤井 ら1988)際､年代測定を担当 した中井

ら (1988)は水深40mか20mまで海水準が上昇する速度を1000年につき20m､1年に

20m と陸地の上昇､沈降速度年 1m と比べ桁違いに大きかったことを示 している｡

fig.5

水深と1日 t:0)t苧楠

22 25 30 35 40 42

水深 (m)

4.他の年代測定法 とのクロスチェック

30-100kaの間の信頼できる年代測定法がなく､需要が多 くても間に合わないのが

現状である｡AMS法で60ka近 くまで信頼にたる測定が可能になった｡またK-Ar法 も

5〔ka近 くまでの年代測定が可能になってきている｡そこでAMSによる年代 とフィッ

ショントラック､K-Ar､TL法による年代のクロスチェックが要望 される｡

(1) 東京軽石のAMS年代とフィッショントラック年代

東京軽石直上 ･下のフィッショントラックの年代は49ka(町田 ･鈴木1971)という

のが知 られている｡ そこで東京軽石におおわれた直下の材を秦野で求め年代測定を し

たところ､52,310±360y,ち.P.なる年代を得ている (坂本 ･中村1992)｡
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(2) 姶良Tnテフラにおおわれた溶岩のK-Ar法による若い年代の測定をこころみ､姶

良Tnテフラ (21-22ka､横山 ･西田､1987)におおわれた阿蘇火山岩類の沢津野溶岩

と白水火山の年代測定を行ったところ､それぞれ27±6ka､30±6kaという年代を得

ている｡

(3) マレーシアPantaiの錫鉱山の H C年代とTL年代 (K.b.Hassanetal1992)0

この錫鉱山を形成 している古期沖積層はマレーシア西端､シンガポール､イ ン ドネ

シアに拡がっている｡ この地層に数層の泥炭層が狭在 している｡それらのAMS年代

は64.9ka,67.8,61.0,53.8,55.8,65.4.65.7, 65.3kaで 1-C年代のギリギ リの年

代を与えている｡そこで泥炭の前後の砂のTL年代を測定 したところ28.9, >37.7,

55.8.>35,5, >55.8, 29.7,38.6, >67.6ka等の値を得ることができ､ 14C測定限

界のところでTL年代とかなり整合 した年代を得ることができた｡
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5.β法の測定限界とAMS

β法の測定限界は30-40ka前まである. 京都産業大学の液体 シンチレーンエン法で

は50ka年前の値を得ている｡ β法で35kaの年年代が得 られたとき､それが35kaか､そ

れよりもっと古いのか問題がある｡ マレーシアの錫鉱床でのべたようにAMSで60-

65kaの年代をえて､TL法とよく整合していた｡

(1) 寅川の断層近 くの湖成層の年代

跡津川の断層の大霜頭が異川の砂防ダム建設の取つけ道路で発見された (竹村 ･藤

井1984)｡近 くの湖成層中の木片の lJC年代はGaKで34,510±1000,33,770±1270.

29,380±460yBPであった｡同 じ木片を京都産業大学では50,700±8300,56,300±

5600･>50･500y･B･P･となっており､NUTAでは>64･400,>61,300.>62,100y,ち.P.

であったo現在この湖成層は約10万年前の立山 2期の噴出によって形成 されたと考え

られ (INQU-COT 1992)鬼界葛原テフラでおおわれている｡

放射性 炭 素 年 代測 定 結 果 table 2

サンプル名 放 射 性 妨 寮 年 代 値 ( y 8P )

名 大 タンヂ トロン 学 習 院 索 郎産 業大

木片MG一人 '81,800

木片rIG･Bl '84.1100

木片【G-B2 '81.30O

未片ト1G-C ,82,loo

34.510± I.000 50.7bu+bc/-8.300

33,770士 1.270 56,300lbb/-5,600

29,380士460 >50.SOU

木片MG-Dl I,840士70 (490士170)辛

汝細 米【G-D2 2,340士 180

未片MG-D3 L,880±180

木片トlG-E1 3,810士110 (1.390士lfO)辛

木片MG･E2 3,450士90

木片トIG･G ･3･380土80 (3,370士 100,4,000±90)士

木片MG･N 7,920士90

6.AMS測定法に期待すること

(I) AMS測定法はβ線法 とちがって30-60Ka年前の年代が信頼できる値としてう

ることのできる唯一といわないまでも現在では最良の方法である｡できたならβ線計

数法でできないことをどんどんやって後期更新世の編年 とそれに伴 う堆積速度などに
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大いに力を発揮 してほしい｡

(2) 現在学内共同研究施設に限定されているがぜひ学外共同施設になるよう努力 さ

れたい｡また東南アジアの人達も利用できるような国際的共同利用施設に発展するよ

うにお原的＼したい｡
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