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	 一般の隕石は世界中至る所で発見されるが、テクタイトは限られた場所でしか見つかっていない。フィ 
リピン、インドシナ半島、オーストラリア、インドネシアなどに多く、隕石と同じく、それらが見出され

る地域の総括的な地名が名称として与えられ、 Philippinite、Indochinite、Australite、Javite などと称されて
いる。その他に、旧チェコスロバキアなどでも見出され、Moldaviteなどと称されている（図１）。 
	 テクタイトの色は、旧チェコスロバキアのMoldaviteがやや緑がかった色をしている他は、たいてい茶色
〜黒色で、ガラスとしての外見は黒曜石に良く似ている。そのため、太古の世代においては道具や貨幣と

して用いられ、テクタイトも黒曜石と同様に初期文化の伝導や交易の経路を良く示すとされる。東南アジ

アでの広範な分布は海上交易の発達を示し、オーストラリアでの分布は、石器文明が長かったことによる

と考えられる（O’Keefe, 1976）。 
	 テクタイトはどのようにして出来たのだろうか？	 もっとも早くから考えられたのは、その類似性から

火山ガラスの変わり種であるという見方だった（O’Keefe, 1976）。通常の火山ガラスは比較的小さく不定形
であるが、火山の噴出に伴い噴煙中で雷が発生し（よくある現象であるが）、その稲妻により噴煙中のガラ

ス物質が再溶融し、液滴となったとする説である。しかし、現実において、火山噴煙中で稲妻が生じても

テクタイトは出来なかった。 
 
 
 表１  テクタイトおよび隕石孔の衝撃ガラスの年代（O’Keefe, 1976） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

図１ おもなテクタイトの発見地域とテクタイトを形成したと考えられる隕石クレータ（増田ほか，1991） 
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   The youngest geomagnetic polarity reversal, the Matuyama-Brunhes boundary (MBB), was dated precisely to 
770.2 ± 7.3 ka by the U-Pb zircon method from a marine-deposited tephra just below the MBB. This age is quite close 
to the big tektite impact event that occurred in Southeast Asia. A big impact shock can potentially reset the magnetic 
susceptibility. Dating of the tektite itself by the K-Ar and Ar-Ar methods indicated an age of approximately 700—750 ka. 
The reported periods were somewhat doubtful, however, as the dating techniques used for the measurements were still 
immature. This paper reports the latest K-Ar dates for tektites found in Vietnam and Thailand, as well as geochemical 
similarities between these two tektites. 
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１．はじめに 
	 地球磁場の逆転は、様々な地質試料の中に記録されており、その記録の同時性が汎世界的な広がりを持

つ事から、地質層序対比の鍵試料としてきわめて重要な意義を持つ。しかしながら、地球磁場の逆転時期

を記録する試料は直接年代測定に用いられにくい試料であることが多く、地球磁場の逆転時期の絶対年代

には不確実さが残っていた。 
	 最近、国立極地研究所の菅沼悠介、茨城大学の岡田誠、海洋研究開発機構（JAMSTEC）の仙田量子らは、
千葉県市原市田淵の養老川岸に露出する上総層群中に見出される松山—ブルン地磁気逆転期（MBB）の地
層と直近下位に存在する百尾火山灰層に含まれるジルコンのU-Pb年代から、MBBの年代は 770 kaである
ことを明らかにした（Suganuma et al., 2015）。この研究の成果から、本地域が第四紀更新世前期・中期境界
の国際標準模式地の候補のひとつとなるに至った。 
	 この MBB 年代の前後にもう一つの汎世界的な地質イベントがあった。オーストラレイシアン地域に置
ける広汎なテクタイトシャワーの落下である。テクタイトは、ギリシア語でτηκτοσ(nolten)という事
からも理解されるが、溶融したガラス状の物質である。通常の大きさは、2—300 g以下で、液滴型、回転楕
円体型、ボタン型、亜鈴型など様々な型を持つが、回転楕円体であることが多く、冷却時に回転をしてい

たことがわかる（松田，2008）。 

本原稿は、第29回（2016年度）名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定
研究シンポジウム・一般講演の内容を主体にまとめたものです。 
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	 図３ ベトナムのテクタイト（左）およびタイのテクタイト（右）の薄片写真. 長辺はいずれも約 2 cm. 
	 	 	 これらの薄片は韓国地質資源研究院において作成された. 
 
 
３．テクタイト試料の主成分および微量成分の化

学分析 
	 テクタイト試料は蒸留水に浸し、超音波洗浄後、

風乾、瑪瑙乳鉢を用いて粉砕した。最初に破断し

た大きな岩片で図３に示した薄片を作成した。試

料を K-Ar 放射年代測定にも用いることから、1 
mmの篩、0.5 mmの篩、0.25 mmの篩を重ね、１
—0.5 mm、0.5—0.25 mm、0.25 mm以下、の 3フラ
クションを回収した。粗い 2つのフラクションは、
K-Ar年代測定に、0.25 mm以下の細粒フラクショ
ンは、さらに細粉化し、化学分析に用いた。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 蛍光 X 線分析による主成分分析の結果を表２
に示す。両者を比較すると、ベトナムのテクタイ

トに SiO2が多く、その分Ca 以外の成分に乏しい
ことが判る。違いは、ベトナムのテクタイトは

SiO2と CaOによって希釈されている様相を持つ。
この化学組成は、Lee ほか (2004)によって報告さ
れている東アジアのテクタイトの化学組成に極

めて近い。 
	 微量元素は、韓国地質資源研究院の ICP-MS 
(Perkin Elmer NexION 350X型）を用いて測定した。
テクタイトの微量元素濃度を始源的マントルの

値で規格化した存在度パターンは地殻物質のそ

れに近いことを示している（図４）。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

図４ 始源的マントルの値で規格化した微量元素存在度パターン 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

表２ テクタイトの主要化学成分（％） 

	 同じ頃、テクタイトの月起源説も唱えられた（O’Keefe, 1976）。これは、月の火山爆発、または月にほか
の隕石が衝突することにより、月の表面物質が地球に持ち込まれたとする考えである。この考えは、月の

岩石が実際に分析・比較されるまで一部では強く信じられた考えである。しかしこの考えは、本当の月の

岩石がテクタイトとしてではなく、岩石そのものとして地球に飛来するという考えを容易に導く役割も果

たした。 
	 現実に石に触っている地質・鉱物学系の人は、地球への巨大隕石の落下に伴う衝撃の結果生じたとする

考えが強かった。テクタイトが非常に均一なガラスであるのに比べ、インパクトガラスは極めて不均質で、

様々な包有物を持っている。化学者は、テクタイトの化学分析を進め、月の岩石が分析されたときには、

テクタイトとの違いが瞬時に明らかになった。それとともにテクタイトと地表物質との対比も進められた。

テクタイトの化学組成は一般的な粘板岩に一致し、そのストロンチウム同位体比（87Sr/86Sr）は 0.72前後を
示し、一般的な大陸物質であることが明らかとなった。また、いくつかの放射年代が測定され（表１）、 K-Ar
法やAr-Ar法によって、オーストラリアのテクタイトは 71—73万年、北アメリカのものは 3400〜3500万年、
旧チェコスロバキアのものは 1500万年、象牙海岸のものは 100万年と出た。月にはこれほど若い火山がな
いと考えられていたことから、月の火山からの由来説には不利であった。しかし、これらテクタイトの年

代は、測定装置の感度／精度が不十分な時代に分析されたものである。文頭に記した、MBBの精確な年代
と対比するためには、テクタイトのより精確な年代値が望まれる。 
 
２．テクタイト試料 
	 精確な K-Ar 年代を得るため、テクタイト試料自体に風化変質が見られないこと、十分な試料量が得ら
れること、テクタイト内部に融け残り岩片が見られないこと、を条件に試料を選択し、ベトナムからのテ

クタイトおよびタイのテクタイトの二試料を選んだ（図２）。ベトナム産のテクタイトはニチカ（京都）か

ら購入したもので、タイ産のテクタイトは松田准一 大阪大学名誉教授からご恵与いただいたものである。 
	 テクタイトは、上述のように粘板岩化学組成のガラスであるが、完全に溶融せず融け残り岩片を含むテ

クタイトは、K-Ar年代測定法ではより古い岩片の影響が残る。本研究ではそのチェックも含め、テクタイ
ト試料の状態を薄片でチェックした。薄片の写真を図３に示す。試料形状などが判別できるように偏光板

を完全なクロスニコルからややずらした位置に置いた。中央の太い三日月型（左）あるいは亜鈴型（右）

をした部分がテクタイトである。内部に副屈折を示す明るい斑点が多数見られるが、これらの多くは薄片

作成時に取り込まれた塵埃であり、内部の不均質は認められなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ 本研究で分析したテクタイト．左はベトナム産 約 80 g，右はタイ産 約 20 g． 
	 	 	 タイ産のテクタイトは，上部に凹みがみられる．これは、地上に存在した（半）球状の礫などの 
	 	 	 上に，テクタイトが未固結の状態で落下したことにより形成された雌型と考えられる. 
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図２ 本研究で分析したテクタイト．左はベトナム産 約 80 g，右はタイ産 約 20 g． 
	 	 	 タイ産のテクタイトは，上部に凹みがみられる．これは、地上に存在した（半）球状の礫などの 
	 	 	 上に，テクタイトが未固結の状態で落下したことにより形成された雌型と考えられる. 
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5．考 察 
	 テクタイトの衝撃形成年代を求めることを目的として、タイおよびベトナムからのテクタイト二試料の

元素組成とK-Ar放射年代測定を行った。二つのテクタイトの産出地域は 100 km以上離れているにも関わ
らず、19微量元素をふくむ化学組成は相互に類似しており、Lee ほか（2004）により公表されているテク
タイトの化学組成とも類似している。K-Ar 放射年代は 60 万年であり、既発表値よりやや若い年代であっ
た。ベトナムのテクタイトの一測定は、138 万年と際立って古い年代を与えたが、これは融け残り物質が
存在したことによると考えられる。得られた値が既発表値よりやや若いことから、落下年代の地域的変化

の有無を探るため、オーストラリア／東南アジアのテクタイトを含めたより詳細な年代測定が望まれる。 
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日本語要旨 
	 上総層群中に見出される松山—ブルン地磁気逆転期（MBB）の地層直近下位に存在する火山灰層に含ま
れるジルコンのU-Pb年代から、MBBの年代は 770 kaであることが明らかにされた。他方、東南アジアか
らオーストラリアにかけてのテクタイトの落下もほぼ同時期とされてきた。テクタイトを形成した巨大隕

石の落下衝撃は、地磁気の消滅・逆転の引き金とはならなかったか？ 本研究では、衝撃による溶融ガラス
とされるテクタイト自体のK-Ar年代測定法による巨大インパクトの年代の精密測定を試みた。ベトナムお
よびタイのテクタイト試料の化学組成はきわめて良く一致しており、遠く離れた地域のテクタイトが同じ

クレータに由来するであろうことが判った。2つのテクタイトのK-Ar 年代は約 60 万年であり、これまで
に報告されてきた値より若い年代値が得られた。地域的変動の有無を明らかにするため、他の地域のテク

タイトについてもより詳細な年代測定が望まれる。 
 
     
 

４．テクタイト試料のK-Ar放射年代測定 
	 それぞれのテクタイトは、上述のように粉砕し 1.0—0.5 mmおよび 0.5—0.25 mmの粒度にそろえ、それぞ
れの粒度部分を分析に用いた。カリウムの定量分析は 0.25 mm以下の粒子を再粉砕したものを用いて、韓
国地質資源研究院の蛍光 X 線分析によって求めた。アルゴンの同位体分析は、韓国極地研究所（KOPRI）
の希ガス同位体分析室（長尾研究室）においてなされた。分析過程の概略を図５に、分析結果を表３に示

す。 
	 いずれの分析においても 36Arから得られる大気アルゴンの含有量は少量である。タイの二試料とベトナ
ムの0.5—0.25 mmの試料のK-Ar年代値は60万年で良く一致している。しかしながら、ベトナムの1.0—0.5 mm
のより粗粒な試料は、138.2万年と大きな年代値を示す。これは、試料の一部分に融け残り岩片が含まれて
いたことによると考えられる。 
 

 
 図５ アルゴン同位体の分析過程．①韓国極地研究所に設置された希ガス測定用質量分析計の全景． 
	 	 ②アルゴン同位体測定用試料は，試料ごとにアルミフォイルに包まれて，複数試料が真空系に導入 
	 	 されるので，真空系を破ること無く多試料の連続分析が可能である．③電気炉で溶融・抽出された 
	 	 アルゴンは，800 ℃程度に加熱されたチタンとジルコニウム金属のゲッター作用で精製された後， 
	 	 他の希ガス元素から分離されて，質量分析計に導入される．④質量分析で得られたアルゴン同位体の 
	 	 ピーク． 
 
	 表３ テクタイトのK-Ar年代測定の結果 
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