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津波の発生した季節を貝殻から解明

静岡大学の北村晃寿教授，伊藤真実（学部生），海洋研究開発機構の坂井三郎技術研究
員，東京大学の横山祐典教授，宮入陽介特任研究員らの研究グループは，世界で初めて，
二枚貝の貝殻から津波の発生季節を特定しました。この方法は，日本や世界各国の地震・
津波の対策に不可欠な「津波堆積物の研究」に新たな研究アプローチをもたらします。
2011 年の東北地方太平洋沖地震や 2004 年のスマトラ沖地震は，マグニチュード 9 の
巨大地震で，それに伴う巨大津波は沿岸地域に壊滅的な被害を与えました。巨大地震・津
波は，発生頻度は低いものの，起きれば甚大な被害をもたらします。こうした激甚災害を
軽減するには，巨大津波の履歴の解明が必須です。そのため，世界各地の，巨大津波の襲
来の可能性のある地域で，津波堆積物の調査が行われています。そして，津波の規模や波
源域の推定には，地点間での「津波堆積物層の対比」は最重要課題であり，放射性炭素年
代測定法などが用いられています。本論では，従来の方法と合わせることで，対比の精度
をより高めることのできる方法として，「二枚貝の貝殻の酸素同位体比に基づいた津波の
発生季節の特定」という新たな方法を提示しました。そして，この方法で，石垣島で西暦
1168-1330 年に起きた津波が，秋に発生したことを明らかにしました。この研究成果は，
国際誌 Marine Geology オンライン公開(オープンアクセス)されました。
お問い合わせ先 静岡大学理学部地球科学科・防災総合センター 北村 晃寿
電話番号 053-238-4798 メールアドレス Kitamura.akihisa@shizuoka.ac.jp
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【今回の研究のポイント】
1) 津波堆積物に見られた「特異な埋没状態」の二枚貝の貝殻から，津波の発生した季節を
推定できることを，世界で初めて明らかにしました。
2) この方法を使って，石垣島に西暦 1168-1330 年のある時に襲来した津波が秋に発生した
ことが分かりました。
3) この方法は，世界各地の地震・津波の対策に不可欠な「津波堆積物の研究」に新たな研
究アプローチとなります。
【発表内容】

は，石垣島北部の太平洋岸の丘陵斜面から 3 層の砂質津波堆積物層と
埋没津波石を発見し，上位から，T-I，T-II，T-III，T-IV と命名しました(図 1, 2)。そして C
年代と層序から，T-I は西暦 1771 年 4 月 24 日の明和津波，T-II は西暦 1168-1330 年，TIII は西暦 466-698 年，T-IV は西暦 155-405 年～西暦 466-698 年の間に堆積（津波が発生）
したと推定しました。T-I と T-II の年代決定には，二枚の殻が閉じておりかつ殻の内側が空
の二枚貝の貝殻を用いました(図 3)。このような埋没状態の二枚貝を，Ando et al. (2018)の
調査時に北村が T-I と T-II から，それぞれ 2 個体見つけました．それらの試料の C 年代
値は，同じ津波堆積物層の試料どうしは極めて高い一致を示しました(図 4)。年代値の一致
と埋没状態を考え合わせると，これらの貝殻は，津波によって生きたまま運ばれ，埋もれた
と推定されます。
本研究では，これらの貝殻を樹脂に埋包し，貝殻の最大成長方向に切断し，海洋研究開発
機構所有の高精度マイクロミル「GEOMILL326」と質量分析計で，酸素同位体比を測定し，
貝殻成長時の水温変化を復元しました(図 5)。その結果，T-I 産試料は，水温上昇期に殻成長
が終了(貝の死亡)していました(図 6)。これは明和津波の発生時期(4 月 24 日)と符合し，本
研究の着想の妥当性を裏付けるものです。そして，T-II 産の 2 試料は，ともに水温低下期に
殻成長が終了していたので，私たちは津波の発生季節を秋と推定しました(図 6)。また，1771
年の明和津波で死んだ二枚貝の放射性炭素測定値から，明和津波の津波堆積物層や津波石
Ando et al. (2018)
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の対比に必須の海洋生物遺骸に関する年代補正値を得ることができました。

【本研究成果の社会的意義】
巨大地震・津波は，発生頻度は低いものの，起きれば甚大な被害をもたらします。こうし
た激甚災害を軽減するには，巨大津波の履歴の解明が必須です。それには，過去数千年間の
津波堆積物層の調査が役立ちます。本研究の成果は，放射性炭素年代測定法などの既存の方
法と合わせることで，津波堆積物層の対比の精度を向上し，巨大津波の履歴の解明する新た
なアプローチを確立しました。
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図１ 石垣島の位置と津波堆積物を発見したトレンチの場所および 1771 年 4 月 24 日に発
生した明和津波の遡上高(Goto et al., 2012)

図２トレンチの柱状図と本研究で分析した二枚貝試料の採取位置
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図 3 津波堆積物層 II から見つかった「二枚の殻が閉じておりかつ殻の内側が空の二枚貝の
貝殻」の写真

最も新しい津波堆積物層(T-I; ⻄暦1771年4月24日の明和津波による)
から見つかった2つの二枚貝試料
⻄暦1771年
a: Fragum unedo (カワラガイ)
sunami
deposit I
b: Fragum loochooanum (オキナワヒシガイ)
年前 (⻄暦1950年を起点とする)
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番目に新しい津波堆積物層(T-II;⻄暦1168-1330年に発生した津波)
から見つかった2つの二枚貝試料
c: Regozara flavum (リュウキュウザル)
deposit II
d: Mactra maculate (リュウキュウバカガイ)
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年前 (⻄暦1950年を起点とする)
図 4 本研究で分析した二枚貝試料の放射性炭素年代。年代値は極めて高い一致を示す。

5

図 5 高精度マイクロミルとそれを使って貝殻から粉末試料を採取する様子

図６ 左のグラフは，貝殻試料の酸素同位体比から換算した貝殻成長時の水温変動。酸素
同位体比から水温への換算には，5 つの研究(Auber et al., 2009; Dunber and Wefer, 1984;
Patterson et al., 1993; Carré et al., 2005; Kim et al., 2007)の換算式を使った。右の写真

は，酸素同位体比測定のための粉末試料を採取した窪みを示す。
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＊本研究は，文部科学省科学研究費補助金(17H02972)，
静岡大学防災総合センターの経費で行いました
・基盤研究(B) (17H02972)『南海トラフ東部におけるレベ
ル 1.5 地震・津波の実態解明 』
用語説明】

【

・対比：離れた地域に分布する地層が同時に堆積したかを検討すること。
沿岸地域の地層を調べると，複数の地点で，1 層以上の津波堆積物層が発見されることが
ある。例えば，A 地点では 4 層，B 地点では 6 層，C 地点では 1 層の津波堆積物層が見ら
れたとする(下図)。これらの中で，3 地点全部に分布する津波堆積物層が，他のものより規
模の大きい津波によると考えられる。そのため，津波堆積物層の対比は重要である。

・放射性炭素年代測定：放射性同位体（炭素 14）の存在比から年代を推定する方法。生物
が体内に取り込んだ炭素同位体の比率は，その生存中では大気中と同じく一定値を保つが，
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生物の死後は，放射性同位体である炭素 14 が放射壊変により時間経過と共に減少する。化
石試料に含まれる炭素同位体ごとの存在比を計測して，安定同位体（炭素 12 及び炭素 13）
と放射性同位体（炭素 14）の比率を求めたうえで大気中の炭素 14 の存在比率と比較するこ
とで，生物の死後に経過した時間が分かる。
・酸素同位体比：酸素安定同位体には O(酸素 16）， O(酸素 17）， O(酸素 18)があり，
99.762：0.038：0.200 の比率で天然に存在している．本研究で用いた酸素同位体比は，酸
素 16 と酸素 18 の比である。二枚貝類の貝殻はアラレ石あるいは方解石からなり，貝殻の
酸素同位体比は，海水の酸素同位体比と温度の影響を受ける。そのため，海水の酸素同位
体比が分かれば，酸素同位体比と温度の関係式から，殻形成時の水温を推定できる。
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