
104
- 5 - 

講演要旨

施設報告

名古屋大学タンデトロン システムの現状と利用（ ）

中村俊夫・南雅代・増田公明・小田寛貴・池田晃子・栗田直幸・西田真砂美（名古屋大・宇地研）・藤

沢純平・方雨婷・徳丸誠（名古屋大・院・環境）・本田梨沙子（名古屋大・理）・酢屋徳啓（放医研）・北

川浩之（名古屋大・宇地研）

名古屋大学宇宙地球環境研究所では、 年 月に完置された、放射性炭素（ ）測定専用のシ

ステムである 社製 が用いられている。

イオン入射部にリコンビネーターを備えて、炭素の同位体が同時に測定できる特徴を持っている。同

研究所は、 年度から、 年更新の「全国共同利用・共同研究拠点」に認定されており、「拠点」の

重責を担っていくうえで、特色のある、重要な装置の一つと位置付けられている。「研究所」へと組織

変更する前の年代測定総合研究センターの時代は、学内共同利用機器と位置付けられていた（もち

ろん、学外利用もオープンになっていた）が、現在は、全国共同利用に供されている。一方では、導

入以来すでに 年を経ており、老朽化が目立ち修理に手間取っているものの、 測定の精度は、

ほぼそのまま維持されている。

年代測定総合研究センターから宇宙地球環境研究所へと組織改編された後、装置のさまざまな故

障が一挙に吹き出した。 年に発生したさまざまな故障については、昨年の本シンポジウムにて報

告したとおりである。 年になってからは、比較的落ち着き、 年に発生した主な故障としては、

次に挙げるようなことである。 大音響の高電圧スパークが 回発生して、電源回路が故障した

（ 年 月）。 月に電源トランスを交換。 イオン入射部（加速器よりも上流側）の電磁石に微調

整用に流す弱い電流を供給する電源が故障して、出力の抵抗が焦げてしまった。点検・修理して抵

抗を交換した（ 年 月）。 高電圧スパークのあと、高電圧が付加できなくなった。調査の結果、

高電圧の制御回路の故障と判明し、回路の取り替えを行った。 試料の測定中に突然、加速器か

ら出力される炭素正イオン強度が極端に低くなった。調査すると、加速器入射側の炭素イオン強度は

普通のレベルであり、ビーム入射系の問題とは思えない（ 年 月）。すなわち、加速器ターミナル

の荷電変換効率が著しく低下している。このトラブルの原因究明は、これからの課題である。

の現状と利用（ 年度）

加藤丈典・榎並正樹・奈良郁子（名古屋大・宇地研）

名古屋大学宇宙地球環境研究所に設置された２台の電子プローブマイクロアナライザー（ ）を

用い、 年代測定及び高精度極微量元素定量分析を実施した。
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２０１７年度は、すべての光学顕微鏡をデジタルモニター化した。これにより、 年代測定専用

においても多人数で試料を観察しながら測定ポイントを選定できるようになった。

今年度の主要な不具合として、（１）汎用 の対物レンズの損傷及び（２） 年代測定専

用 の光学顕微鏡の不具合があった。対物レンズはレンズ内部でコイルが筐体とショートしてい

ることが判明したため、対物レンズを交換した。光学顕微鏡の不具合により観察しにくい状態になって

いるが、原因が特定されていない。今後原因の特定及び修理を実施する。また、比例計数管や分光

結晶の寿命による交換など定期的な保守を実施した。

製造から３０年以上経過しているが、当面は保守可能な見込であり引き続き 年代測定や極

微量元素の測定などを実施していく。

一般講演 セッション１

福島第一原発事故に伴う福島県の放射性物質の汚染－ 年の状況－

千葉茂樹（福島県立小野高等学校平田校）・諏訪兼位・鈴木和博（名古屋大）

福島県を中心とする広範囲の地域は、 年 月に発生した福島第一原子力発電所の事故により、

放射性物質に著しく汚染された。著者らは、この汚染の実態を継続的に調査し報告してきた。特に、

継続して調査をしてきたのは、本宮市と蓬田岳である。この地域の公的な除染は、本宮市では

年に終了しているが、蓬田岳では実施されていない。

測定機器は日立製 ｂ（校正機器）、放射線量率（当量）の測定は地上１ｍ、測定方法は徒

歩である。

本宮市の調査は、 年 月 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 日に行った。測定地点数は 地点、最

高値は μ 、平均値は μ である。 年の調査では、最高値 μ 、平均値

μ であった。

蓬田岳の調査は、 年 月 日に行った。測定地点数は 地点、最高値は μ 、

平均値は μ である。 年の調査では、最高値 μ 、平均値 μ であっ

た。

福島第一原発事故、 年福島市渡利・小倉寺の里山の汚染実態

千葉茂樹（福島県立小野高等学校平田校）

福島県を中心とする広範囲の地域は、 年 月に発生した福島第一原子力発電所の事故により、

放射性物質に著しく汚染された。著者は、共同研究として、本冊子の別報告のように、本宮市と蓬田

岳を中心に継続的に調査し報告してきた。また、福島市渡利、郡山市中心部、郡山市北部、二本松

市と本宮市の境界付近、東北自動車道郡山 付近も調査し報告してきた。
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年、福島市中心部の南に位置する渡利地区の里山「弁天山」と「小倉寺」地区の里山の調査

を行った。渡利地区は原発事故直後に高い放射線量率が測定され全国的にも有名になった、弁天

山は渡利地区内の小丘である。小倉寺地区は、渡利地区の南に隣接している。測定機器は日立製

ｂと （校正機器）、放射線量率（当量）の測定は地上１ｍ、測定方法は徒歩である。

この地域は、放射性物質の汚染が著しいことから公的な除染作業の開始が早く、 年から実施さ

れた。今回の調査で現地に行くと、除染作業が厳重に行われた痕跡があり、比較的大きな木を残して、

低木や草がなくなっており、一部では山肌まで削り取られていた。それでも、未だに高い放射線量率

が計測された。なお、弁天山は福島市管理の公園、「小倉寺」地区の里山は福島市ウォーキングコー

ス「しのぶの里細道コース」となっており、調査時にも市民が訪れていた。

「小倉寺」の里山の調査は、 年 月 ・ ・ 日である。測定地点数は 地点、最高値は

μ 、平均値は μ である。「弁天山」の調査は、 年 月 ・ 日・ 月 日である。

測定地点数は 地点、最高値は μ 、平均値は μ である。除染から 年経過し

ているが、両調査地域とも除染の目標値 μ 未満には遠く及ばない値となっている。

一般講演 セッション２

北海道厚真川上流厚幌ダム地域の地形面区分， 年代測定および花粉分析に基づく６万年前以

降の環境変動の解明

岡孝雄（㈱北海道技術コンサルタント）・星野フサ（北海道大・総合博物館）・中村俊夫（名古屋大・宇

地研）・乾哲也・奈良智法（厚真町教育委員会）

厚真川流域では沖積層は下～中流域の低地下に最大 の厚さで存在し、最深部はヤンガードリ

アス期に該当することが石狩沖積低地研究会の既存ボーリングコアの調査研究で確認されている。

一方、その上流域では現河川氾濫原と数段の河岸段丘面が発達し、それぞれの地形面には河川堆

積物（砂礫層）とともに樽前・支笏・クッタラ火山起源の降下火山灰とその再堆積物が存在し、テフロク

ロノロジーによる地形面の編年と対比が可能となっている。厚幌ダム（ダム湖）の建設工事に関連して

多数の露頭が出現し、段丘面上に載る多数の遺跡群の発掘調査が行なわれた。そのため、ダム工事

用レーザー測量図（縮尺 分の１； 刻み等高線）を利用した地形面区分、地形面露頭の柱状

図作成および遺跡群の発掘層序の確認を進めた。その結果、ダム湖付近においてはほぼ６万年前

以降、河岸段丘面は５面（低位より ～ ； 面の河床からの比高は ～ 前後）が区別でき、

これらの段丘面の堆積物およびその他の堆積物（斜面堆積物・地震性地すべり堆積物）などの検討

から過去６万年間の地学的な環境変動が明らかになった。これらのうち、 面は 以降の降下火

山灰群、 面は 以降のそれを伴っており、後期更新世末～完新世に形成されたものと見なさ

れる。さらに、 面に関連して上幌内５遺跡付近では の下位の礫層（河川堆積物）中に厚さ

の泥炭質泥層が挟まれていたため、５層準（試料）について花粉分析を行った。その結果、トウ

ヒ属・モミ属など針葉樹を主体とする植生（寒冷）が示されたため、上から２番目の層準に含まれる樹
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幹について 年代測定を試みたところ、 〜12072 cal.yBP (94.5%)―12249±95 cal.yBP

（平均）― というヤンガードリアス期を示す年代値が得られた。

北海道南西部の手稲前田コア，岩内コア，狩場山麓 コア，厚真 コアおよび奥尻島北部稲

穂岬露頭における 年代測定と花粉分析

星野フサ（北海道大・総合博物館）・中村俊夫・北川浩之（名古屋大・宇地研）・岡孝雄（㈱北海道技

術コンサルタント）・近藤務（石狩沖積低地研究会）・米道博（北海道道路エンジニアリング㈱）・関根

達夫（㈱北海道技術コンサルタント）・山崎芳樹（㈱北開測地）・若松幹男（山の手博物館）・赤松周平

（㈱ユニオン・コンサルタント）

講演者の一人星野は朝倉書店発行の図説日本列島植生史（ ）や星野ほか の花粉分析結

果で、北海道西南部の後期更新世末以降の植生変遷を明らかにしてきた。本講演では 年 月

以降実施の花粉分析未発表データを加えた新たな取りまとめを行う。北から札幌市手稲前田（

－ コア）、岩内平野（ － コア）、狩場山麓 地点、厚真川下流（ コア）、奥尻島北部（稲

穂岬露頭）の 地点（石狩低地帯～渡島半島中部）についての検討を行う。これら 地点のコア・露頭

では、花粉組成の内容の変換点で 年代測定を実施した結果、地点間の対比が可能となった。

年の花粉分析であることや年代測定が未実施（岩内 コア のものも含むが、北海道南西部

の後期更新世末から完新世にかけての古植生変遷の詳細な様子が示される。手稲前田（ － コ

ア）ではトウヒ属とカヤツリグサ科の繁栄は 以降コナラ亜属の時代に変わった。岩内（

－ コアでは、モミ属優勢林にブナを交える林はハンノキ属林を経てクルミ属林、そしてコナラ亜属へ

と変わったが、その年代を確定していないという問題がある。狩場山麓 地点ではトウヒ属と五葉マツ

型からならる林は にモミ属・トウヒ属・カバノキ属林へと変わったが、 にはカバノキ

属優勢林に変わり、クルミ属繁栄後の ｙ 以降コナラ亜属林となり ｙ にブナ優勢林とな

った。厚真（ ）コアでは花粉・胞子未堆積であったが 以降トウヒ属とモミ属から

なる暗い林が成立しクルミ属優勢林を経てコナラ亜属林が成立し 以後は花粉・胞子未

堆積である。奥尻北部稲穂岬露頭は ｙ までトウヒ属・モミ属・カバノキ属からなる林であったが

の少しあと以降花粉胞子が未堆積である。このように花粉分析実施後の 年代測定

は古環境変遷を組み立てるうえで必須である。

水稲稲作導入から安定期にかけての北陸地方の古環境復元研究

－八日市地方遺跡（石川県小松市）を例として－

宮田佳樹（金沢大）・南雅代・中村俊夫（名古屋大・宇地研）・下濱貴子（小松市埋文）・畑山智史（文

京区教委会）・多田洋平・佐野雅規・中塚武（地球研）

弥生時代中期北陸地方の代表的な稲作遺跡である八日市地方遺跡から出土した考古遺物の炭素
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年代測定、動物歯骨の安定同位体、 同位体分析、下顎骨の形態観察、土器残存有機物に関して、

脂質分析、分子レベル炭素同位体測定を行った。八日市地方遺跡 期（紀元前 年）の時期

に関しては、同一包含層から出土した様々な考古遺物の見かけ上の炭素年代差は、リザーバー効果

の影響の違いという観点から解釈すると、その遺物の生息域や食性の違いから概ね説明できた。また、

この時期の人と動物との関係（距離感）を（共生動物である）イヌと（家畜として飼われていたのか？）イ

ノシシの安定同位体組成を用いて考察すると、イヌの高い窒素同位体比は人間から海産物や排泄物

を給餌されていたことが原因であろう。一方、イノシシはイヌよりも窒素同位体比が低く、安定同位体

組成は雑食動物の範囲に含まれるものの、歯のエナメルの 同位体組成（ ）は、同時代のシカ

（ ）に比べて、非常に狭い範囲に集中していた。家畜化と言えるレベルかどうかはともかく、出土し

たイノシシは、狩猟圧あるいは人為的な所作により、天然の状態よりも狭い範囲に生育していた個体

である。この時期よりもやや古い、水稲稲作導入期である八日市地方遺跡土器４、５期 紀元前 －

年 の時期に関しては、土器のススコゲ使用痕観察によって、コメなどの炊飯調理を行ったであろ

う土器を選択し、土器残存有機物の脂質分析を行った。多量のイルカ骨と土器が出土しているため

土器でイルカを調理した可能性が指摘されている真脇遺跡（縄文時代）など動物性脂質の影響を強

く受ける土器の脂質分析結果とは明らかに異なり、脂質量は非常に少なく、炭水化物の分解生成物、

レボグルコサンなどが検出された。イネなどを含むデンプン質の植物を炊飯調理していた可能性を強

く示唆し、ススコゲ使用痕観察結果から推定される調理形態の議論とも整合的であった。このように離

散的ではあるが、コンテクストの整った遺跡出土環境試料に対して、考古生物学的分析手法を適切

に活用した結果、弥生時代中期北陸地方の代表的な稲作遺跡である八日市地方遺跡の古環境をス

ナップショットのように復元することができた。

永久凍土を利用した古環境復元の可能性

岩花剛（アラスカ大）・檜山哲哉（名古屋大）・大野浩（北見工大）・南雅代（名古屋大）・斉藤和之

（ ）・ （ソウル大）・ （ヤクーツク永久凍土研究所）

北東シベリアやアラスカ北中部では氷河・氷床コアによる情報が得にくく、更新世から完新世前期の

陸域古環境情報は限られている。一方、完新世の冬季気温変化が多年地下氷の安定同位体比から

復元できることが示されたことから、代替古環境プロキシとしての永久凍土が着目されている。さらに

永久凍土には、マンモスなどの古動物相、様々な分解過程の古植物相が凍結保存されているほか、

凍土と氷の産状、氷の構造や地球化学的特性、土粒子の粒径分布などとして、多くの古環境情報が

保存されている。これらの情報に時間軸を与えるため、炭素年代測定は凍土を利用した一連の古環

境復元研究にとって必要不可欠である。しかし、永久凍土を古環境研究に利用するに当たり、様々な

産状の有機物の放射性炭素年代の解釈や時間分解能、空間代表性など検討すべき要素が多い。

本発表ではこれまでにアラスカ北部ノーススロープと北東シベリア・ヤクーツク近郊で採取した永久凍

土に対して実施した年代測定結果とコア解析および露頭観察の結果を交えて、それぞれの対象地に

おける永久凍土発達史に関する解釈とその問題点を提示する。
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一般講演 セッション３

被熱動物骨の炭酸ヒドロキシアパタイトを用いた 年代測定の可能性

木田梨沙子（名古屋大・理）・南雅代（名古屋大・宇地研）

考古遺跡から出土する様々な遺物は、当時の様子や文化、年代等の情報を与えてくれる。特に、遺

物の年代決定は、人類の進化や文化史を明らかにするうえで非常に重要である。骨の 年代測定

には、有機成分であるコラーゲンを利用するのが一般的である。しかし、考古遺跡から出土する骨に

は、乾燥や加熱によって有機成分であるコラーゲンがほとんど残存しておらず、年代測定が不可能な

試料も存在する。このような骨試料に対しても年代測定を可能にすることは、考古学・人類学研究に

おいて重要な課題の一つである。そこで本研究では、遺跡に埋没している被熱動物骨から、炭酸ヒド

ロキシアパタイトを用いて信頼性のある 年代測定が可能であるかを検証した。用いた試料は、アゼ

ルバイジャンのギョイテペ遺跡から出土した被熱動物骨 点である。これらの年代は、同層から得られ

た炭化した植物片や動物骨コラーゲン分析から既知である。 試料の骨炭酸ヒドロキシアパタイトの

年代は、およそ 5900−6300 BP であり、予想される年代よりも約 年若いものであった。 線回

折パターン等から、二次的に付着した炭酸塩による影響はほぼなく、ヒドロキシアパタイト内に混入し

た外来炭素による汚染の影響であると考えられる。今後、今回のように被熱温度が低い骨試料に対し、

炭酸ヒドロキシアパタイトを用いて信頼性ある 年代を得るためには、さらなる化学処理や熱処理の

方法を確立する必要があることが明らかになった。

蝦夷錦の 年代測定と山丹交易の開始について

小田寛貴（名古屋大・宇地研）・中村和之（函館工業高等専門学校）

北海道・青森県・秋田県・サハリンに伝世する蝦夷錦について年代測定を行った結果について報告

する。また、その結果を含めて、山丹交易の開始について議論する。

古写経切の 年代測定－奈良時代古写経を中心に－

小田寛貴（名古屋大・宇地研）・池田和臣（中央大・文）・安裕明（多賀高等学校）・坂本昭二（龍谷大・

古典籍デジタルアーカイブ研究センター）

奈良時代の年代の判明している代表的な古写経について年代測定を行った結果について報告する。

また、百万塔陀羅尼の類版とされてきた自身印陀羅尼について得られた新知見について報告する。
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一般講演 セッション４

キルナ型鉱床の成因に関する 同位体組成からの制約

眞野航大（名古屋大・院・環境）・淺原良浩（名古屋大・院・環境）・壷井基裕（関学理工）・

（ ）・申基澈（地球研）・ （ ）

鉄酸化物 リン灰石（ ）鉱床は良質な鉄を産出する傍ら希土類元素の鉱化作

用を伴うことがあるため、その資源的価値が高い鉱床である。 鉱床の中でも、スウェーデン北部の

キルナ地域に代表される、非鉄金属含有量の少ないものはキルナ型鉱床と呼ばれている。キルナ型

鉱床の成因は、天水や熱水による交代作用、マグマ起源、不混和現象などが考えられているが、議

論が続いている。本研究では、北西イラン 州のキルナ型鉱床を対象とし、 、 の放射壊変

系同位体と の安定同位体からその起源を探った。

試料は鉱石および周辺母岩である。鉱石試料は磁鉄鉱及び自形のリン灰石から成っている。鉱石

試料からはマイクロドリルでリン灰石と磁鉄鉱をそれぞれ採取した。これらの試料は、酸分解した後、

イオン交換法により 、 、 を単離した。これらの元素の同位体比は および に

より測定した。

磁鉄鉱の 同位体組成（δ ）は 〜0.22‰であった。この値は、 の

磁鉄鉱のδ （ 〜+0.86‰: Bilenker et al., 2016）に一致しており、 地域の磁鉄鉱は高

温環境下で形成されたことを示唆している。

磁鉄鉱ならびにリン灰石の 同位体比（ ）の初生値はそれぞれ 〜 、

〜 と低かった。母岩の 同位体比も 〜 と低く、磁鉄鉱・リン灰石の値とほぼ一致

することから、磁鉄鉱、リン灰石ともにマグマ起源であると考えられる。しかしながら、磁鉄鉱とリン灰石

の初生値を詳細に比較すると、磁鉄鉱の方がリン灰石よりその値はやや高い。これは、両鉱物間で起

源物質がやや異なり、磁鉄鉱には熱水の寄与があることを示唆している。

三波川変成岩類の モナザイト年代

鈴木和博・榎並正樹（名古屋大・宇地研）・前川寛和（大阪府大・理）・加藤丈典（名古屋大・宇地研）・

上野友子（神戸大・理）

兵庫県・淡路島の南に位置する沼島 には、緑れん石—角閃岩相条件下で再結晶した三

波川変成岩類が広く分布している。そして、その大部分を占める泥質片岩中には層状もしくはレンズ

状の蛇紋岩類が産し、両岩相の境界には、泥質片岩側から順に、緑泥石帯、トレモラ閃石帯および

滑石帯からなる反応帯が発達している – 。緑泥石帯の岩石

は泥質片岩に由来すると考えられ、モナザイトやジルコンが産する。 試料中のモナザイトに対して、

– – によって年代測定を行った。その結果、各粒は年

代的に均質であり、粒子間に年代値の違いは認められず、各試料の平均値として ± お
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よび ± の値を得た。年代測定を行ったモナザイトは、基質中に細粒（50 µm 程度）の独

立した結晶として産するほか、イルメナイトやルチル中に包有物としても認められる。この様な産状か

らモナザイトは、三波川累進変成時に形成されたと解釈でき、今回得られた 年代は、緑れん

石—角閃岩相累進変成作用ピーク時の年代に相当すると見なすことができる。

今回得られた モナザイト年代と値とこれまでに報告されている ジルコン年代や

アイソクロン年代を考慮して、三波川変成帯を構成するエクロジャイト・ユニットと非エクロジャイト・ユニ

ットの温度—圧力履歴を論じる。

関東山地北縁部に産する内帯型火成岩類の ジルコン年代

佐藤興平（気象大）・竹内誠・鈴木和博・柴田賢・南雅代

関東山地北西縁部に位置する下仁田地域は、跡倉ナップの研究発祥の地であり、多様な異地性岩

塊からなるクリッペ群が三波川帯の構造的上位に分布することで特徴づけられる。この地域の珪長質

岩火成岩類に着目すると、クリッペ群にはペルム紀と前期白亜紀の花崗岩塊や礫が産するのに対し

て、クリッペ群の北側には後期白亜紀－古第三紀とされる花崗岩と凝灰岩の岩体や礫が分布すると

いう時代的な差異が認められる。後者が跡倉ナップに参加したかどうかは判然とせず、また変形や変

質を受けているため従来の年代測定手法では正確な時代を決めることができない。そこで、まず代表

的な試料につきジルコンを分離して 法で 年代を求めた。得られた年代は約

と約 に２分され、フィッショントラック年代や 年代を基に古第三紀とされてきた骨立山凝灰

岩体も 頃の後期白亜紀の岩体であることが判明した。

年代測定による前橋泥流堆積時期の再検討

佐藤興平（気象大）・南雅代・中村俊夫・柴田賢・児嶋美穂・武者巌

約 万年前とされてきた前橋泥流につき、堆積物に含まれる木片の 年代を測定することに

より、泥流が流下・堆積した年代の再検討を開始した。予察として利根川河岸の露頭から採取した１

試料の測定結果は ± となった。 生成量の時代による変動も加味して較正した年代

は ～ となり、従来の推定より 年ほど古いとの見通しが得られた。

宮古島南東、マイバーバマ東部に打ち上げられたハマサンゴの 年代とその意義

小元久仁夫（元日本大）・南雅代（名古屋大・宇地研）

宮古島南東海岸のマイバーバマ東部でビーチロックに取り囲まれ、「化石オオシャコガイ」と解釈され

ていた岩塊は「ハマサンゴ（ ）」と鑑定された。その外縁部から採取した 個の試料について
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年代測定を行った結果、 および （平均 ± ）の較正

年代が得られた。一方、ビーチロック試料の年代は から までの年代範囲にある。

ハマサンゴ岩塊が打ち上げられた営力として「大津波」と「台風の暴浪」を指摘できる。前者の古記録

は存在するが、しかし後者は見当たらない。ハマサンゴ岩塊外縁部の平均年代である ±

は、かつて が報告した ± の津波や、平成 年理科年表（国立天

文台， ）に記載されている 年の宮古島大地震の年代と統計誤差（ σ）の範囲に入る。 一

方、ハマサンゴ岩塊の表層部が原生育地から現在位置まで移動した際に失われたことを考慮すれば、

外縁部の年代は更に新しくなり、 年の宮古島大地震や 年の明和津波の年代に近くなる。よ

ってハマサンゴ岩塊が津波石であるとすれば、これらの古地震に起因する大津波によって移動させら

れ、波打ち際に打ち上げられた可能性が高い。マイバーバマ西部には多数の津波石があることが報

告されてきたが、本研究によりマイバーバマ東部にも津波石が存在することが実証された。

ボリビア国南部のウユニ塩湖周辺における湖トゥファ形成と年代測定

ウォリス サイモン（東京大・院・理）・花本夏輝（名古屋大・院・環境）・南雅代・中村俊夫（名古屋大・

宇地研）・鷺谷威（名古屋大・減災センター）・ ・ （台湾国立大学）

ボリビア南部ウユニ塩湖域にはかつて広大な湖が存在していたが、現在はほぼ消滅している。盆地

の斜面には、湖の存在を示す段丘地形が確認できる。また、多くの段丘には多孔質炭酸塩岩である

トゥファが付着している。段丘の標高と年代が分かれば湖水位の変化や古環境復元に有用な情報を

得られる。また、段丘は過去の優れた水平マーカーであり、もともと水平だった段丘が現在傾斜してい

る場合、形成後の地殻変動があったと言える。一方で、広大な盆地の中で断片的にしか存在しない

段丘地形の対比は難しく、隆起を推定するのに必要な情報はまだ不足している。そこで、本研究は段

丘トゥファに着目し、年代測定とキネマティック 測定により標高決定を行うことで段丘の対比と隆

起推定を試みた。最も標高が高い場所で採取したトゥファは一般に基盤岩の割れ目及び空洞を埋め

る様に形成した「割れ目トゥファ」であり、生物組織が と非常に低い。トゥファ沈殿には水中の

濃度減少が必要であり、シアノバクテリアなどの光合成、すなわち生物学的起源のものが多いが、波

作用による水の攪拌による物理的な脱ガスによるものもある。割れ目トゥファの特徴から水面付近で形

成したと解釈でき、形成した当時の水位を推定するのに適していると言える。本研究では、 年代測

定法および － 法によりトゥファの年代測定を行った結果、トゥファが主に － に形成したこ

とが明らかになり、先行研究と調和的である。また、トゥファの形成年代と標高の組み合わせることによ

り、盆地が中心付近で最大 程度隆起したことを明らかにした。隆起量とその分布がかつて存在し

た湖水の消滅に伴った盆地への加重の減少による粘弾性反応プロセスと調和的である。本研究によ

りウユニ盆地域における湖水の水位変化や同地域のネオテクトニクス解析に必要な情報を提供でき

る。
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御嶽火山噴煙の時空変化 〜

田中剛（名古屋大）

岐阜県と長野県の県境に位置する御嶽山は 年 月 日に突然噴火した。噴火に伴う噴出質

量は 年の噴火に比べて多くはなかったものの、 名を越える多数の犠牲者を出した。この突発

的な噴火メカニズムとその後の変動については、多方面からの検討がなされている。筆者は、噴気孔

を含む御嶽山全体を遠望し得る多治見市南部の平和公園丘陵から、噴火後 年間の噴煙の変化を

写真に記録した。噴煙量に、地震活動の多少などと直接の関係は見いだされなかったが、噴煙の

様々な時空変化は、将来の現象解析に資すると考えられるので、ここに発表する。本発表写真は、名

古屋大学博物館報告に印刷公表を予定している。

一般講演 セッション５

日本最長寿の二枚貝殻に刻まれた津波と大気圏核実験の履歴

窪田薫（海洋研究開発機構・高知コア研究所）・白井厚太朗・杉原奈央子（東京大・大気海洋研）・清

家弘治（産業技術総合研究所）・棚部一成（東京大・総合研究博物館）・南雅代・中村俊夫（名古屋

大・宇地研）

東北日本（岩手県大槌）から見つかった二枚貝の一種ビノスガイ（ ）は 歳を

超す寿命を持ち、日本産の二枚貝としては最長寿であることが最近明らかになった。本発表では、ビ

ノスガイの殻の年間成長線解析と放射性炭素分析を通じて明らかになった、過去の環境変動につい

て発表する。個体間で同期した年間成長パターンをもとに厳密な年代モデルを構築し、東北地域とし

ては初となる核実験起源の放射性炭素曲線を復元した。その結果、三陸沖の浅海域においては、津

軽暖流（対馬海流を起源とする）の影響が強く見られることがわかった。さらに、得られた放射性炭素

曲線を年代決定ツールとして用いることで、過去の津波イベントがビノスガイの死を招く重要な要因に

なっていることが明らかになった。

屋久杉年輪の 濃度測定による 世紀の太陽活動の調査

三宅芙沙・森千尋・増田公明・中村俊夫（名古屋大・宇地研）・木村勝彦（福島大・共生システム理

工）・門叶冬樹（山形大・高感度加速器質量分析センター）

樹木年輪の は、過去の太陽活動や宇宙線変動を調査する上で有力なプロキシと考えられている。

これまでに、単年分解能の 濃度測定から、過去の太陽シュワーベサイクル長や突発的な太陽面

爆発イベント（ ）が検出されてきた。しかし、単年分解能の測定が限られた年代範囲のみにおいて
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行われていることから、 の発生時期と太陽活動度との関係（あるいは、シュワーベサイクル長がど

のように変化してきたか）はよく理解されていない。したがって、より長期的な調査を行い、事例を増や

すことが重要である。本研究では、単年分解能の測定がまだ行われていない 世紀における太

陽活動を調査する目的で、屋久杉年輪の 濃度を単年分解能かつ隔年間隔で測定した。この測定

期間には、前半に太陽活動が活発と考えられる期間、また後半に 極小期と呼ばれる

（太陽活動低調期）を含み、多様な太陽活動があったと推定される。本講演では、測定期間

における太陽活動（突発的イベントの有無や周期解析）について報告し、先行研究との比較について

議論する。

最近５万年間の広域テフラの年代研究の進展：レビュー

奧野充（福岡大・理）

大規模火砕噴火の産物である広域テフラは、年代指標として有効であり、放射性炭素（ ）年代を比

較検討する上でも役立つ。暦年較正データセット （ ）に、福井県水月湖の

データセット（ ）が採用され、挾在するテフラも報告されている（ ）。ま

た、中国と北朝鮮の国境に位置する白頭山から噴出した苫小牧テフラ（ ）の年代も、 –

の スパイク（ ）を用いて、 であることが確定した（

）。一方で、榛名火山の 世紀中葉の噴火（ ）のウイグルマッチング

の結果は、この地域が よりも 〜 年程度古めである可能性を示す。 （ ）

などが示した とのオフセットと調和的である。この講演では、支笏第１テフラ以降の最近 万

年間の広域テフラの年代について、 年代を中心にレビューする。

モルタルを用いた 年代測定の検討

中村俊夫（名古屋大・宇地研）・山田哲也（元興寺文化財研究所）・佐々木淑美（東北芸術工科大）

モルタルは、大気中の二酸化炭素を吸収して、炭酸カルシウムを形成して固化する。固化の際に吸

収された二酸化炭素が時計として 年代測定に用いられる。モルタルの固化に基づく年代測定法

は、 年代から認識されていたが、モルタルを用いた建築物から多量のモルタルを採取してβ線

計測法を適用することは難しかった。むしろ、建築に使用された木材を用いた年輪年代法の適用や、

木材試料の 年代測定が利用されてきた。しかし、建築物文化財の正確な建築・修復年代を求め

るには、今日では、一つの方法による結果では不十分であり、独立な複数の方法による測定結果の

比較検討と総合解析が不可欠である。モルタルの固化に基づく 年代測定の基礎研究を推進する

ことは建築・修復年代の高精度年代測定に不可欠である。しかし、モルタルは、文化財に指定された

建築物などに利用されている事が多く、年代の明白なモルタル試料の採取が一般に困難であり、モ

ルタルから抽出される炭素を用いる年代測定の確実性の検証がまだ十分にできない状態である。ここ
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では、研究の現状を紹介したい。

古代近江の鉄生産－操業年代について－

丸山竜平・中村俊夫（名古屋大・宇地研）

主として近江の製鉄遺跡にかかわる問題点をこれまでに 回にわたって論じてきた。そして、この間、

近江湖西〜一部京都市域に及ぶ比叡・比良山系の製鉄遺跡出土の試料について、 年代測定を

実施してきた。今回は、その分析成果の一部を開陳するものである。

一般講演 セッション６

名古屋大学宇宙地球環境研究所と日本原子力研究開発機構東濃地科学センターとの研究協力

國分（齋藤）陽子（原子力機構）

日本原子力研究開発機構東濃地科学センターでは、平成 年 月に名古屋大学宇宙地球環境研

究所（当時、年代測定総合研究センター）と研究協力協定を締結し、地球科学分野における研究協

力を進めている。特に、当センターの土岐地球年代学研究所にも、名古屋大学同様、加速器質量分

析装置及び電子プローブマイクロアナライザー（ ）を有することから、これらを用いた地質試料の

年代測定に関する共同研究や技術開発を行っている。本発表では、当研究所の紹介及び近年行っ

ている加速器質量分析装置（ ）を用いたベリリウム 測定を利用した共同研究に

ついて紹介する。

当研究所では、各種分析装置を活用した放射年代測定技術の開発を行っている。その中で、

は、放射性炭素年代測定など複数の年代測定を、 は名古屋大学より技術

提供を受け 法を実施している。

については、協定締結前から、両研究所で共通する放射性炭素年代測定に

関して技術開発や情報交換を進めてきた。当装置は、名古屋大学のタンデトロン加速器質量分析計

と異なり、放射性炭素、ベリリウム 、アルミニウム 等の多核種の測定が可能であり、イオンの加

速器への逐次入射システムを持ち、試料量が少なくてすむという特徴も持つ。協定締結後からは、こ

れらの特徴を踏まえ、特にベリリウム 測定の利用を進めており、これまで岩石や堆積物中のベリリ

ウム 測定による侵食速度の推定に関する共同研究を行っている。
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家庭用放射線測定器による ｍ の半減期の見積り

柴田賢（元名古屋大）

テクネチウム（ ，原子番号 は地球にはほとんど存在せず、最初に人工的に作られた放射性元素

である。同位体の一つ、 は半減期 時間、 の単一のγ線を放出するので、診断の目的

で核医学の分野において広く用いられている。甲状腺シンチグラフィーを受けた患者の体内に残っ

た ｍ の減衰を家庭用放射線測定器エアカウンターＳで測定した。この測定器では最大測定値が

μ で、検査を受けてから一日後に測定可能となった。測定された線量率は ～ μ

で、ほぼ一定の割合で減少する。このデータから計算された の半減期は であり、文

献値 に近い。この測定器の測定誤差は ％、測定開始までに２分かかるなど簡易型ではある

が、条件さえよければ放射性元素の基本的データも求めることができる。

活動報告

平成 年度地域貢献事業「東海の地球環境史を学ぼう」活動報告

南雅代・北川浩之（名古屋大・宇地研）・山田和芳・菅原大助（ふじのくに地球環境史ミュージアム）・

北村晃寿（静岡大・理）・榎並正樹・加藤丈典・池田晃子・奈良郁子・栗田直幸・山根雅子・西田真砂

美（名古屋大・宇地研）

年代測定研究部は、平成 年度地域貢献特別支援事業の一環として、 年 月 日（木）と

日（金）の 日間にわたり、小学校高学年生 名を対象とした夏休み体験学習「東海の地球環境史

を学ぼう」を実施した。

初日は、名古屋大学研究所共同館Ⅱ 階ホールならびに 階セミナー室にて実施した。午前中、

火山やテフラ（降下火砕物）に関して学んだ後、いくつかの火山灰の顕微鏡観察や火山爆発の模擬

実験を行った。また、午後には、樹木年輪年代法ならびに放射性炭素年代法について学び、樹木円

板の年輪幅を計測してグラフを作成する実習に取り組み、加速器質量分析装置の見学も実施した。

２日目は、大型バスをチャーターして、静岡県立ふじのくに地球環境史ミュージアム、三保松原、日

本平へ野外巡検に出かけた。ネイチャーテクノロジーについて、ハスの葉を例にして、表面構造を観

察しながら、水や汚れをはじく仕組みを学んだ後、地球環境史（人と環境の歴史）に関する数多くの

展示を見学し、人と自然のかかわりを学んだ。また、三保松原と日本平の野外巡検を実施し、三保松

原では松枯れ問題や海岸侵食について、日本平においては有度丘陵の成り立ちや富士山の形成

史などについて学んだ。

本講演においては、以上の体験学習の活動内容について報告する。
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最終氷期後期における南シベリア・バイカル湖の流入河川水量変動

奈良郁子（名古屋大・宇地研）・渡邊隆広・國分（齋藤）陽子（日本原子力研究開発機構）・中村俊夫

（名古屋大・宇地研）

大陸域における水循環変動を詳細に把握することは、生物にとって利用可能である水（淡水）を確保

するためにも非常に重要な課題である．ユーラシア大陸南東部、南シベリア地域に位置するバイカル

湖には、地球上の約 の淡水 氷床を除く が貯水されている。よって、気候変動に対応したバイカ

ル湖水の水位変動を理解することは、淡水資源の長期的な確保の観点からも非常に重要である。本

研究では、バイカル湖湖底堆積物試料 、堆積物試料長さ を用いて、放射性炭素

年代測定から得られた堆積年代値より、最終氷期後期約 万年前から 万年前 におけるバイ

カル湖への河川流入量変化の推定を行った。 年代測定は、全有機態炭素 を対象に行った。

堆積物試料の年代測定結果は、概ね一定の堆積速度が得られたが、約 、約

、約 において、３回の堆積速度の変動が見られた。また、これら堆積速度異常が発

生する直前に、明瞭な堆積速度低下が見られた。約 、約 における堆積速度変動

期は、地球規模の温暖化に対応していることから、堆積速度の異常は、温暖化に伴う流入河川水の

増加によって引き起こされていたと考えられる。約 では、同堆積物試料から粒度分布およ

び 比のスパイクがみられ、急激な流入河川の増加を支持する。これらの結果から、約

において、大陸内部において急激な流入河川水量の増加が起きていたことが考えられる。

安全・高効率・高精度なケイ酸塩微化石殻の酸素同位体比測定に向けて

山根雅子（名古屋大・宇地研）

古海洋研究における最も重要な定量指標として、有孔虫殻などの炭酸カルシウム（ ）の酸素同

位体比（δ ）が挙げられる。炭酸塩生成時の海水と炭酸塩の同位体分別効果が温度依存性を持

つことを利用した方法であり、過去の海洋の温度や塩分の復元や、酸素同位体比標準曲線に基づく

年代決定などに用いられてきた。しかし、南大洋などの炭酸塩補償深度が浅い海域では、有孔虫の

ような炭酸塩微化石は溶解してしまい、堆積物中にほとんど保存されない。その代わりに、このような

海域の堆積物からは、非晶質シリカ（ ・ ）の殻を持つケイ酸塩微化石（珪藻、放散虫、海綿

骨針など）が多く産出する。炭酸塩と同じように、ケイ酸塩のδ も水温と水のδ を反映すると考

えられており（

）、ケイ酸塩微化石殻のδ は、南大洋などでの有力な古海洋学ツールになりうる。しか

し、ケイ酸塩のδ 測定の従来法には様々な問題があり、広く利用可能な方法ではない。本発表で

は、ケイ酸塩微化石殻のδ 測定に関する先行研究を紹介し、安全・高効率・高精度な測定に向け

て必要なことについて議論する。




