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死海での堆積物コアの掘削。 

年代測定研究部の研究テーマ・キーワード 

 加速器質量分析（AMS） 

 14C 分析法・測定法の開発 

 14C 年代測定 

 宇宙線生成核種分析 

 CHIME 法 

 微小領域分析と分光学 

 地質年代学 

 同位体分析 

 

年代測定研究部の紹介 

地球環境の短期・長期予測とその対策・対応が、人類共通の緊急課題となっています。将来の地球の姿を予測するため
には、その出発点となる境界条件の推定が重要な意味を持ち、過去の事象やそれを引き起こした要因の理解を深化するこ
とが必要となります。そのため、過去の事象がいつ起きたのか知ること、すなわち年代決定が重要な意味を持ちます。年代
測定研究部門（Division for Chronological Research）では、「時間軸」をキーワードとし、46 億年にわたる地球史上のイベント
から考古学資料、文化財資料や近現代の文物までを研究の対象とした幅広い年代学研究を行っています。また、大学院環境
学研究科地球史学講座（協力講座）を構成し、フィールドワークや実物を重視した年代学と関連研究の教育を行っています。 

同部門のタンデトロン年代測定研究グループでは、加速器質量分析法（AMS）を用いた 14C 年代測定によって約 5

万年前から現在に至るまでの地球環境変動や人類史の理解に向けた学際的な研究を行うとともに、新たな 14C 分析・
年代測定法の研究開発を行っています。また、14C や 10Be などの宇宙生成核種の時空間変動に着目した近未来の地球・
宇宙環境に予測に貢献する研究、考古学・歴史学などの研究者と連携した文理融合研究なども進めています。 

微小領域年代測定研究グループでは、名古屋大学で世界に先駆け開発・実用化された Chemical U-Th-total Pb Isochron 

Method（CHIME）年代測定法により、地球が誕生した約 46 億年前から約 100 万年前までの地球史イベントの解明を
目指しています。ミクロンスケールの空間分解能を持つ電子プローブマイクロアナライザー（EPMA）を用いること
により、岩石試料などの微小領域の年代測定を非破壊分析が可能となり、ジルコンやモナズ石などに刻まれているイ
ベントの遍歴を解読しています。 

 

2016年度 年代測定研究部の主要な成果 

 レバントの気候変動・地殻変動を探る 1.
アフリカを出発した現生人類の回廊である死海周辺の気候および地殻変動の歴史の探求は、考古学や人類史の

理解に新たな知見を与え、本地域「レバント」の気候変動や地殻変動の将来像を描くうえで重要である。2010

年 11 月から 2011 年 3 月にかけてイスラエル・ドイツ・アメリカ・スイス・日本の研究者が連携して推進してい
る国際陸上科学掘削計画死海深層掘削プロジェクト（ICDP-DSDDP）で、死
海の最深部の水深約 300 m の地点で 455 m の掘削を行った。採集した堆積物
コアから、気候変動、古地震発生の痕跡、地磁気変動など、レバント地域の
環境のダイナミック変動やイベントを解読してきた。ICDP-DSDDP コアの
上部 150 m の堆積物に含まれていた植物化石の加速器質量分析法で 14C 年代
決定することで、過去 5 万年間の死海周辺の気候および地殻変動復元に信頼
できる編年を構築した。現在、ICDP-DSDDP コアから復元された気候変動
と現生人類の移住に関する考古学的な証拠の突き合わせが進んでいる。 
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中部日本で採取された樹木年輪の酸素同位体比データから

復元された過去 106 年間の降水同位体比変化（1898–2005

年）。95%信頼区間を橙色で塗りつぶしてある。細線は各年の

平均値。太線は 5 年移動平均値を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナムでの掘削。 

 

 

 

 

 

船越湾から採取したビ

ノスガイの生貝。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チベットでの岩石採取。 

 パレオアジア 2.
約 20 万年前アフリカ大陸で誕生したホモ・サピエンス（新人）は、10–5 万年前頃以降、ア

ジア各地の多用な環境に適応しつつ拡散し、先住者たる旧人とたちと交代したとされている。
新人が拡散、定着した時代のアジア（「パレオアジア」）の文化史学的な観点から考察し、アジ
アにおける新人文化の形成過程を理解するプロジェクト「パレオアジア文化史学―アジアの新
人形成プロセスの総合的研究―」（文部科学省科学研究費新学術領域研究）が始まった。パレ
オアジアに居住した新人の居住環境や生活様式を調べるために、ユーラシア各地（ベトナム・
モンゴル・オマーン・イラン・ヨルダン）の湖沼・遺跡の体系的な調査を進めた。 

 

 長寿二枚貝に刻まれた古気候・古環境 3.
二枚貝は、その殻に海洋環境を記録するため、古気候研究における有用な記録媒体である。

岩手県船越湾に生息する冷水性二枚貝のビノスガイ（Mercenaria stimpsoni）は、100 年を超す
長寿であり、古気候の復元に有用である。殻の成長線解析と酸素同位体分析から、ビノスガイ
が冬季に殻の形成を停止すること、年間成長量が水温といった古環境指標になる可能性がある
ことという新たな知見が得られた。ビノスガイが記録している古環境指標の一つに、Bomb-14C

ピークが挙げられる。これまで、低緯度域の浅海に生息する熱帯性の石サンゴなどを用いて海
洋の Bomb-14C ピークの復元が行われているが、高緯度域には石サンゴが生息しないこともあ
り、復元例は極めて限られていた。太平洋高緯度域の海洋表層水の Bomb-14C ピークを復元することで、海洋炭素循
環に関する理解が深まり、さらに準化石（死殻）の年代決定精度が飛躍的に向上することが期待される。 

 

 樹木年輪の酸素同位体比データを使った古梅雨活動の復元 4.
中部日本で採取された樹木年輪酸素同位体比データに基づき、過去 106 年間にわたる梅雨前線の活動の復元を行っ

た。梅雨前線による降水の酸素同位体比は、他の降水イベントと比較して顕著に低い値を示すことが知られており、
夏期降水の同位体比の年々変動は、梅雨前線の活動と密接に
関連しているとされている。本研究では、長野県の上松町で
採取された木曽ヒノキの年輪の酸素同位体比から、1899 年か
ら 2005 年まで過去 106 年間の夏期降水の同位体比変化を年
単位で復元し、梅雨前線の活動履歴を明らかにした。復元さ
れた梅雨前線の活動は、大気循環場の変化と密接に関係して
いるだけでなく、その関係が数十年周期で変動していること
が明らかとなった。この知見は、気候の自然変動が梅雨前線
に大きな影響を与えていることを示し、将来の梅雨前線活動
を予測する上で非常に有益である。 

 

 岩石中の 10Be 測定を用いたチベット南部における浸食速度の見積もり 5.
チベット高原南部のプマユムツォ湖（標高 5030 m）の東側湖岸には、最大標高差が

50 m に及ぶ大規模な湖岸段丘が形成されており、過去において大規模な湖水量変動が
発生していたことが予察される。本研究においては、プマユムツォ湖の湖岸にて岩石を
採取し、宇宙線照射によって岩石中に生成された in-situ 10Be を測定し、チベット南部地
域における浸食速度を推定した。チベット岩石中の 10Be濃度は5.0–6.8×106 atom/gであり、
この値から推定される浸食速度は 9.6–13.6 mm/kyr となった。チベット北部域と比較して
非常に遅い浸食測定である。この結果は、チベット南部域においては、浸食により供給
される元素が、チベット地域の物質循環過程に与える影響は小さいことを示唆している。 
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貞慶の火葬骨（白色骨片）の較正暦年代。灰色の領域は、貞慶

の生存年（AD 1155–1213）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉禄版大般若経。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青銅器より採取した緑青。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理法の検討に用いた炭化

木試料（約 44,000 BP の 14C

年代を持つ）。 

 

 火葬骨の炭酸ヒドロキシアパタイトから探る 14C 年代と食性遍歴 6.
葬骨から年代や食性の情報を得るため、骨の無機成分である炭酸ヒドロキシアパタイト（CHa）に着目した。仏教

徒「貞慶」とされている火葬骨を研究対象とし、CHa の 14C 年代測定を行った。その結果、高温で被熱してアパタイ
トの結晶性が高くなっている白色骨片の 14C 年代は貞慶の没年代と一致した。さらに、CHa の Sr/Ca 比ならびに Sr 安
定同位体比は草食動物に近い値を示し、貞慶が菜食主義
であったことを科学的に実証した。高温で加熱された火
葬骨中の CHa は、14C 年代、生体由来の Sr/Ca 比および
Sr 安定同位体比を保持しており、年代測定ならびに生前
の食種を探るのに有効であることが明らかになった。本
研究の 14C 年代結果は奈良新聞他に掲載され、本火葬骨
は奈良県三郷町の指定文化財に認定された。 

 

 院政期書写の仮名古筆切の 14C 年代決定 7.
平安時代の仮名の名筆といわれる古筆切で、書写年代がはっきりしないものは、AD1050–

1190 年、すなわち院政期のものとされることが多い。しかし、その中には、それ以前の稀少
な史料や逆に後世の写しや偽物も含まれている可能性がある。そこで本研究では、院政期書写
古筆切の書写年代、ひいてはその史料的価値を明確にすべく、14C 年代測定を行った。その結
果、院政期書写とされる古筆切の中には、伝藤原行成筆未詳散らし歌切のように仮名の成立期
の稀少な資料が眠っていること、一方で伝源俊頼筆民部切のように後世のものが混在している
ことが自然科学の面から実証された。特に、伝藤原行成筆未詳散らし歌切の結果は、仮名成立
以前の新遺品の発見だけではなく、高い書芸美を持つ仮名が、AD1000 年頃に完成していたこ
とを裏付ける証拠である。 

 

 青銅器の 14C 年代測定法 8.
青銅器中のCu は、大気中CO2と反応して緑青CuCO3・Cu（OH）2となる。保存科学の分野

では、緑青は一旦形成されると新たな緑青の形成を阻止する「良いさび」といわれている。し
たがって、緑青に含まれる炭素の抽出とその 14C 年代測定が可能となれば、緑青の形成年代が
明らかになり、さらに青銅器の使用年代を求めることが実現するはずである。そこで本研究で
は、まず 14C 年代測定のための緑青の調製法を開発した。その上で、考古学的な視点から年代
の判明している道成寺鐘巻銅鐸の緑青について 14C 年代を測定し、考古学的年代と一致する結
果を得た。この結果から、緑青が形成当時の大気中CO2を保持していることが実証された。 

 

 高確度 14C 年代測定に向けた試料処理法の確立 9.
炭化物は 14C 年代測定の有力な試料であり、考古学ならびに古環境の分野で広く利用

されている。正確な 14C 年代を得るには、埋没中に炭化物に取り込まれた外来炭素成分
（特に腐植酸）を適切な化学処理で除く必要がある。本研究においては、年代既知のい
くつかの埋没炭化木試料ならびに炭化米試料に対し、従来の酸-アルカリ-酸処理 

（Acid-Base-Acid：ABA 処理）、二クロム酸カリウム溶液による酸化処理を加えた酸-

アルカリ-酸化処理（Acid-Base-Oxidation：ABOx 処理）、ABOx 処理後に段階加熱を行
う ABOx-SC 法を行い、IR スペクトル、H/C・O/C 値、14C 年代値を比較した。その結
果、ABA 処理に比べ、ABOx 処理は、腐植酸を優先的に酸化分解し、効果的かつ効率
的に腐植酸を除去すること、段階加熱は化学処理後に残存する外来炭素ならびに化学処
理中に取り込んだ現代炭素の汚染を除去するのに有効であることが明らかになった。 
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モナズ石の Th 組成累帯構造。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti に富む黒雲母を含む泥質片麻岩の 

偏光顕微鏡写真。ざくろ石（Grt）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛍光エックス線装置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ミャンマーMogok 変成帯の岩石学的解明 10.
ミャンマーを南北に縦断して分布する Mogok 変成帯は、ヒマラヤ造山帯の

東方延長と考えられており、ユーラシア大陸とインド亞大陸の衝突テクトニ
クスを理解する上で、重要な情報をもたらす。Mogok 変成帯の主要な構成岩
石である泥質片麻岩の P（圧力）–T（温度）履歴を検討した結果、変成作用
時のピーク P/T 条件は、およそ 0.6–1.0 GPa/780–850℃であり、Mogok 変成帯
にはグラニュライト相の変成岩が広範囲に分布すること、さらに、変成帯の
上昇時に H2O に富む流体の広範囲な流入が起こり、0.3–0.5 GPa/600–680℃条
件下で再結晶したことが明らかとなった．その様な試料中に産するモナズ石
（Mnz）は三段階の成長時期を記録しており、始新世後期–漸新世後期の
CHIME 年代を示す。 

 

 黒雲母中の Ti の置換 11.
ミャンマーMogok 変成岩を構成する黒雲母（Bt）は、6.9 wt%に達する TiO2

を固溶していることを見いだした。これは、従来世界の変堆積岩から報告さ
れているものの中でも最も高い値のひとつである。この黒雲母中の Ti の置換
は、鉱物共生と密接に関係しており、珪線石（Al2SiO5）と共存しない場合は
Ti□R-2であるのに対し、珪線石と共存する場合は Ti□R-2と TiRAl-2 の複合に
よって起こっていることが明らかになった （□および R は、それぞれ結晶構
造内の空位の席と 6 配位席を示す）。 

 

 ルチル中のNbと Zr の置換 12.
ルチル（Rt: TiO2）は、主要な変成岩中の Ti 鉱物であると同時に、Nb や

Zr の貯蔵相としても重要である。ミャンマーMogok 変成岩のルチルは、
Nb5+M3+Ti4+

-2 の置換によって最大 3.7 wt%の Nb2O5 を含む。一方、Nb に乏
しく Fe（3.2 wt% Fe2O3）に富むルチルも産し、それは Fe3+

4Ti4+
-3□-1 の置換

による（M3+および□は、それぞれ三価の元素と空位席を示す）。また、ル
チルは最大 4200 ppm の Zr を固溶しており、それは 850℃以上の高温での
平衡を示した。 

 

 岩石の化学組成分析用の検量線の確立 13.
蛍光エックス線装置（株式会社島津製作所製 XRF‒1800）を古

川記念館から研究所共同館 II に移設し、各種パラメータの再設
定を行った。標準物質を用いて得られる分析値の確からしさを
確認したところ、一部の元素で系統的な誤差が生じることが判
明した。そこで、28 個の標準物質を用いて岩石の全岩化学組成
分析の検量線を再作成した。従来は、チャートや石灰岩のよう
な主要な火成岩・堆積岩の化学組成と著しく異なる岩石を正し
く分析することができなかったが、新しく作成した検量線では
そのような岩石も含めて十分な確からしさで分析することが可
能になった。 

ルチル—イルメナイト（Ilm）複合結

晶の Ti 組成累帯構造。 




