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研究成果の概要（和文）：粘性残留磁気から推定される津波の年代が、放射性炭素年代よりも古い年代を示すこ
とに疑問を持ち、この年代の“ズレ”の原因を探ることに挑戦した。約４割もの巨礫の年代値がずれることが判
明し、さらに過去３０年間におよぶ粘性残留磁気の獲得・緩和実験結果も洗い直すことで、年代推定の拠り所と
していたネール理論にフィットしない実験結果が多数存在した。そこで、拡張型指数関数を導入することで、実
験結果と巨礫の年代値が整合することを国際誌にて発表した。また、砂質の津波堆積物の帯磁率異方性が古流向
を示さないことを公表した。さらに、野島断層破砕帯の地震性滑りが400℃以上に加熱されたことを走査型磁場
顕微鏡から解明した。

研究成果の概要（英文）：We proposed a new paleomagnetic method to determine the age of emplacement 
of tsunamigenic boulders, but some boulders showed an anomalously older age than the one of 
radioisotope method. We have used Neel's theory of magnetic relaxation (i.e., exponential relaxation
 law), but the theory disagrees with previous laboratory data for magnetic relaxation. Using a 
stretched exponential relaxation law with variable power exponents, we found that almost all 
previous data fit this law. This theoretical extension also explained the problem of older ages. 
However, we still need to answer the further problem that how do we determine the power exponent 
from individual boulders. In this project, we published two other papers that related to this 
research. One is that anisotropy of magnetic susceptibility does not always show a paleocurrent flow
 of sandy tsunami deposits. The other is that slip zones in Nojima fault zone experienced a 
temperature rise over 400 C using scanning magnetic microscopes. 

研究分野： Earth and Planetary paleomagnetism

キーワード： viscous remanence　tsunami disaster　fault gouge

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
世界各地の沿岸部には、津波や暴風雨起源

の数メートル～20 メートル規模の巨礫が分

布している。巨礫自体が化石サンゴの場合や

巨礫に有機物が付着している場合は、放射性

炭素年代(14C 年代)を利用することで、巨礫

が沿岸部に定置した年代を推定できる。しか

し、巨礫に有機物が付着していない場合は、

その定置機構や運搬年代を推定することが

困難になり、多くの巨礫が研究されないまま

になっている。定置年代が知られているもの

に、トンガ国、石垣島や宮古島に産するサン

ゴ礁起源の巨礫（河名・中田 1994, Frohlich 

et al. 2009）がある。津波発生時期はサン

ゴ礁死滅後に放射性炭素の壊変が始まるこ

とを利用し、また巨礫の大きさから津波の規

模を推定している。しかし再運搬の可能性は

考慮されていない。再運搬を考慮すると、巨

礫を沿岸部に定置させるための津波の規模

は小さくて済む。これはリスク対費用を考慮

した減災・防災にとって重要な視点である。

そこで、挑戦的萌芽研究では、地磁気を用い

た津波起源巨礫の定置年代の推定を探った。

その結果、14C 年代とは数千～１万年もの‘ず

れ’があったものの、2700 年前の津波で移

動した700トンクラスの津波性巨礫は240年

前の明和津波では再運搬されず、明和津波で

は 35 トンクラスの津波性巨礫が運搬された

ことが判明し、明和津波を超える津波が過去

に発生していることを推定した。この手法は、

化石サンゴ骨格がもともと残留磁気をもち、

津波運搬後数百年間室温下で、地磁気にさら

されると、現在の地磁気と平行に新しく残留

磁気が獲得されることを利用した。この新し

く獲得した磁気は、実験室内で加熱すること

でその磁気を失う（低温・長期間で獲得した

磁気＝高温・短時間でその磁気を消失）ため、

この残留磁気に関する温度と時間の関係を

利用することで、津波によって巨礫が運搬さ

れた年代を推定できる。 

 石垣島の化石サンゴは世界でも類を見な

いほど強い残留磁気をもつアラレ石である

ことが判明した。この原因は、電子顕微鏡・

電子スピン共鳴・磁気ヒステレシスの実験か

ら、サンゴの成長時に砕屑性の磁性鉱物（基

盤岩鉱物中の 100nm サイズの離溶磁鉄鉱）と

走磁性バクテリア(体内に 100nm サイズの磁

鉄鉱を有す)を、その骨格に取り込んでいる

ことを解明しはじめている。化石サンゴは骨

格中に地球磁気圏変動に由来する放射性炭

素を年単位で記録しているため、残留磁気の

強度と磁北の位置を比較することで、これま

で明らかになっていない年単位での放射性

炭素同位体変動と地磁気変動との相関を読

み解ける可能性がある。そこで、本研究では

年単位で地磁気の変動を記録しているかど

うかを、石垣島産化石サンゴの連続試料を採

集し、石垣島周辺のこれまでの地磁気変動の

歴史（考古古地磁気）との比較を試みる。 

活断層は断層破砕帯をともない、過去の地

震性高速滑りで400℃以上の高温にさらされ

た破砕帯は固結し、残留磁気をもつ。その後

の断層運動で固結部が回転すると、津波性巨

礫と同様に回転後の地磁気方向に新しく残

留磁気が獲得されることを、予察的研究から

明らかになった。そこで、本研究では地磁気

と断層破砕帯の残留磁気に関する温度・時間

関係を利用して、断層運動の年代とその運動

履歴を直接推定することを試みる。また初年

度中に、トンガ王国に存在する世界最大のサ

ンゴ礁起源の津波性巨礫を、テキサス大学と

トンガ王国鉱物資源庁の協力を得て採集し、

運搬履歴を解読する。これまでに 2万 4千年

前の山体崩壊による津波で移動したとされ

ているため、地磁気による運搬履歴解読によ

り新たな津波イベントの必要性が示唆され

る可能性がある。 

兵庫県野島断層は 15 年前にトレンチ調査

をし、断層破砕帯試料が東北大学に所蔵され

ている。この試料の残留磁気を調べた結果、



地震時に獲得した残留磁気だけでなく、断層

運動後に新しく獲得した残留磁気成分が 2

成分以上存在していた。しかしながら、野島

断層破砕帯は幅数ミリの破砕帯が葉理を形

成しているため、一回の地震の記録を抽出す

るためにはミリ単位の測定が必要である。現

在科研費基盤研究（Ａ）の分担者として超高

感度 SQUID 顕微鏡の開発に参画し、さらにこ

れまでに科研費基盤研究（Ｂ）の代表者とし

て局所レーザー加熱装置の開発をしてきて

いる。そこで、これらの局所残留磁気測定装

置を駆使し、さらに我々の地磁気年代推定法

を適用することで、初年度以降に野島断層破

砕帯から地震履歴を解読することを試みる。 

本研究の学術的特色は、一見災害とは全く関

係のない地磁気を利用して、14C 年代とは独

立かつ同確度で津波性巨礫の運搬年代を推

定する手法を確立することである。この手法

を環太平洋地域に分布する津波性巨礫に適

用し、放射性炭素による年代推定ができず、

先人の言い伝えのみに頼ってきた多くの津

波性巨礫からその運搬履歴を解読し、津波の

水理計算と組合せて、環太平洋域の津波防災

の定量的な指標を構築する。また、断層変位

地形を利用することなく、地磁気を利用して

断層破砕帯のみから地震履歴を解読する試

みは、国内外どこでも実施されていない独創

的な研究であり、今後破砕帯のみからしか情

報が得られない場所での地震防災に有効で

ある。 

 

２．研究の目的 
本研究では、挑戦的萌芽研究でチャレンジ

した地磁気を利用した津波起源巨礫の年代

推定法をさらに発展させ、現時点で放射性

炭素年代法（14C 年代法）に比べて数千～

１万年近く推定年代が‘ずれ’る欠点を、

物理的背景から再検討することで克服し、

地磁気による推定年代を最低でも誤差数百

年以内にする。また、特異に強い残留磁気

を持つ石垣島化石サンゴの磁性鉱物が生物

起源か砕屑粒子起源かを決定し、化石サン

ゴの連続試料から過去数百年間の地磁気極

変遷を解明する。さらにこれまで 14C 年代

法を適用できずに放置されていた世界各地

に分布する巨礫に適用し、さらに津波の水

理計算から津波の規模を推定してゆくこと

で世界的な防災・減災技術の再構築を行う。

同手法を活断層の断層破砕帯に適用するこ

とで、活断層の活動履歴の解明もおこなう。 

 
３．研究の方法 
研究目的を達成するために、まず放射性炭

素年代(14C 年代)で津波年代が判明してい

る石垣島津波石すべてに新しい年代推定法

を適用し、14C 年代との‘ずれ’を修正し、

そのずれの原因を理論的かつ実験的に解明

する。また推定年代の誤差を 100 年以下に

するために、考えうる実験中の測定誤差を

排除することに取り組む。天然記念物‘津

波大石’にも我々の手法を適用し、津波の

水理計算も加味して、2 回の津波で現位置

にたどり着いたことを証明する。トンガ国

に存在する世界最大の津波石の現地調査お

よび津波履歴の解析をする。津波石の磁性

の原因を探るため、磁気ヒステレシス・電

子スピン共鳴測定を行う。さらに、石垣島

化石サンゴの連続試料から地磁気極変遷を

復元する。また、野島断層破砕帯試料から

過去の複数地震年代の解読を目指す。 

 
４．研究成果 

 本研究の目的は、挑戦的萌芽研究でチャ

レンジした地磁気を利用した津波起源巨礫

の年代推定法を発展させて、これまで放射

性炭素年代値よりも古く見積もられていた

年代を校正することと、我々の手法を広く

世界中の巨礫の年代推定に応用することで

あった。また、津波による砂質堆積物の古

流向を磁気異方性から求めることや断層破

砕帯の形成時期推定も同時に行うことであ



った。そこで、非線形統計物理学で用いら

れている拡張型指数関数を岩石磁気分野に

応用することで、これまで理論的に説明が

つかなかった残留磁気の緩和過程に関する

実験データを統一的に説明することに成功

した。さらにこの拡張型指数関数は年代値

のズレも説明できることを証明し、国際学

術雑誌で公表した。しかし、その年代のズ

レがどの程度かを決める実験的な手法の開

発は課題であった。また、北海道霧多布地

域に分布する砂質の津波堆積物の磁気異方

性を検討した結果、帯磁率異方性が示す古

流向と粒子が持つ残留磁気の異方性とが９

０度ずれる事例があり、安易に帯磁率異方

性から古流向を推定することの危険性を国

際学術誌で報告した。さらに、野島断層破

砕帯試料を走査型超電導磁気顕微鏡で観察

し、残留磁気分布からどこがすべり面かを

決定し、さらにそのすべり面が摩擦滑り時

に 500℃程度まで上昇したことを国際学術

雑誌で報告した。 

 これまでにトンガ王国トンガタプ島沿岸

に分布する世界最大級のサンゴ礁起源津波

石の調査を実施し、古地磁気年代推定法と

ウラントリウム年代を併用して、津波年代

推定を実施している。この研究の過程で、

上記の拡張型指数関数と温度可変型振動型

磁力計を利用することで、どの程度年代が

ずれるのかを定量的に決定する方法を見つ

けることに成功した。 
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