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清水平野の沿岸低地堆積物における西暦 400 年の地震性隆起の地質学的証拠
静岡大学の北村晃寿教授，磐田南高校地学部（伊奈朋弥，鈴木大介，蔦原敬登，顧問・
青島 晃），ふじのくに地球環境史ミュージアムの菅原大助教授，山田和芳教授の研究グル
ープは，静岡県静岡市清水区の海長寺でボーリング掘削を行い，地層・化石記録から堆積環
境を復元するとともに，保存状態の極めて良い葉の化石の年代測定から，1854 年の安政東
海地震と同タイプの大地震が西暦 400 年頃に発生したことを示す地質学的証拠（駿河トラフ
西岸の地震性隆起）を発見しました。さらに，この地震は，最古の歴史地震の 684 年の白鳳
地震より 1 つ前に起きた南海トラフ大地震の震源域が，南海トラフ東部から駿河トラフまでに及
んだ可能性があることを明らかにしました。
この研究成果は，国際誌 Progress in Earth and Planetary Science に受理されました。
下記の日時で詳細をご説明いたしますので、取材方よろしくお願いいたします。なお，当日
の説明は磐田南高校地学部の学生(3 年生)と北村が行い，他の著者も同席します。
概略は添付資料をご覧ください。
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【論文情報】
題名: Kitamura Akihisa, Ina Tomoya, Suzuki Daisuke, Tsutahara Keito, Sugawara Daisuke, Yamada
Kazuyoshi, Aoshima Akira, 2019. Geologic evidence for coseismic uplift at AD 400 in coastal
lowland deposits on the Shimizu Plain, central Japan.
誌名: Progress in Earth and Planetary Science
著者: 北村晃寿 1, 2, 伊奈朋弥 3，鈴木大介 3，蔦原敬登 3，菅原大助 4，山田和芳 4，青島 晃 3
1: 静岡大学理学部，2: 静岡大学防災総合センター， 3: 磐田南高校，4: ふじのくに地球環境史
ミュージアム
【今回の研究のポイント】
1) 静岡県静岡市清水区の海長寺でボーリングコアを掘削し，堆積物の観察，貝化石・有孔虫化石
の群集解析，硫黄・炭素量測定を行った結果，堆積環境が「水深 0.8m より深い場所」から「標高
0.8m より高い海浜」に急変した地層境界を発見しました。
2) 地層境界の上下の堆積物から，保存状態の極めて良い葉の化石を採取しました。このような保
存状態の葉は，落ち葉になって埋もれたもので，正確な堆積年代を示します。そして，それらの放射
性炭素年代を測定した結果，地層境界の年代は西暦 398 年から 428 年の間であることが分かりま
した。
3) 同時代には，汎世界的海水準の低下は起きていないこと，海水準低下は急激かつ 1.6 m 以上で
あること，静岡県西部の遺跡から西暦 400 年頃の液状化痕が報告されていることを総合的に考え
合わせると，地層境界は「駿河トラフで起きた大地震による隆起」の証拠と解釈されます。
4) 本研究成果とその他の研究を踏まえると，最古の歴史地震の 684 年の白鳳地震より 1 つ前の
南海トラフ大地震の震源域が，南海トラフ東部から駿河トラフまでに及んだ可能性があることを明らか
になりました。
【発表内容】
歴史記録により，南海・駿河トラフでは，西暦 684 年の白鳳地震以降，90～270 年間隔で，マグ
ニチュード 8 クラスの大地震と大津波が発生しています(図 1)。これらの大地震・大津波の震源域・
波源域は，西から，Z，A～E の 6 つの領域に分けられ，大地震は隣接する領域が数時間から数年の
期間をおいて，あるいは時間を置かずに同時に連動して起きたことが明らかになっています。駿河トラ
フ(E 領域)の西岸(現在の静岡県静岡市～御前崎市)では，西暦 1854 年の安政東海地震で約 1m
の隆起が起き，大津波が襲来しました(図２)。一方，西暦 1944 年の昭和東南海地震と 1946 年の
昭和南海地震では，駿河トラフは破壊されていません。これらの歴史地震の履歴などを踏まえ，近い
将来，駿河湾で海溝型地震すなわち東海地震が発生する可能性があるとされ，1978 年に，事前
予知の可能性を前提にした大規模地震対策特別措置法が制定されました。しかし，制定からすでに
40 年が経過しており，その間の研究によって，西暦 1707 年の宝永地震と 1498 年の明応東海地
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震では，駿河湾西岸では地震性隆起がなかったことが明らかになっています。一方，2018 年に著者
の一人の北村が，御前崎で隆起二枚貝化石を発見し（図３），西暦 1361 年正平(康安)東海地震で
地震性隆起が起きたことを明らかにしました（図１）。これらのことから，駿河トラフを破壊し，その西岸
を隆起させる地震(以後，安政型地震)の発生間隔は 500 年にも及ぶ可能性が出てきたのです。こ
の発生間隔は，数値シミュレーションから算出した発生間隔(例えば，450–500 年)と調和的です。し
かし，近年の研究では，大地震の発生間隔は多様であることが指摘されています。したがって，安政
型地震の発生間隔の検討には，より過去に遡って調査する必要があるのです。
そこで，本研究では，ＪＳＴの次世代育成事業「グローバルサイエンスキャンパス」の取り組みとして，
磐田南高校の 3 人の学生（伊奈朋弥，鈴木大介，蔦原敬登）と顧問の青島 晃を北村が研究サポ
ートし，北村の発案で静岡市清水区の海長寺の地下の地層記録を調べ，安政型地震の履歴を検討
しました。
海長寺を調査対象に選んだ理由は，海浜に近く，しかも西暦 1011 年から現在地にあることが分
かっているからです。つまり，安政型地震でそこが陸地になったならば，その年代が西暦 1011 年以
前であることが確実に言える点が強みなのです。
海長寺の 2 地点で全長 8m のコアを掘削するとともに，地表 3m の範囲を地中レーダーで調査し
ました。コアを半分に割って，堆積物を観察し，貝化石，有孔虫化石の調査を行い，またふじのくに
地球環境史ミュージアムで有機炭素と硫黄の量を測定しました。その結果，堆積環境が潮間帯(満
潮と干潮の海面の間で+0.8m～-0.8m)，潮下帯(干潮時でも海面下，深さ 0.8m 以深)，海浜(満潮
時でも水没しない)に変化したこと，潮下帯から海浜へ急激に相対的海水準が低下したことが判明し
ました（図４）。この変化の地層境界は，粘土層とそれを覆う粒の揃った砂層の境界です。そして，粘
土層と砂層から，保存状態の極めて良い葉の化石を発見しました（図４）。これらの葉は薄く脆いので，
落葉になってそのまま埋もれたと考えられます。枝のような丈夫な部分は，一旦堆積物に取り込まれ
ても，洗い出されて，再び堆積物に取り込まれることがあり，そのような場合，枝の年代値は，堆積物
よりも古い年代を示してしまいます。だから，保存状態の極めて良い葉を発見できたことが，今回の研
究の成功をもたらしたのです。
地層境界の上下の葉の
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C 年代から，海水準低下は西暦 398 年から 428 年の間に起きたこと

が分かりました。さらに，堆積深度から海水準の低下量は 1.6 m 以上と見積もられ，しかも急激な低
下です。ゆっくりと海水準が低下したならば，粘土層の上には潮間帯の堆積物が重なるので，それが
ないことは一気に海浜になった，つまり一気に海水準が低下したことを意味するのです。
同時代には汎世界的海水準の低下は起きていないこと，海水準低下は急激かつ 1.6 m 以上（安
政東海地震では 1m の隆起による相対的海水準の低下）であること，静岡県西部の坂尻遺跡から西
暦 400 年頃（古墳時代）の液状化痕が報告されていることから（図１），海水準低下は安政型地震に
よると解釈しました。遺跡の液状化は地震のあった証拠となるものの，安政型地震以外の地震の可
能性もあるので，私たちの発見した突発的な隆起を示す地層境界によって安政型地震の発生が確
実となったわけです。これによって，安政型地震の発生間隔の範囲は約 500 年～1000 年となりまし
た。なお，西暦 400 年頃に奈良県の赤土山古墳で地滑りが発生していることから，この時の震源域

3

は南海トラフ東部から駿河トラフ（B～E 領域）まで及んだ可能性があり，また最古の歴史地震の 684
年の白鳳地震との発生間隔は約 280 年となります。
清水区の折戸湾の低地地下の研究を進め，今回発見した西暦 400 年の地震と 1361 年の正平
康安地震の間に地震性隆起現象がなかったかを調べて，安政型地震の発生間隔を明らかにする
必要があります。
【本研究成果の社会的意義】
この研究成果は，近い将来の発生が懸念される南海トラフ・駿河トラフで起きる大地震・津波対策を
検討する上で重要な資料となります。また，東海地震に関する理解の深化という点でも社会的意義
が大きいと思われます。
＊本研究は，「国立研究開発法人科学技術振興機構 グローバル
サイエンスキャンパス文部科学省科学研究費補助金，静岡大
学防災総合センターの経費，基盤研究(B) (17H02074; 研究
代表者は菅原大助)『海岸地形発達史に基づく巨大地震イベン
トの解読』
＊海長寺にはボーリング掘削の際にご協力いただきました。
【用語説明】
・1854 年の安政東海地震：1854 年 12 月 23 日の午前 10 時近くに発生し，M8.4 と推定されてい
る。寺院の倒潰率から静岡県各所の震度は 6 強から７と推定される。現在の静岡市葵区御幸町・伝
馬町や清水区本町周辺が火災で焼失した。駿河湾西岸は 1m あまり隆起した。津波高は下田で約
7m，三保で約 6m，御前崎で約 5m である。なお，約 32 時間後に安政南海地震が発生した。
・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，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。
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図１南海トラフ・駿河トラフの巨大地震

図２ a の数字は 1854 年の安政東海地震の隆起量
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図３ 御前崎に見られる 1361 年正平(康安)東海地震で隆起した二枚貝化石（Kitamura et al.,
2018） 赤矢印は穿孔性二枚貝化石。右は化石を掘り出した写真

図４ 海長寺の地下の地層記録と堆積環境の復元
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