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低温熱年代学に基づくスラブ起源流体活動に伴う熱異常検出の試み
Attempts to detect thermal anomalies associated with slab-derived
fluid activities based on low-temperature thermochronology
末岡 茂（JAEA）・岩野英樹・檀原 徹（京都 FT）
・岡本 晃・田上高広（京都大）
S. Sueoka (JAEA), H. Iwano, T. Danhara (Kyoto FT), A. Okamoto, T. Tagami (Kyoto U)
沈み込み帯では，スラブからの脱水によりメルトが生成され火山弧が形成されること
はよく知られている。一方で，西南日本前弧域などでは，メルトの生成を伴わないスラ
ブ起源流体の活動が報告されている[1]。このような流体活動は，前弧域における熱輸
送・物質移動に関わるのみならず，内陸の地震活動や泥火山の噴出との関連が指摘され
ている。また，地熱資源の開発や地下重要施設の安全性評価などの社会的な側面からも，
その性質の理解が望まれている。本講演では，過去のスラブ起源流体活動の痕跡と考え
られる熱水変質帯を対象に，低温領域の熱年代学に基づいて，流体活動の熱的特徴（到
達温度，継続期間など）の検討を試みた事例を紹介する。事例対象としたのは，紀伊半
島本宮地域と有馬地域の 2 つで，いずれもスラブ起源流体の湧出が盛んな地域として知
られている[2,3]。本宮地域では，平治川の露頭において，熱水脈およびその近傍の母岩
（四万十帯砂岩）を採取した。有馬地域では，白水峡付近の六甲断層露頭[4]から，断層
からの距離に応じて基盤岩（風化花崗岩）を採取した。これらの試料から分離したジル
コンとアパタイトを対象に，FT 法，U-Pb 法，(U-Th)/He 法による熱年代解析を実施し
た。しかし，いずれの試料，いずれの熱年代計においても，新しい時代の熱異常は検出
できない結果となった。そこで，一次元熱伝導モデルと HeFTy ver. 1.9.3 [5]のフォワー
ドモデルに基づいて，熱水活動に伴う冷却年代の空間分布を再現して検証を行った。そ
の結果，熱水温度が 150℃の場合，1000 年程度の加熱期間ではこれらの熱年代計では熱
異常の検出は困難と推定された。一方，熱水温度が 200～300℃の場合，1000 年以下の
加熱期間でも，アパタイト FT 年代やジルコン(U-Th)/He 年代の若返りが期待できる。
スラブ起源流体の場合，火山性の熱水と異なり，地表付近で再加熱されないため，熱年
代法で熱異常を検出するには，地表付近までどれだけ高温が維持されるかが鍵となる。
スラブ起源流体の熱的特徴の把握と熱年代法によるアプローチの適用性のさらなる検
証のためには，200～300℃の熱水活動が期待される地域における事例の蓄積が望まれる。
【謝辞】本報告は経済産業省資源エネルギー庁委託事業「平成 30～令和 3 年度高レベ
ル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業（地質環境長期安定性評価技術高度
化開発）
」（JPJ007597）の成果の一部である。
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バデリアイトのフィッション・トラック年代測定に向けて：
エッチング実験の結果とその考察
Toward fission-track dating of baddeleyite:
first reports and discussions on etching experiments
中嶋 徹(JAEA), 福田 将眞(JAEA), 長田 充弘(JAEA), 檀原 徹(京都 FT), 岩野 英樹(京
都 FT), 末岡 茂(JAEA)
Toru Nakajima (JAEA), Shoma Fukuda (JAEA), Mitsuhiro Nagata (JAEA), Tohru Danhara
(Kyoto FT), Hideki Iwano (Kyoto FT), and Shigeru Sueoka (JAEA)
バデリアイト(baddeleyite, ZrO2)はジルコンと並び天然に産出するジルコニウム鉱物の一
種である. バデリアイトは SiO2 に不飽和な岩石に主に産出することから, 一部のアルカリ
火成岩やスカルン鉱床の年代測定に用いられており, U–Pb 年代測定が実用化されている
(Heaman & LeCheminant, 1993)ほか，(U–Th)/He 年代測定の適用例も報告がある(Metcalf &
Flowers, 2013). バデリアイトのフィッション・トラック(FT)年代測定に成功すれば，これま
で年代測定が難しかったアルカリ火成岩の熱史の復元に資することができる. 本発表では
バデリアイト FT 年代測定の実用化に向け行った FT エッチング実験の結果と, その簡単な
考察を行う.
檀原ほか(1999)は, 複数種の試薬を用いてバデリアイトの FT のエッチング実験を行った．
その結果, 研磨痕の拡大が観察される一方で, 自発, 誘導 FT は観察されなかったと報告し
ている. 本研究では檀原ほか(1999)で用いられたものと同一試料のバデリアイト(第一稀元
素化学工業提供試料)を使用し, NaOH-KOH 共融混合液を用いて 228℃の温度条件で 50 時間
まで段階的なエッチングを行った. その結果, 檀原ほか(1999)の報告と同様に研磨痕の拡大,
表面の粗面化などバデリアイトがエッチングされる様子が観察された一方で, FT と思しき
組織は観察されなかった. 研磨痕は拡大する一方で FT がエッチングされなかったことから,
バデリアイトの FT は何らかの要因によりエッチングされにくいことが予想される.
バデリアイトの FT を観察した研究として O'Connell et al. (2020)がある. この研究では
TEM 観察により, Xe イオントラックが単斜晶系から正方晶系への線状相転移領域(約 2.5 nm
幅)として認定されることを報告している. 本研究で FT がエッチングされなかったことは,
バデリアイトの FT がアモルファス化しておらず, エッチングされにくいことが原因として
考えられる. また, バデリアイトの単斜晶と正方晶の薬品耐性に差がなければ FT を選択的
にエッチングすることは困難であると予想される. O'Connell et al. (2020)は Xe イオントラッ
クの簡単なアニーリング実験を行っており, 200–350℃の温度条件で Xe イオントラックのア
ニールが観察されたと報告している. 詳細な加熱時間は報告されていないが, 数十分程度
でアニールが生じたと考えられる.
以上を踏まえると, ジルコンと同様の方法でのバデリアイト FT のエッチングは困難であ
ると予想されるが, TEM や AFM による latent track の観察など FT 密度を計測することがで
きれば, 熱年代計として使用できる可能性がある. 今後もバデリアイト FT 法の確立へ向け
て可能性を探ってゆく.
References:
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[2]
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Am 線源, Cf 線源を利用したアルファリコイルトラックの形成実験
Experiments on the formation of alpha recoil tracks using Am and Cf
radiation sources
中島大輝,横山明彦,山田記大,長谷部徳子(金沢大学),飯沼勇人,高宮幸一(京都大学)
Taiki Nakashima, Akihiko Yokoyama, Norihiro Yamada, Noriko Hasebe (Kanazawa university),
Yuto Iinuma, Koichi Takamiya(Kyoto university)
1.はじめに
アルファリコイルトラック(ART)は，238U，235U，232Th，およびその娘核種がアルファ壊変した際
に残った原子核がその反動で動いたときにできる損傷のことである.ウランやトリウムの壊変定数
は決まっているため，決まった速度で時間とともに ART が増加することから，ART 数とウラン濃
度を測定することで年代を算出することができると考えられている.
しかし，年代既知のジルコンに ART 年代測定法を適用したところ，期待される年代よりも若く算
出された(早坂, 2018).その原因として，ART の認定の不正確さによる ART 数の過小評価や ART の
形成過程が不明なため経過時間に比例して ART が増加しているのかどうかがわからないことが考
えられる.そのことを確認するためには，ジルコンに人工的に ART を発生させ，観察することが必
要である.
本研究では ART が時間とともに増加するか確認する最初のステップとして，
鉱物に人工的に ART
を作成する方法を確立することを目的とする.
2.人工的な ART の作成
ART を人工的に作成するためには，
アルファ壊変する重元素を鉱物表面に作用させる必要がある.
放射性元素はアルファ壊変を行うものを用い，アルファ壊変によって動いた原子核が鉱物の方へ移
動することによって，ART を形成する.中島他(2021)では，自作の 241Am 線源と 3MBq の金属板を利
用したが濃度の低さや線源のコーティングの問題でうまくいかなかった.本研究では，241Am 線源
(300Bq)と 252Cf 線源(100Bq と 1kBq)の三種類を使用した.照射実験は京都大学複合原子力科学研究所
で行った.照射時間は Am 線源では 1 日と 2 週間，Cf 線源では 5 分，10 分，1 日として照射を行っ
た.今回は照射試料として，白雲母を用いて観察を行った.白雲母は劈開面を観察することにより，
ノイズや研磨の影響を考慮する必要がなく，またエッチングにより ART を大きくできるため，顕微
鏡で容易に ART を観察することができる(Googen and Wagner, 2000).
3,結果
Am 線源による照射試料では，照射時間の増加に伴って照射面の凹凸が増加していることが観察
できた.今回は照射時間が 2 パターン(1 日と 2 週間)であったため，今後照射時間のバリエーション
を増やして検討を行っていく必要がある.Cf 線源では，どちらの線源も自発核分裂によって生じる
フィッショントラックが多すぎて，ART の吟味を行うことができなかった.
References:
[1] Gogen and Wagner (2000) Chemical Geology, 166, 127-137
[2] 早坂他 (2018) フィッション・トラックニュースレター 第 31 号 20-22
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四国山地における中新世花崗岩類の
アパタイトフィッション・トラック年代速報
First report of apatite fission-track ages of Miocene granitic
rocks in the Shikoku mountains
岡本

晃(1)，福田将眞(2)，新正裕尚(3)，末岡

茂(2)，鏡味沙耶(2)，田上高広(1)

(1)京都大学, (2)日本原子力研究開発機構, (3)東京経済大学

Akira Okamoto

(1),

Shoma Fukuda(2), Hironao Shinjoe(3), Shigeru Sueoka(2),
Saya Kagami(2), Takahiro Tagami(1)
(1)Kyoto Univ., (2)JAEA, (3)Tokyo Keizai Univ.

西南日本弧は日本海拡大に伴う時計回り回転[1]によって，およそ 16 Ma 頃までに現在
の島弧の姿になった[2].その後，フィリピン海プレートが沈み込みを開始し，鮮新世頃に
おおよそ今と同じ沈み込み方向と規模になったとされている[3].また，西南日本弧の陸域
においては島弧平行方向に二列の隆起帯（中国山地，四国山地）が分布しているが，これ
らの山地の形成過程を定量的に議論した研究は数が限られる.加えて，中国・四国地方に
は河成段丘の分布に乏しく，東北日本弧と比べると山地形成過程の理解が進んでいないの
が現状である[5]．
本研究では，地質学的スケールにおける山地の隆起・削剥史を推定可能である熱年代学的
手法の適用を試みた．熱年代学では，地形学的指標の保存に依らず，基盤岩の岩石・鉱物に
対して直接年代測定を行うことで温度-時間履歴（熱史）を復元できる[6]．また，地温勾配
を仮定すれば，熱史をさらに削剥史に読み替えることができる．中国・四国地方においても
熱年代学的手法による研究は複数報告されているが（例えば，[7]など），山地を横断する規
模で系統的に適用された研究は知られていない．そこで本研究では，[8]において U-Pb 年
代が報告された四国山地の中新世花崗岩類に対して AFT 熱年代法を適用し，熱史・削剥史
の復元を行うことを目的とした．そのうち，宇和島で 2 点，石鎚山で 1 点の合計 3 点につ
いて AFT 年代測定を実施したところ, 2σ の誤差範囲でそれぞれ 9.9 ± 1.8 Ma（UWA1）,
8.5 ± 3.0 Ma（UWA5）, 24.5 ± 14.2Ma（EHI38）という結果が得られた．これらの年代値
は形成年代を示す U-Pb 年代と整合的であり，各岩体における熱史の制約にも有益な情報で
ある．今後の展望としては，①同一サンプルを使った(U-Th)/He 年代測定，②FT 長分布に
基づく熱史逆解析，③中国山地での同様の熱年代法の導入などを予定している．
【謝辞】：本研究は，JSPS 科研費（課題番号:21K14021）の成果の一部である．
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Space 67, 1-13. [3]Kamata＆Kodama. (1999) Island Arc 8, 393-403. [4]太田ほか (2004)
東大出版会, p383. [5]田力(2005) 地理科学 60(3), 143-148. [6]末岡ほか(2015) 地球科学
69(1), 47-70. [7]Hasebe et al. (1993) Geological Society of America Special Paper 273,
121-136. [8]Shinjoe et al. (2021) Geological Magazine 158, 47-71.
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島根県奥出雲町周辺の真砂に含まれるアパタイトの FT 年代
Apatite fission track age from weathered diorite sand in Okuizumo
area, Shimane Prefecture

大平寛人・榎本奈都紀（島根大学・総合理工）
Ohira Hiroto and Enomoto Natsuki (Dept. of geoscience Shimane University)
島根県奥出雲町周辺では古くから鉄穴流しにより砂鉄を取り出したたら製鉄に利用
してきた．この地域の深成岩の上昇・冷却と熱水変質に関する研究の一環として，真砂
に含まれるアパタイトのフィッション・トラック（FT）年代測定を試みたので予察的結
果について報告する．
対象とした試料は，奥出雲町の上鴨倉周辺（雑家）および同市原峠付近（桂ヶ谷）の
砂鉄鉱山跡に分布する真砂であり，前者はトーナル岩，後者は石英閃緑岩を母岩として
いる．いずれの地域も山頂または山腹斜面の鉄穴流し跡地であり，1972 年まで稼働し
平均的な採掘深は 8-10m および 2-4m とされる［1］
．これらの真砂からアパタイトを取
出し，エポキシ樹脂にマウント後に研磨・エッチングにより FT を出現させ，その後マ
イカを貼付け中性子照射を経て年代測定を試みた．
上鴨倉（雑家）のアパタイトは，重液分離後にハンドピッキングで取出す時点で，ア
パタイト粒子の大半に透明感がなく白濁している様子が確認できた．そこで比較的透明
感のある清浄な粒子を実験に用いたが，マイカ上の誘発 FT が十分に出現せず，年代測
定は困難であった．アパタイト粒子の多くが白濁している理由は，真砂の形成に先立つ
上昇・冷却過程で生じた熱水変質作用によるものと考えられる．真砂の鏡下観察では黒
雲母の緑泥石化のほか，斜長石の変質が進行し濁沸石や束沸石も認められた．そのよう
な二次鉱物を生じるような熱水変質の影響により，アパタイト粒子に流体包有物などが
形成するなどして白濁していると思われる．
一方桂ヶ谷の真砂のアパタイトは，エッチング後も比較的清浄な面を有し FT の計数
は可能であった．しかし一部の粒子にはディスロケーションと思われる湾曲した傷や，
定向配列した直線状の傷が出現し,計数が困難な粒子もあった．現在まで 8 粒子を計数
し予察的に 54.8±5.4Ma の年代が得られた．なお，この試料からジルコンの FT 年代
（58.7±1.9Ma）が得られており，ジルコンとアパタイトの FT の閉鎖温度を考慮すると，
約 240˚C から約 100˚C まで冷却するのに約 4Ma を要しており，おおまかな冷却速度は
35˚C/Ma となる．この地域の周辺の花崗閃緑岩の Rb-Sr 年代（60.5±6.3Ma［2］
）や他の
深成岩の冷却年代との関連も検討する．
引用文献
［1］森俊勇，2018，砂防フロンティア整備推進機構，自主研究，1-46
［2］岩田智香ほか，2013，地質学雑誌，119，190－204．
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北上山地における熱年代学データの解釈
Interpretation of thermochronological data in the Kitakami Mountains
梶田侑弥（京大）、末岡茂、福田将眞（JAEA）
、田上高広（京大）
Yuya Kajita (Kyoto Univ.), Shigeru Sueoka, Shoma Fukuda (JAEA), Takahiro Tagami (Kyoto Univ.)
弧-海溝系における前弧域の隆起・沈降は，プレート沈み込み帯のテクトニクスを大きく反映し
たものと考えられる．しかしながら，東北日本弧前弧域では 106 年以上の時間スケールでの定量的
議論はほとんどなされていない．本講演では，東北日本弧前弧域に分布する北上山地を対象に，白
亜紀深成岩類のアパタイトフィッション・トラック（AFT）年代，アパタイトヘリウム（AHe）年
代のこれまでの結果 [1]に，FT 長分布を用いた熱史逆解析結果を加えた熱年代学データの解釈を試
みる．
AFT 年代は東縁部の約 130 Ma から西に向かって 70 Ma 程度まで若くなる．一方 AHe 年代は西
縁部の約 80 Ma を除けば約 50～30 Ma にまとまる．北上山地の白亜紀深成岩類のジルコン U‐Pb 年
代は 135～120 Ma[2]でほぼ均一なので，AFT と AHe 年代の傾向は岩体の形成年代が原因ではない．
また FT 長を用いた熱史逆解析結果はいずれも徐冷を示し，短期的な熱イベントの存在は積極的に
は支持されない．以上を踏まえると，106 年以上のスケールで地殻浅部における熱構造史もしくは
隆起・削剥史が東西で異なると考えられる．ただし，西縁部の AFT と AHe 年代はほぼ同じ年代を
示し，熱水イベントなどの局所的な加熱・急冷が示唆されるため，広域的なテクトニクスを反映し
ていないと考え，以下の議論からは除く．
熱構造史が異なる可能性としては，火山フロントの移動の影響が考えられる．このとき火山フロ
ントは AFT 年代の下限である約 70 Ma から AHe 年代の上限の約 50 Ma の間に北上山地中央付近に
あったと想定されるが，そのような証拠は知られていない．
一方で隆起・削剥史が異なる場合，AFT 年代からは沿岸部より内陸側を隆起させるような，AHe
年代からは東西でほぼ一様な隆起形態が考えられる．106 年以上の前弧域の隆起には底付け付加が
支配的な要因の一つとなり得る（underplating model）[3]．この underplating model では，島弧横
断方向に隆起量の差が見られ，沿岸部よりやや内陸側に隆起のピークを生じるため，AFT 年代の東
西傾向は説明可能である．また，沈み込むプレート速度が 5 cm/yr 以下では underplating model の
隆起が起きないことも示されている．北上山地ではアダカイト質の浄土ヶ浜流紋岩類の活動時期
（44.3 Ma[1]）には暖かいプレートが沈み込んでいたと考えられ[4]，この時期の前後には底付け付
加の隆起が停止していた可能性が高い．その後，底付け付加による隆起は再開したが，沈み込むプ
レートが交代したことにより，AHe 年代に東西で差をもたらすほどの削剥量の違いを生むに至らな
かった可能性が考えられる．
今後の課題としては，①熱史逆解析地点数の増加，②より複合的なモデルとの比較検討，などが
挙げられる．
References: [1] 梶田ほか（2021）FTNL, 34, 14-16, [2] Osozawa et al. (2019), JAES, 184, 103968, [3] Menant et al. (2020) Nature, 11(1), 1-10,
[4] 土谷ほか (2008) 地球科学, 62(3), 161-182
【謝辞】本報告は経済産業省資源エネルギー庁委託事業「平成 30 年～令和 3 年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業（地質環境長期
安定性評価技術高度化開発）（JPJ007597）」の成果の一部である．
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(U-Th)/He 法のための高温加圧酸分解による
ジルコンの完全溶解の試み
An experiment of complete dissolution of zircon crystals by hightemperature and pressure acid digestion for the (U-Th)/He method
福田将眞・鏡味沙耶（原子力機構）
Shoma Fukuda (JAEA), Saya Kagami (JAEA)
ジルコン（ZrSiO4）は，堆積岩から火成岩，変成岩に至るまで多様な岩石から産出し，放
射年代測定法の対象鉱物として利用されてきた．最近では，閉鎖温度が低い部類（<200℃）
の熱年代法であるフィッション・トラック法や(U‐Th)/He 法（以降，He 法）にも利用され，
世界中の幅広い地域における地球科学的現象の推定に用いられる（例えば，Ault et al., 2019,
Tectonics）．ジルコンの性質の一つに，高い化学的耐性が挙げられる．これは，天然環境下
での風化・変質による影響を受けにくいといった地質試料の保存性に優れた側面であるが，
同時に実験室内における試料の溶解が容易でないことも意味する．
He 法におけるジルコンの U・Th 濃度の定量には，湿式分析が世界的に採用されている
（例えば，Evans et al., 2005, Jour Anal Chem; Gautheron et al., 2021, Geochron）．東濃地科
学センターにおけるジルコンの溶液化については，これまでマイクロ波分解装置を用いた
溶解法とアルカリ溶剤を使用した溶融法の 2 つが試みられたが（山田・國分, 2012, FTNL），
世界的にも知見が豊富な高温加圧酸分解容器を使用した溶液化については検討されていな
い．
本研究では，近年新たに導入された高温加圧酸分解容器（Model 4748: Parr 社製）を使っ
て，高温高圧下でのジルコンの酸分解を試みた．実験に使用したサンプルは，カンボジア産
のジルコン（粒径 1～数 cm 程度）を使用した．まず，ジルコンをアニーリングして放射線
損傷を回復させるため，試料を白金坩堝に入れて電気炉で 900℃・48 時間加熱したのち，ス
テンレス乳鉢で粉砕して数十～数百 μm 程度の粒子片を得た．そのうち，5 粒子片を 1 つず
つ 29 M フッ酸に浸漬させ，220℃で 70 時間加熱して溶液化した．ジルコンが完全に分解さ
れたことを確認するため，ICP‐MS（Agilent 7700x）で，XSCT‐8 標準溶液（SPEX）を用い
た検量線法によって Zr 濃度を測定した．また，実験過程におけるブランク測定も行った．
結果として，理論値に近い Zr 濃度（50~60 wt%）が得られ，今回の条件下でジルコンは完
全に分解されたと考えられる．一方で，一部の試料では Zr の回収率が低いデータが得られ
ており，分解における操作過程を見直す必要がある．また，ブランクレベルの低減を検討す
る必要性が見いだされており，今後はクリーンブースでの作業や分析器具の選定を含めた
分解過程の作業手順についても再検討し，当センターでの He 法におけるジルコンの新たな
U・Th 濃度定量の技術整備を目指す．
【謝辞】東京大学の浅沼尚 博士には本研究に使用したジルコンを提供いただいた．本報告は平成 31 年
度放射性廃棄物共通技術調査等事業（放射性廃棄物に係る重要な基礎的技術に関する研究調査の支援等に
関する業務）（国庫債務負担行為に係るもの）」の成果の一部である．
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ジルコン(U-Th)/He 法の年代標準試料の探求（続報）
：
複数のジルコン試料における年代学的検討
Exploration of the age standards for zircon (U-Th)/He method
(follow-up): Chronometric investigations of several zircon samples
福田将眞（原子力機構）
・Barry Kohn（メルボルン大）・末岡 茂（原子力機構）・
檀原 徹（京都 FT）
・岩野英樹（京都 FT）
・田上高広（京大）
Shoma Fukuda (JAEA), Barry Kohn (Melbourne Univ.), Shigeru Sueoka (JAEA),
Tohru Danhara, (Kyoto FT), Hideki Iwano (Kyoto FT), Takahiro Tagami (Kyoto Univ.)
本講演では，ジルコン(U‐Th)/He 法（以下，ZHe 法）における年代標準試料の確立を目的
として，前年度の報告（福田ほか, 2021, FTNL）に引き続き，候補となる複数のジルコン試
料を対象とした年代分析の結果を報告する．
高レベル放射性廃棄物の地層処分における隆起・削剥の評価手法の一つである熱年代法
のうち，閉鎖温度が低い手法（<200℃）に分類される He 法は，地殻浅部から地球表層にお
ける比較的低温の熱イベントの推定に応用される（Ault et al., 2019, Tectonics）．一方で，He
法には年代標準試料が未整備であるという課題があり，最近では He 年代分析に供する標準
試料の候補として，新たなアパタイト（Wu et al., 2019; 2021, Geostand Geoanal Res.）やジ
ルコン（Tian et al., 2017, Chem. Geol.; Li et al., 2017; Yu et al., 2020, Geostand Geoanal Res.;
Kirkland et al., 2020, Geochim Cosmochim Acta）が報告されている．
本研究では ZHe 年代標準試料に適用可能な新たなジルコン試料を探求する目的で，U‐Pb
法の年代標準試料である OD‐3，フィッション・トラック（FT）法の年代標準試料である Mt.
Dromedary，および国内の地質試料である鷲走ヶ岳月長石流紋岩（WSF1）と濃飛流紋岩
（Site‐43）を新たな標準試料の候補として検討した．これらの試料は ZHe 年代の報告例こ
そないものの，U‐Pb 法や FT 法などの他の年代測定法に基づく年代データの報告例が存在
し，特に OD‐3 や Mt. Dromedary については既往データが豊富である．また，これまで筆
者らが報告した仁左平デイサイト（福田ほか, 2021, FTNL）や歌長流紋岩（Fukuda et al., 2021，
Thermo2021），FT 法の標準試料である Buluk tuff の ZHe 年代測定の結果との比較を行い，
標準試料としての適性を評価した．
メルボルン大学で実施した ZHe 年代測定の結果として，OD‐3 の加重平均年代は 29.8 ±
2.4 Ma（以降，誤差範囲は 2σ 表示），Mt. Dromedary は 95.3 ± 2.4 Ma，WSF1 で，17.8 ± 1.1
Ma，Site‐43 で 50.6 ± 2.9 Ma が得られた．これらの年代値は既往年代データと整合的ない
し比較的若く，特に Site‐43 は二次的な加熱を被った可能性が示唆される．先行研究のもの
を併せて現状得られている 7 試料中では，歌長流紋岩（TRG04‐21）の ZHe 単粒子年代はば
らつきが小さく，複数手法の年代値が整合的かつ親核種濃度も比較的均質で粒径も適当で
あるため，適性が高いと結論付けた．今後は ZHe 年代のばらつきの要因を詳細に検討する
ため，ジルコン粒子内の親核種濃度の分布や包有物の有無などの把握を目的とした化学分
析や鉱物組織の観察などを実施予定である．
【謝辞】本報告は「平成 31 年度放射性廃棄物共通技術調査等事業（放射性廃棄物に係る重要な基礎的技
術に関する研究調査の支援等に関する業務）（国庫債務負担行為に係るもの）」の成果の一部である．
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照来層群歌長流紋岩から得られたジルコン U–Pb 年代
U–Pb zircon dates from the Utaosa Rhyolite of the Teragi Group
長田充弘（JAEA）・福田将眞（JAEA）・末岡 茂（JAEA）・中嶋 徹（JAEA）
梶田侑弥（京都大）
・南 沙樹（京都大）
・岡本 晃（京都大）
・田上高広（京都大）
Mitsuhiro Nagata, Shoma Fukuda, Shigeru Sueoka, Toru Nakajima (JAEA),
Yuya Kajita, Saki Minami, Akira Okamoto, Takahiro Tagami (Kyoto Univ.)
近年，ジルコンを用いた閉鎖温度の異なる様々な年代測定（U–Pb，Fission‐Track，
(U–Th)/He など）が行われており，各測定には標準試料となるジルコンが欠かせない．
著者らは現在，年代測定に適したジルコン標準試料の探求を行っており，本発表では，
その一環で行った照来層群歌長流紋岩中のジルコンの U–Pb 年代について検討した結
果を予察的に報告する．照来層群は下位より，基底礫岩層，歌長流紋岩，湯谷礫岩層，
春来泥岩層，および寺田火山岩類とされているが（例えば，[1]），歌長流紋岩は照来層
群中の流紋岩および同質火砕岩の総称であり，必ずしも上述した層序ではない．試料は
[2]や[3]により，2.42 ± 0.13 Ma（95%Confidence Interval; 以下，CI）および 2.77 ± 0.20
Ma（95%CI）の(U–Th)/He 年代が得られている試料（TRG04‐21 および TRG07‐21）と
同一である．
また，TRG04‐21 は[1]の TRG04 と同一露頭より採取した試料であり，TRG04
からは 2.72 ± 0.22 Ma（2σ）のジルコン Fission‐Track 年代，2.30 ± 0.20 Ma（2σ）の黒雲
母 K–Ar 年代，および 2.61 ± 0.36 Ma（2σ）のジルコン(U–Th)/He 年代[4]も得られてい
る．ジルコンは，日本原子力研究開発機構（JAEA）東濃地科学センター設置の電子マ
イクロプローブアナライザを用いて，カソードルミネッセンス（CL）像を取得した．得
られたジルコンは長軸約 55–550 μm，短軸約 30–120 μm，アスペクト（長軸/短軸）比
1.1–5.5 の短柱状～長柱状の自形を呈し，CL 観察では明瞭なコア・リム構造や累帯構造
を示さない．同センター設置のレーザーアブレーション・マルチコレクター誘導結合プ
ラズマ質量分析装置を用いて U–Pb 同位体を測定した．TRG04‐21 および TRG07‐21 か
ら得られた U–Pb 年代は，いずれも 2.5–3.0 Ma を示し，それぞれ 2.65 ± 0.16 Ma および
2.66 ± 0.15 Ma（いずれも 2σ）の 238U–206Pb 加重平均値を得た．得られた年代は先行研
究による年代値と矛盾しないため，歌長流紋岩のジルコンは閉鎖温度が高い U–Pb 系か
ら低い(U–Th)/He 系まで有効である可能性がある．今後，更なる各種年代や U，Th，希
土類元素などの元素濃度の測定から本ジルコンが標準試料として適切か検討する．
本研究は，平成 31 年度放射性廃棄物共通技術調査等事業（放射性廃棄物に係る重要
な基礎的技術に関する研究調査の支援等に関する業務）
（国庫債務負担行為に係るもの）
」
の成果の一部である．
References:
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[2]

Fukuda et al. (2021) Thermo2021 Abst, https://doi.org/10.1002/essoar.10507910.1
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熱年代学的手法に基づく谷川岳地域の熱史・削剥史の推定
Estimation of thermal/denudation histories in the Tanigawa-dake area based on
thermochronological methods
南 沙樹(京都大)，末岡 茂，福田将眞，長田充弘(JAEA)，Barry, P. Kohn(メルボルン大)，横山立
憲，鏡味沙耶 (JAEA)，梶田侑弥，田上高広(京都大)
Saki MINAMI (Kyoto Univ), Shigeru SUEOKA, Shoma FUKUDA, Mitsuhiro NAGATA (JAEA), Barry, P.
Kohn (Melbourne Univ), Tatsunori YOKOYAMA, Saya KAGAMI (JAEA), Yuya KAJITA, Takahiro
TAGAMI (Kyoto Univ)
一般的に花崗岩は，地下数 km～数十 km の深部で形成される．したがって，最近形成された若い花
崗岩が，現在地表に露出する地域では，極めて急速な隆起・削剥が起きている可能性がある．世界的
に見ると，約 5 Ma より若い花崗岩の分布は，変動帯に集中している[1]．変動帯にある日本列島で
も，飛騨山脈の黒部川花崗岩[2]や，南部フォッサマグナ地域の丹沢トーナル複合岩体[3]などで，
ジルコン U-Pb 年代測定（閉鎖温度>900 ℃）により数 Ma 以内の若い形成年代が報告されている．
本研究の対象地域である谷川岳地域は，東北日本弧南部の背弧側に位置し，その地質は主に，後
期白亜紀～古第三紀の花崗岩類と，これらに貫入する鮮新世の谷川岳花崗岩類[4]（赤湯岩体・谷川
岩体・巻機岩体）から成る．先行研究では，谷川岳花崗岩類について，形成年代を表すジルコン UPb 年代(約 4.0～3.2 Ma[4])と，約 280℃付近の冷却年代を表す,ジルコンのフィッション・トラック
(ZFT)年代(約 3.3～2.9 Ma[5])及び，350～400℃付近の黒雲母 K-Ar 年代（約 3.9～3.1 Ma[6,7]）な
どが報告されている．しかし，約 280℃より低温域における熱史は不明である．
本研究では，後期白亜紀水上石英閃緑岩と谷川岳花崗岩類について，[4]で未測定の地点に U-Pb 年
代測定を実施し，約 200℃以下の低温側の熱史・削剥史を推定するためにジルコンとアパタイトの
(U-Th)/He 年代測定（ZHe 年代：閉鎖温度 160～200℃, AHe 年代：閉鎖温度 55～80℃）を実施した．
その結果，谷川岳花崗岩類は，ジルコン U-Pb 年代測定により，約 6.0～3.2 Ma の間に少なくとも 3
回の異なる時代の貫入によって形成されたことが明らかとなった．また，最近の山地形成に関連し
た削剥を最も反映していると期待される，AHe 年代の閉鎖温度から地表温度(10℃)の平均冷却速度
は，山頂稜線の東側に位置する巻機岩体と水上石英閃緑岩で 13～36℃/Ma，稜線西側の谷川岩体の 1
地点(AHe 年代：約 1.2 Ma)で 36～60℃/Ma と推定された．稜線東側では，AHe 年代が約 3.0～2.0 Ma
頃に集中しており，この時期の急速な削剥が示唆される．AHe 年代から得られた削剥速度について，
丹沢山地[8]や東北日本弧[9]と比較すると，谷川岳地域の削剥速度は，島弧-島弧衝突帯の丹沢山地
や，歪の集中で知られる奥羽脊梁山地のような地殻変動が活発な地域に匹敵することが示唆された．
[謝辞] 本研究は経済産業省資源エネルギー庁委託事業「令和 3 年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業（地質環境長期安定性評価技
術高度化開発）（JPJ007597）」の成果の一部である．本研究は文科省科研費 21K03730 によって助成された．CL 像の撮影は，JAEA の小北康弘研究員，京都
大学の鈴木康太氏にご助力いただいた．
References: [1] Harayama (1992) Geology, 20, 657-660, [2] Ito et al. (2013) Sci. Rep. 3:1306, [3] Tani et al. (2010) Geology, 38, 215-218, [4] Minami et al. (2021) EPS.
231:73, [5] 大平・本多 (1999) FTNL, 12, 61-63, [6] 川野ほか (1992) 岩鉱, 87, 221-225 [7] 佐藤 (2016) 群馬県立自然史博物館, 20, 85-104, [8] Yamada & Tagami
(2008) Jour. Geophys., Res., 113, B03402, [9] Sueoka et al. (2017) EPS. 69:79.
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滝谷花崗閃緑岩：傾動隆起した岩体それとも再生プルトン？
Takidani Granodiorite: a tilted and uplifted block or a resurgent
pluton?
伊藤久敏（電力中央研究所）
Hisatoshi Ito (CRIEPI)
北アルプスには，露出面積の広い（>20 km2）
，2 つの第四紀深成岩体（黒部川花崗岩
体，滝谷花崗閃緑岩体）が存在する．これらの深成岩体は，超巨大噴火（それぞれ，爺
ヶ岳火山岩類，穂高安山岩を噴出した噴火）後に生成した深成岩体であり，黒部川花崗
岩体については，再生プルトンとして，マグマの浮力により，激しい隆起・浸食を経て，
地表に露出するに至ったことを指摘した[1]．今回，滝谷花崗閃緑岩と穂高安山岩につい
て実施したジルコンの U-Pb 年代測定結果を主な根拠として，滝谷花崗閃緑岩体につい
ても，黒部川花崗岩体と同様の過程を経たことを指摘する．
今回，滝谷花崗閃緑岩体から 9 地点，穂高安山岩体から 4 地点で試料採取を行い，ジ
ルコンの U-Pb 年代測定を行った．それぞれの地点で得られた粒子年代をまとめ，確率
密度曲線とヒストグラムを作成したところ，図 1 に示すように，滝谷花崗閃緑岩と穂高
安山岩はそれぞれ，1.4 Ma と 1.9 Ma にピークを持つ年代分布を示した．大略的には，
穂高安山岩が 1.9 Ma 頃に噴出し，50 万年後の 1.4 Ma 頃に，再注入したマグマが固結
し，滝谷花崗閃緑岩になったと考えられる．1.55 Ma に爺ヶ岳火山岩類が噴出し，1.0
Ma 頃に生成した黒部川花崗岩[1]とは，噴火から花崗岩の生成に至る期間がほぼ同じ（50
～60 万年間）であり，滝谷花崗閃緑岩分布域も黒部川花崗岩分布域と同様のメカニズ
ムで超巨大噴火の発生から現在の地形形成に至ったことが推測される．
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図 1： 滝谷花崗閃緑岩と穂高安山岩のジルコン U-Pb 年代測定結果
References:
[1] Ito et al. The Quaternary Kurobegawa Granite: an example of a deeply dissected resurgent
pluton. Sci. Rep. 11, 22059 (2021).
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Ai-in-hornblende 地質圧力計を用いた削剥史の制約：
太平山複合プルトンへの適用
Constraints on the exhumation history using Al-in-hornblende geobarometer:
application to the Taiheizan composite pluton
充弘(JAEA), 小北 康弘(JAEA), 福田 将眞(JAEA), 末岡 茂
(JAEA)
Toru Nakajima (JAEA), Mitsuhiro Nagata (JAEA), Yasuhiro Ogita (JAEA), Shoma Fukuda
(JAEA), and Shigeru Sueoka (JAEA)

中嶋

徹(JAEA), 長田

地質学的タイムスケールにおける山地の削剥史を明らかにする手法として代表的なもの
に熱年代学的手法がある. 熱年代学的手法は冷却史を削剥史に読み替えるという性質上,
熱史が複雑な地域や地質帯への適用が困難である. 近年, 花崗岩の形成年代と固結深度を
求めることにより, 熱史が複雑な地域において削剥史を復元した事例が報告されている
(Kawakami et al., 2021). 本研究では東北日本背弧側の太平山地に分布する太平山複合プルト
ン(加納ほか, 1966)に対しジルコン U–Pb 年代測定及び地質温度圧力計の適用を行い, 削剥
史の復元を試みた.
太平山複合プルトンより, 3 つの岩石試料(FSN21-01, 06, 12)を採取した. FSN21-01 は暗色
包有岩を含む黒雲母―角閃石斑状花崗岩であり, 11.4 ± 0.2 (2σ) Ma のジルコン U–Pb コンコ
ーディア年代が得られた. FSN21-06 と 12 は粗粒な黒雲母-角閃石花崗岩であり, それぞれ
103.4 ± 2.0 Ma と 115.6 ± 2.2 Ma のジルコン U–Pb コンコーディア年代が得られた. いずれの
試料のジルコンについても, 多くはカソードルミネッセンス像で不連続組織が確認されず,
不連続組織を呈するものについてもコア-リム間での有意な年代差が確認されなかったため,
これらの年代値は固結年代として解釈した.
各試料中の角閃石について, 岩石組織観察に基づき自形を呈する斜長石のリムと共存す
る領域を認定し, Al-in-hornblende 地質圧力計(Mutch et al., 2016)を適用した. また, これらの
角閃石–斜長石ペアに対し角閃石–斜長石地質温度計(Holland and Blundy, 1994)を適用した.
その結果 FSN21-01 では約 0.2 GPa, 724.5 ℃, 06 では約 0.5 GPa, 657.8 ℃, 12 では約 0.4 GPa,
644.1 ℃の温度圧力条件が得られ, 誤差範囲(±0.05 GPa, 75 ℃)でハプロ花崗岩の含水ソリ
ダス上に乗ることが確認された. 岩石の密度を 2700 kg/m3 として固結深度を計算し, 固結
年代と組み合わせて各試料の平均削剥速度を計算すると, FSN21-01 は 0.6 km/Myr, 06 は
0.2 km/Myr, 12 は 0.1 km/Myr となった. 以上の結果から, 太平山地における削剥速度が中
新世以降に 3–6 倍程度加速したことが示唆される.
ACKNOWLEDGMENTS
この研究は科学研究費助成事業基盤研究(C)「熱年代学による島弧の山地形成論の新展開と内
陸地震発生メカニズムの解明」(21K03730)の成果の一部である。
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東北日本南部北上帯に分布する高圧変成岩類の
岩石学とジルコン U－Pb 年代：
古東アジア大陸縁辺の古生代テクトニクスへの制約
Geochemistry and zircon U–Pb dating of Paleozoic high-pressure
metamorphic rocks in South Kitakami Belt,
northeastern Japan: Constraints on Paleozoic tectonics along
proto-East Asian continental margins.
岡本彩香（千葉大学）
、市山祐司(千葉大学)、伊藤久敏(電力中央研究所)、
田村明弘(金沢大学)、森下知晃(金沢大学)
Ayaka Okamoto (Chiba Univ.), Yuji Ichiyama (Chiba Univ.), Hisatoshi Ito (CRIEPI),
Akihiro Tamura (Kanazawa Univ.), Tomoaki Morishita (Kanazawa Univ)
南部北上帯には蛇紋岩や角閃岩を伴って低温高圧型の変成岩が母体、山上、松ヶ平、
八茎地域に分布しており、これらは一連の古生代高圧変成岩(母体－松ヶ平帯)に属する
と考えられてきた。本研究では南部北上帯に分布する角閃岩などの変火成岩類の岩石学
的・放射年代学的研究と、母体－松ヶ平帯を構成する砂質片岩から砕屑性ジルコンの U
－Pb 年代による原岩の堆積年代の推定、地質学的対比、後背地の解析を行うことで、
古東アジアのテクトニックな環境場に対する岩石学的・放射年代学的制約を行った。変
火成岩類は変成相と微量元素の特徴から 4 つのグループに分類される。Group1～
Group3 は緑簾石角閃岩相～角閃岩相であり、Group4 は青色片岩相である。希土類元
素パターンや微量元素パターン、初生的な化学的情報を保持するジルコンの微量元素の
特徴も考慮して総合的に検討した結果、Group1 は島弧環境で、Group2 と Group4 は海
底拡大環境で、Group3 は海洋性島弧形成初期の環境で形成された可能性が示唆される。
Group1 から得られた火成ジルコンの加重平均年代は 482.3±6.1 Ma、Group2 は約 475
Ma であり、
Group1 と Group2 の原岩の火成活動がほぼ同時期にあったと考えられる。
さらに Group2 からは 468 Ma の変成年代が得られた。このことは、この時期に海嶺の
沈み込みが起きたことを示唆しており、Group2 は熱い海洋地殻の沈み込みに由来する。
この海嶺沈み込みは、Group1 と 3 の島弧基盤を削る構造侵食をも促進したと考えられ
る。砂質片岩の砕屑性ジルコン U－Pb 年代値は、最も若い年代値 (356－386 Ma)と最
も若い年代ピークの加重平均年代(416－475 Ma)で類似した値を示し、年代分布頻度は
同じ後背地からの砕屑物供給を示唆する。母体－松ヶ平帯は、従来考えられていたよう
に同じ石炭紀の低温高圧変成帯を形成していることが追認された。Group4 はこの頃に
沈み込んだ冷たい海洋地殻であろう。さらに砂質片岩には新原生代を示す先カンブリア
の砕屑性ジルコンが含まれているため、その供給源が南中国地塊であったことを示唆し、
砂質片岩はデボン紀以降に堆積した後、石炭紀に沈み込みと変成作用を経験したことが
明らかとなった。岩石学的・放射年代学的特徴は、西南日本内帯の蓮華帯や外帯の黒瀬
川帯と調和的であり、これらの地質帯が古生代前期に発達した一連のプレート収束域で
形成されたと考えられる。以上の結果は、南部北上帯がオルドビス紀からデボン紀にか
けて南中国地塊縁辺部で発達した沈み込み帯の発生、海嶺の沈み込み、構造浸食と変成
帯の形成の諸過程を記録していることを示している。
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ジルコン U-Pb 年代と地球化学的特徴に基づいた
舞鶴帯形成過程の検討
―南中国地塊東縁におけるペルム紀背弧拡大の証拠―
Geochemistry and Zircon U-Pb geochronology of Maizuru Belt,
southwest Japan: Permian backarc spreading in eastern margins of
South China Craton.
橋本昭平（千葉大学）・市山祐司（千葉大学）
・伊藤久敏（電力中央研究所）
・
田村明弘（金沢大学）・森下知晃（金沢大学）
Shohei Hashimoto (Chiba Univ)，Yuji Ichiyama (Chiba Univ)，
Hisatoshi Ito (CRIEPI)，Akihiro Tamura (Kanazawa Univ)，
Tomoaki Morishita (Kanazawa Univ)
日本列島にはロディニア超大陸の分裂以降約 7 億年の造山帯の歴史があるが，中生代
以前の基盤岩は多くが失われてしまっている．その中にあって西南日本内帯の舞鶴帯は
ペルム紀のオフィオライト質基盤岩が広範囲に分布する地帯として知られている．近年
舞鶴帯北帯や津和野地域から古生代前期や古原生代といった古い年代を示す花崗岩類
が見いだされるなど，舞鶴帯にはアジア大陸東縁の地帯構造の復元や進化過程の解明に
おいて重要な情報が残されている．本研究では舞鶴帯の古期岩類とペルム紀オフィオラ
イト（舞鶴帯南帯）との関係を明らかにし，古生代東アジア東縁のテクトニクスを復元
するため，舞鶴帯北部地域（舞鶴帯北帯，北部貫入岩体）の変深成岩類のジルコン
U-Pb 年代測定と岩石学的特徴の検討を行った．北部貫入岩体は，変斑れい岩～変閃緑
岩と超苦鉄質集積岩から構成される．全岩化学組成は，変斑れい岩は中央海嶺玄武岩質
マグマから，変閃緑岩は島弧ソレアイト質マグマから形成された事を示唆する．ジルコ
ン U-Pb 年代は南帯とほぼ同時期の 272.57±4.34～292.08±3.85 Ma を示す．一方，舞
鶴帯北帯では，島弧マグマの性質を示す閃緑岩～花崗岩から構成され，ジルコン U-Pb
年代は 1 試料からは南帯と同じ年代が得られ（290.44±1.88 Ma），他の 2 試料からは南
帯と同じ年代のジルコンに加え，古生代前期（421.1±19.2～510.6±19.0 Ma）や原生
代（583.2±23.6～1780.0±57.3 Ma）の年代を示すジルコンが確認された．これらの古
い年代のジルコンは捕獲結晶であると考えられ，新原生代の年代を示すジルコンが含ま
れていることは南中国地塊での形成を示唆する．舞鶴帯は南中国地塊の東縁で大陸地殻
を割って形成されたペルム紀の島弧－海盆系として発達し，その一部に取り残された大
陸地殻の断片が古期岩類として点在するのだろう．

E-mail: s.h-octahedrite@chiba-u.jp
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210

Pb dating result of lacustrine sediment: Tsagaan lake in Valley of
the Gobi Lakes in Mongolia

Shuukhaaz Ganbat1, Noriko Hasebe1, Davaadorj Davaasuren2, Uyangaa Udaanjargal1,
Shibuya Yuma1
(Division of Natural System, Institute of Nature and Environmental Technology,
Kanazawa University1, School of Arts and Sciences, National University of Mongolia2)
Mongolia is a landlocked country in North-Central Asia and climate is extremely variable
relative to countries with same latitude, as it is controlled by the Westerlies, East Asian Summer
Monsoon (EASM), and Siberian anticyclone. The climate change intensively impacts their
environment and residents there. In these reasons, paleoenvironment study is an important to
understand the intensity of climate change and other related environmental fluctuations, so forth
to establish the environmental management for the most impacted regions. A reliable age dating
method is required for the paleoenvironment studies to explain when the climate was changed.
Thus, we aim to conduct the lake sediment analysis and the 210Pb dating for the recent sediment
from Tsagaan lake in Mongolia.
A total 210Pb activity in the sediment is comprised of the unsupported (210Pbxs) and supported
210

222

Pb. A fraction of the

Rn atoms produced by the decay of

226

Ra in soils escape into the

atmosphere where they decay through a series of short-lived radionuclides to
supported

210

sediments.

Pb radionuclide is continuously produced by the in-situ decay of

210

Pbxs is expressed as subtracting the supported

210

Pb from total

210

Pb. Whereas,

226

210

Ra in bottom

Pb. The

210

Pbxs

concentration is exponentially decreased along the sediment profile. Based on the exponentially
decreasing pattern of

210

Pbxs profile, it is possible to establish the last ~150 years of sediment

chronology. We retrieved a short core sample (~130 cm depth, CoreID - 18TS1) from the Tsagaan
lake in 2018.

The activity concentration of each sample was measured by a high purity Ge-

detector in the RI laboratory, Kanazawa University. In addition, the sediment characteristics were
measured for this study.
A concentration of 210Pbxs was 132 Bq/kg on the sediment-water interface (SWI). An anomaly
pattern of 210Pbxs was observed between 18 and 25 g/cm2 depth. The CRS model [1] of can’t prove
the potential age range (~150 year) for the analyzed core sample. The model indicates 70 years at
17 g/cm2 depth based on exponential pattern found in the upper part of the sediment. In addition,
the sediment accumulation rate fluctuates between 0.1 – 0.8 g/cm2 year, a higher accumulation
rate was identified in the upper layer (0 - 4 g/cm2 depth). Environmental change will be discussed
by the sediments characteristics and age model.
References:
[1] P. G. Appleby and F. Oldfield (1978), “The calculation of lead-210 dates assuming a constant
rate of supply of unsupported 210Pb to the sediment,” CATENA, vol. 5, no. 1, pp. 1–8, Apr.
1978, doi: 10.1016/S0341-8162(78)80002-2.

E-mail: g.shuuhaaz2@gmail.com
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有孔虫の熱ルミネッセンス測定
Thermoluminescence measurement emitted from foraminifera
品田遥可, 佐川拓也，濵田麻希，長谷部徳子（金沢大学）
Haruka Shinada, Takuya Sagawa, Maki Hamada, Noriko Hasebe (Kanazawa
University)
有孔虫は, 酸素同位体分析により, 氷期・ 氷期サイクルに代表される地球の気候変動
の研究に貢献する微化石である. 有孔虫の年代測定には, 14C 年代測定や，酸素同位体比
を酸素同位体標準曲線との相対的な照らし合わせなどが利用されているが，時代が古く
なると変動曲線のマッチングが成功しない例もある．有孔虫の直接の年代決定が可能と
なれば，第四紀環境変動研究に貢献できる．
星の砂として販売されている有孔虫から，Calcarina と Baculogypsina に人工的にγ線
照射を行い， TLCL を撮影したところ，赤く発光したことから，熱ルミネッセンス測
定を実施した．これらの有孔虫で XRD による鉱物種の同定を行なったところ，方解石
であった．単個体での TL 測定，複数個体での TL 測定を実施したが，TL グローカーブ
に大きな変化はなかく低温側 120℃と高温側 320℃に発光のピークがあった．有孔虫を
粉末にして分析すると，表面積の増加と温度の伝わりやすさにより，シグナル強度が上
昇し，とくに高温側の発光ピークの温度がやや低下した．ルミネッセンス測定装置に付
属の x 線照射装置で線量を与え，１週間おいてから測定したところ，低温側のシグナル
は残っていなかった．高温側のシグナルは発光温度がやや高温にシフトしシグナル強度
がやや減少した．高温側のシグナルを使って線量応答性を調べたところ，調べた範囲(約
500Gy まで）での直線性は良かった．天然の線量を保持した有孔虫を測定したところ，
低温側のシグナルは残っていなかった．高温側のシグナルを利用して見かけの蓄積線量
を求めることができた．
また試験的に貝形虫でも測定をおこなったが，TLCI では有孔虫と同様に赤く発光し
たものの，TL グローカーブでは低温側の発光しか確認できなかった．測定した貝形虫
は有孔虫に比して小さかったため試料量が十分でなかったか，あるいは微量元素等の影
響で発光曲線が有孔虫とは異なっているのかもしれない．
今後化学組成分析や，シグナルの長期安定性等を評価し，蓄積線量が新に見積もれる
かどうかの吟味を進めたい．

E-mail: mkn_to_bnn_3490@stu.kanazawa
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大深度ボーリングコアを利用した multi-OSL 熱年代法による
地殻浅部の古地温構造の復元：東濃地域における事例
Reconstructing the paleothermal structure of shallow crust in the Tono region
using multi-OSL-thermochronometry from deep borehole core
小形学 1・Georgina E. King2・Frédéric Herman2・末岡茂 1（1JAEA，2Univ. of Lausanne）
M. Ogata1, G.E. King2, F. Herman2, S. Sueoka1 (1JAEA, 2Univ. of Lausanne)
光ルミネッセンス（OSL）熱年代法[1]はフィッション・トラック（FT）法や(U–Th)/He 法と
いった既存の熱年代法では測定が困難な、過去数十万年の超低温領域（数十度）の熱史の推定
を得意とする。そのため、一般的な地温構造を仮定すると、深度数百 m 以浅における侵食史の
評価が期待できる。しかし、ルミネッセンス信号は数万年から数十万年で飽和するため、OSL
熱年代法による冷却・侵食速度の定量化は侵食速度の速い地域（数 mm/yr 以上）に制限される
[2]。一方で、Guralnik et al.（2015）[3]は過去約 2500 万年間熱的に安定している地域で掘削さ
れた大深度ボーリングコア
（ドイツ；KTB borehole）に長石の OSL 熱年代法を適用し、
深度 1.1~2.3
km（40~75℃）のボーリング孔温度と OSL シグナルから復元した古地温構造が調和的であるこ
とを報告した。これにより、OSL 熱年代法は侵食速度の遅い地域の地殻浅部の古地温構造を復
元できる可能性が示されたが、現状、論文化された研究例は Guralnik et al.（2015）の一例しか
ない。そこで、本研究では、10 万年スケールの侵食速度が 0.1 mm/yr 程度の東濃地域で掘削さ
れた「MIZ-1」ボーリングコア（岐阜県瑞浪市；掘削長 1300 m）に multi-OSL 熱年代法[4][5]を
適用し、侵食速度が遅い地域に対する OSL 熱年代法による古地温構造復元の適用性を検証した。
IRSL の励起温度は 50、100、150、225℃とし（MET 法）[6]、放射線反応曲線測定、等温減衰
測定、フェーディング測定から、各 IRSL のカイネティックパラメータを求めた。これを基に、
過去 100 万年間の等温環境を仮定した環境温度の復元を試みた。IR100 シグナルの復元温度は現
在温度と良い一致を示したが、IR50 シグナルでは過小評価、IR150 と IR225 シグナルでは過大評価
された。しかし、いずれの IR シグナルも試料採取深度とともに復元温度が増加する傾向にあっ
た。また、復元温度と試料採取深度を基に古地温勾配を求めた結果、IR100、IR150、IR225 シグナ
ルの古地温勾配（それぞれ 19.9、16.0、12.5℃/km）は現在の地温勾配（16.5℃/km）と良い一
致を示した。これらの結果より、励起温度によって復元温度は過小・過大評価されてしまうが、
環境温度（熱）によるルミネッセンス減衰傾向はいずれの励起温度でも見かけ上は反映される
ことが確認できた。また、過去から現在まで地温勾配が変化していないことから、東濃地域は
過去約 10 万年間熱的に安定しており、数 mm/yr を超えるような侵食は起きていないと推測さ
れ、東濃地域の 10 万年スケールの侵食速度（0.1 mm/yr 程度）と調和的な結果となった。これ
らより、侵食速度が遅い地域に対する OSL 熱年代法による古地温構造復元の適用性を確認する
ことができた。今後の課題は、OSL 熱年代法の適用可能性のより詳細な評価及び最適なカイネ
ティックパラメータの導出方法の確立による OSL 熱年代法の精度・確度の向上である。
本報告は経済産業省資源エネルギー庁委託事業「平成 30~令和 3 年度高レベル放射性廃棄物等
の地層処分に関する技術開発事業（JPJ007597）（地質環境長期安定性評価技術高度化開発）」の
成果の一部である。
References: [1] Herman et al. (2010). Earth and Planetary Science Letters. [2] Herman and King (2018).
Elements. [3] Guralnik et al. (2015). Earth and Planetary Science Letters. [4] Li and Li (2012). Tectonophysics.
[5] King et al. (2016). Quaternary Geochronology. [6] Li and Li (2011). Quaternary Geochronology.

E-mail: ogata.manabu@jaea.go.jp
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超小型レーザー同位体分析計
Smallest laser isotope analyzer for light elements
山中千博、村山純平、瀧上駿（大阪大学）、橋爪光（茨城大学）

C.Yamanaka, J. Murayama, S.Takigami (Osaka Univ.), K. Hashizume, (Ibaraki Univ.)

レーザー同位体分析法は、実験室では、微量水分の定量や軽い分子ガスの同位体測定法とし
て普及している。年代測定分野でも、酸素同位体比の測定あるいは、炭素同位体比の計測などの
利用がなされている。通常の質量分析装置に対して、レーザー法は、感度の上で遜色なく、さらに
半導体レーザーや小型の試料セルを用いることで、可搬可能なオンサイト分析装置として期待され
ており、すでにガス種の測定用としては、小型化されたレーザー分析計が 可搬型装置として市販
されている。そこで、我々は、宇宙機搭載を可能とする微量水分/同位体分析装置を実用化するた
め、共振器長さ 5cm の超小型 CRDS（Cavity Ringdown Spectroscopy）同位体測定装置を開発
している。

上の図は、1.4 ミクロン帯で測定した、地球標準水(220Pa)の同位体吸収スペクトルである。
このスペクトルには、HDO, HH16O, HH17O, HH18O の吸収が含まれていることがわかる。
講演では 装置の概要とともに HDO/HHO の検出限界などについて述べる。

E-mail: yamanaka@ess.sci.osaka-u.ac.jp
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フェーディング率と測定方法の関係
Relationship between fading rates and measurement procedures
林崎 涼（電力中央研究所）
Ryo Hayashizaki (Central Research Institute of Electric Power Industry)
長石の光ルミネッセンス (OSL) 年代測定法は，OSL 強度が自然減少する anomalous
fading (フェーディング) による年代の若返りが問題となる．その問題解決のため，フェー
ディングの補正手法がいくつか開発されている．正確なフェーディング補正をするには，
OSL 強度の時間経過での減衰率 (フェーディング率) を正確に把握する必要がある．フェー
ディング率は，既知の線量照射と様々な時間間隔で OSL 強度を測定するフェーディングテ
ストで求まる．しかしながら，フェーディングテストに用いる線量や時間，測定回数など
は試料の年代や研究者により異なっている．そのため，フェーディングテストにより得ら
れたフェーディング率が正しいのか検討が必要である．
長石の OSL 年代測定法でフェーディングの影響を少なくする，もしくはほとんど無くす
手法として，post-infrared infrared stimulated luminescence（pIRIR 法）がある．pIRIR 法
では，フェーディング率の g2days 値 (% / decade) が 1〜1.5 %/decade 程度の場合，フェ
ーディングが起きている説得力のある証拠ではないと示唆されている (Buylaert et al. 2012)．
一方で，1〜1.5 %/decade 程度の g2days 値でも，フェーディングが起きているという主張
もある (Li et al. 2019)．本研究では，最終間氷期の海成段丘堆積物を用いて，正確なフェー
ディング率を求める手法を検討した．pIR50IR290 法と pIR200IR290 法において，様々な線
量と時間間隔でフェーディング測定を実施した．
pIR50IR290 法で求められた年代は約 8 万年前で，フェーディングによる年代の若返りが
確認された．様々な条件でのフェーディングテストの結果，全ての g2days 値は負の値を示
し，かつ誤差の範囲内で一致した．本研究で実施した照射線量と時間間隔の範囲では，
pIR50IR290 法で求まる g2days 値は変わらないと考えられる．しかしながら，年代が若返って
いる試料の g2days 値が負の値であり，正確な OSL 強度の減衰率が求まっているとはいえ
ない．pIR200IR290 法で求められた年代は約 12 万年前で，フェーディングによる年代の若返
りはなかった．様々な条件でのフェーディングテストの結果，照射線量が飽和線量 (2D0) に
近いときのみ g2days 値が正の値になった．これは，フェーディングテストで照射する線量
が大きいほど，g2days 値も大きくなる関係 (Li and Li 2008) を示していると考えられる．本
研究で用いた試料では，pIR50IR290 法で正確なフェーディング率を把握することが難しかっ
た．このような試料では，pIRIR 法の中でも，よりフェーディングが起きにくい pIR200IR290
法などが適していると考えられる．
References:
Buylaert et al. 2012. Boreas, 41, 435–451.
Li and Li. 2008. Journal of Physics D: Applied Physics, 41, 225502.
Li et al. 2019. Marine Geology, 416, 105980.
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東南極 Langhovde における海岸堆積物のルミネッセンス特性
Luminescence characteristics of coastal sediments in Langhovde,
East Antarctica
田村 亨・板木拓也（産業技術総合研究所）
・石輪健樹・菅沼悠介（極地研究所）・徳
田悠希（鳥取環境大学）
・佐々木聡史（島根大学）
Toru Tamura, Takuya Itaki (AIST), Takefusa Ishiwa, Yusuke Suganuma (NIPR), Yuki
Tokuda (Tottori Univ. Environmental Studies), Satoshi Sasaki (Shimane Univ.)
第四紀後半における南極の海面変動は，気候変動に対する南極氷床を理解する鍵であ
るが，海面変動の復元は限定的である．東南極の Lützow-Holm 湾では、例外的に海岸
堆積物から多数の放射性炭素年代が得られ，それに基づいて海洋酸素同位体ステージ
（MIS）3 と完新世にそれぞれ現在よりも海面が高かったと考えられている．しかし，
MIS3 は放射性炭素年代測定の適用限界に近いため，OSL 年代など他の年代測定手法に
より検証することが必要である．また最終間氷期などの堆積物の編年に基づき，より長
期の海面変動に関する理解をすすめる必要がある．そこでここでは Lützow-Holm 湾東
岸の Langhovde で得られた海岸堆積物試料の光ルミネッセンス特性を調べ，また予察
的な年代値を得た．石英の OSL は細粒も粗粒も非常に感度が低く，fast component も
見られない信号で，年代測定には不適である．Langhovde の海岸は花崗岩や片麻岩が
むき出しで，凹みにわずかな未固結堆積物が堆積している状態であり，多数の堆積サイ
クルを経ていないことが石英の感度が低い原因と考えられる．一方の長石 IRSL と pIRIR
は感度が高い．予察年代は海成の貝化石から約 6500 cal BP の放射性炭素年代が得られ
る層ではそれよりわずかに古い年代，その下位の更新統と考えられる層では MIS 7 の
フェーディング補正年代が得られた．今後長石による OSL 年代測定を，従来 MIS3 に
対比されている層を含めて広く展開していくことで，東南極における第四紀の海面変動
史の理解が進展することが期待される．

E-mail: toru.tamura@aist.go.jp
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九十九里浜現世海浜堆積物における IRSL と pIRIR の残存線量
IRSL and pIRIR residual doses of modern beach sands at Kujukuri
小森康太郎（東大院・産総研）
・田村亨（産総研・東大）
・根来湧輝・横尾健人（東大
院・産総研）
Kotaro Komori (Tokyo University・AIST) ・Toru Tamura(AIST・Tokyo University) ・Yuki
Negoro・Kento Yokoo(Tokyo University・AIST)
長石の OSL（IRSL）は，石英 OSL を補完したり，それとは異なった用途に用いたり
することができる．長石の IRSL や pIRIR では，不完全な露光に伴う残存線量が生じや
すい．残存線量は正確な年代を得るための課題である一方で，運搬~堆積の過程で露光
する堆積物粒子の移動を考える手がかりになると考えられる．そこで本研究では，千葉
県九十九里浜の現世海浜の表層堆積物のカリ長石 IRSL および pIRIR の残存線量の見積
りを行った．温度条件を変えて結果を比較した．試料は中央部の 2 箇所，南部の 3 箇所
に加え，九十九里浜の漂砂系の南端付近と考えられる（星上ほか，2006）和泉浦の海浜
でも採取した．また，同時に地形の測量を行い海岸の縦断面との関係を検討した．
低温プレヒート（Ph；160℃~220℃）における IR50 の残存線量は，どの地点でも最大
0.2 Gy 程度と低く，大きな差はなかった．同じ地点での pIRIR50/150 の残存線量は IR50 よ
りも最大で 0.6 Gy 程度大きく年代に換算して 200~300 年程度に相当する．また，
pIRIR50/290 の残存線量は pIRIR50/225 の 4 倍程度で，これは和泉浦の試料も同様であった．
九十九里浜中央部の堆積性の海岸と南部の侵食性の海岸では，高温 Ph（255℃およ
320℃）での IR50 と高温 pIRIR（pIRIR50/290）に異なる傾向が見られた．堆積性の海岸で
は，これらの残存線量は波打ち際の前浜から 100~200 m 海側の前置砂丘に向けて顕著
に低くなる．波により砂が堆積した後，風で陸側に輸送される際に露光していると解釈
できる．最も傾向がはっきりしている pIRIR50/290 では，前浜と前置砂丘との間で最大 4
Gy 程度の差がある．このことは高温の信号で OSL 年代を測定する際に，連続する砂丘
~前浜堆積物間の年代の差を大きく評価してしまう可能性を示している．一方で，南部
の侵食性の海岸では海浜の幅が狭く，陸-沖方向で顕著な線量の変化はみられない．和
泉浦の試料は，九十九里浜の試料に比べ残存線量が大きく，pIRIR50/150 でおおよそ 1 Gy
前後，pIRIR50/290 で最大 10 Gy 前後の差がある．これらの残存線量に見られる傾向の差
は，砂の運搬経路やプロセスの差異を反映している可能性がある．
References:
星上幸良・宇多高明・野志保仁・小澤宏樹 2006．九十九里浜にかかわる土砂供給源に関するー
考察．海洋開発論文集 22:403-408
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各種鉱物の LM OSL 信号特性
Characteristics of LM OSL signals from various minerals
高田将志（奈良女子大学）
TAKADA Masashi (Nara Women’s University)
第 四 系 の 年 代 測 定 に 用 い ら れ る 光 ル ミ ネ ッ セ ン ス （ OSL; optically stimulated
luminescence）信号は、通常、試料温度を一定に保ちつつ、励起光源から特定波長の光
を一定の出力で照射することで得られる（CW OSL; continuous wave OSL）(Bulur et al.,
2000)。これに対し、試料温度を一定に保ちつつ、励起光源の照射出力を一定速度で増大
させて得られるルミネッセンス信号は LM OSL（linear modulated OSL）と呼ばれる
（Bailey et al., 1997）。OSL 年代測定の測定対象試料としてよく用いられる石英は、LM
法による測定から、通常、Fast, Medium, Slow など、光イオン化断面の異なる３系統の
信号成分を有することが知られている。しかし、火山岩に含まれる石英粒子などの場合
には、前述のうちの Fast 成分の信号が殆ど含まれず、OSL 年代測定の対象試料として
は好ましくないことなども指摘されている。
本発表では、既往研究の蓄積が大きい石英試料の LM OSL 信号との比較などを通し
て、各種鉱物の LM_OSL 信号の特徴について紹介する。
（引用文献）
Bailey, R.M.,Smith, B.W., Rhodes, E.J.

(1997): Partial bleaching and the decay form characteristics of quartz

OSL. Radiation Measurements, 27, 123-136.
Bulur, E., Botter-Jensen, L., Murray, A.S. (2000): Optically stimulated luminescence from quartz measured
using the linear modulation technique. Radiation Measurements, 32, 407-411.

E-mail: takada@cc.nara-wu.ac.jp

22

信号再生法を用いた重晶石の ESR 年代測定の試み
ESR Dating of barite with the regeneration protocol
豊田

新（岡山理科大学古生物学・年代学研究センター）
冨田麻起子（岡山理科大学大学院理学研究科）
廣田誠子（広島大学原爆放射線医科学研究所）
Shin Toyoda, Makiko Tomita (Okayama University of Science)
Seiko Hirota (Hiroshima University)
重晶石 (BaSO4) を用いたＥＳＲ（電子スピン共鳴）年代測定は、海底熱水性重晶石に
応用されてきている[1]。より詳細で、確度、精度の高い年代測定を行うにあたっては、
総被曝線量をより正しく求める必要があるため、これまで用いられてきた付加線量法よ
りも、測定誤差が小さくなる信号再生法が有利であると考えられる。そこで、今回、海
底熱水性重晶石のＥＳＲ年代測定の信号再生法の手順の開発を試みた。
試料として、すでに ESR 年代の求められている[2] Yoron（ESR 年代：70-150 yr）、
Gondo（ESR 年代：2500-3300 yr）の各海底熱水域から採取した試料、また年代の求め
られていない伊江山海底熱水域から採取した試料を用いた。
信号再生法では、加熱など、信号を消去した人為的な過程によって線量応答の感度が
変化する場合があり、これを補正する必要がある。ルミネッセンス年代測定の手法を応
用して、石英についてこの感度補正を行う手法が ESR 年代測定でも提案されている[3]
が、これは線量応答が一次関数でなければならない。今回、線量応答が飽和曲線と直線
の和の形で表される場合について、横軸のシフト量、縦軸のスケールの拡大率を最小二
乗法で求めることによって、2 つの線量応答をフィットさせ、総被曝線量、感度変化を
求める手法を開発し、図１、２のように得られた線量応答に適用した結果について報告
する。

図 1 付加線量法による線量応答 (Yoron)
図 2 加熱後の線量応答(Yoron)
References:
[1] Fujiwara, T., Toyoda, S., Uchida, A., Ishibashi, J., Nakai, S., and Takamasa, A. (2015)
Subseafloor Biosphere Linked to Global Hydrothermal Systems; TAIGA Concept, Springer,
Tokyo, 369-386.
[2] 藤原（2018）学位論文（岡山理科大学大学院理学研究科）
[3] Toyoda, S., Miura, H., Tissoux, H. (2009) Radiation Measurements, 44, 483-487.
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熱安定性を考慮したテフラ試料の総被曝線量評価
Evaluation of equivalent dose by tephra quartz considering thermal
stability
小畑直也・豊田 新（岡山理科大学）
Naoya Obata・Shin Toyoda（Okayama University of science）
石英を用いた ESR 年代測定法は約 1000 年～200 万年前の年代を得られる手法として
期待されているが，信頼できる手法として確立できているとは言い難い．これは主に総
被曝線量が正しく求められない場合があるためであり，その一因は信号の性質が十分に
理解されていないことによる．例えば，花崗岩では Al 中心の方が高温まで安定である
のに対してテフラでは Ti 中心の方が安定であると確認されており（Toyoda and Ikeya,
1991, 1994 など），年代測定の際にどの信号を選択すべきかについての統一された見解
が無い．また，人為照射後に生じる可能性のある不安定な信号を除去するプレヒートの
必要性も度々論じられているものの（例えば Toyoda and Ikeya, 1994, Toyoda et al., 2006），
実施の要否やその条件が定まっているとは言い難い．使用する信号やプレヒート条件の
選定には ESR 信号の熱安定性が参考となり，得ようとする年代に対して信号の寿命が十
分に長いことが必要とされる．熱安定性の確認はこれまでにも行われている（Toyoda and
Ikeya, 1991, 1994, Rink et al., 2007, Tsukamoto et al., 2015 など）ものの，総合的に判断する
にはデータが不足している．そこで，我々は起源の異なる石英に対して事前の照射やリ
セット条件を変えた加熱実験による信号の熱安定性の検討を進めている．
実施した加熱実験のうち，等時加熱実験からは加熱に対する信号の減衰傾向や飽和線
量の異なる成分が同じ信号中に存在すること，低温の成分は放射線に対する感度が良い
こと，Al 中心の高温まで安定な成分は放射線への被曝によって獲得されること，加熱後
の高温の成分は再生されにくいことなどが確認できた．また等温加熱実験からは,これ
らの信号の減衰は一次反応と二次反応の混合を示す結果が得られた．これらの傾向を参
考に，石英形成後の自然放射線への被曝やリセット歴が単純であると一般的に考えられ
る，テフラ試料について 180，240，260，300，340℃でのプレヒートを行って総被曝線
量を評価した．その結果，Al 中心は想定より小さな値であったのに対して，Ti‐Li 中心は
260℃付近でプレヒートした場合に概ね想定される値が得られた．総被曝線量を評価す
る際は，石英形成後の被曝量や，被熱や露光によるリセット歴を考慮する必要があるこ
とが示唆される．
References:
[1] Toyoda and Ikeya. (1991) Geochemical Journal, 25, 437‐445.
[2] Toyoda and Ikeya. (1994) Quaternary Science Reviews, 13, 625‐628.
[3] Toyoda et al. (2006) Quaternary Geochronology, 1, 320‐326.
[4] Rink et al. (2007) Radiation Measurements, 42, 1618‐1626.
[5] Tsukamoto et al. (2015) Radiation Measurements, 81, 9‐15.
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千葉石に含まれる有機ラジカルを用いた ESR 年代測定の試み
Preliminary ESR dating using organic radicals in chibaite
磯谷舟佑，横山優花，○谷篤史（神戸大学・人間発達環境学研究科）
，
西戸裕嗣（岡山理科大学・生物地球学部）
S. Isogai, Y. Yokoyama, A. Tani (Kobe University),
and H. Nishido (Okayama University of Science)
千葉石は，二酸化ケイ素(SiO2)がかご状の結晶構造(シリカクラスレート)を形成し，
そのかごの中に炭化水素などのガス分子を包接している化合物である[1]．天然のガス
ハイドレート(メタンハイドレートなど)と同様の包接化合物で，メタンやエタンに加え
て，プロパンやイソブタンといった大きな炭化水素ガスも包接されている．千葉石は，
千葉県南房総市荒川の前期中新世の海底堆積岩層を高角に切るような石英脈から発見
された．石英脈の形成に伴い千葉石は生成されたと考えられているが，千葉石の生成年
代を直接評価する方法は今のところない．
千葉石には天然の試料にメチルラジカルや tert-ブチルラジカルなどのラジカル種が
残存していることが示されている[2]．これらの有機ラジカルを用いて千葉石の ESR 年
代測定ができるかもしれない．そのためには，放射線の照射線量に対する ESR 信号の
応答性，放射線により生成するラジカル種の熱安定性やその量の飽和のしやすさについ
て調べなければならない．これまでの研究から，千葉石に含まれるメチルラジカル量は
照射量に対して増加しないが，tert-ブチルラジカル量は増加することが分かっている．
そこで本研究では，tert-ブチルラジカルを ESR 年代評価の指標と考え，その線量応答性
と熱安定性について調べ，千葉石の ESR 年代の推定を試みるとともに，より正しい年
代推定を進める上での課題について考えた．
天然の千葉石を乳鉢で砕き，γ線照射した試料 1 粒と未照射試料 1 粒を準備した．そ
れぞれ小型電気炉を用いて試料を 150-420 ℃の範囲で 30 ℃ずつ昇温させ，それぞれ 15
分間ずつ加熱する等時アニーリング実験をし，ESR 測定を行った．また，別のγ線照射
した試料 2 粒を用いて 200 ℃と 210 ℃で等温アニーリング実験を行った．さらに，未
照射の千葉石試料 2 粒を用意し，γ線照射と ESR 測定をそれぞれの試料に 5 回繰り返
し，総被曝線量を評価した．X バンド ESR 分光器を用い，磁場変調は 0.1 mT，マイク
ロ波強度は 1 mW で測定した．γ線照射には 60Co 線源を使用した．
照射の有無によらず，tert-ブチルラジカルに加えメチルラジカルの信号が確認された．
tert-ブチルラジカルの量は 180-240 ℃で増加したが，240 ℃からは減少しゼロとなった．
また，γ線照射により tert-ブチルラジカル量は直線的に増加しており，付加線量法によ
り求めた等価線量は 30 Gy となった．推定される年間線量率と房総半島南部の平均隆起
速度を考えると，深度 150 m 付近で tert-ブチルラジカルが蓄積し始めたことになり，
想定されている生成環境（深度 1.5-3.0 km）と大きく異なっていることが分かった．
References:
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