
大陸移動説とプレート・テクトニクス 



これまでの話 と これから 

・暦 
・四季と月 
・明治維新と内部構造 
 
 
大陸，海，山脈，地震，火山，．．． 
  ⇒ プレート・テクトニクスという考え方の 
    枠組みで理解されている 



プレートテクトニクスとは何か？ 



1910年代   大陸移動説（ウェーゲナー） 
 
 
1940年代    第２次世界大戦 
 
 
1960年代   プレート・テクトニクス 
 
 



（近代的）地質学のはじまり 

18c末 
      地層の研究 ⇒ 地球の歴史 

指導原理    
  地層累重の法則： 下位ほど古い 
  斉一説： 現在も過去も変わらない 



大陸移動説 （ウェーゲナー  Wegener，1915） 

根拠 
（１） 海岸線の相似性 
（２） 地質の共通性 
（３） 化石の共通性 
（４） 過去の気候分布 

“約３億年前に超大陸パンゲアがあった” 



根拠（１） 海岸線の相似性 

 
 



根拠（２） 地質の共通性 

同じような特徴をもつ山脈 ⇒ ひとつづきに 



根拠（３） 化石の共通性 

Mesosaurus 



離れた大陸での化石の共通性についての説明 

漂流 

飛び石 

陸橋 

大陸 
移動 



氷河擦痕 

根拠（４）過去の気候分布 

寒冷な気候 ⇒ 氷河の発達 



根拠（４） 過去の気候分布 

氷河の分布 



第２次大戦以前 

多くの支持を得るには至らなかった 
 
・学問分野の壁 
 
・原動力を説明できなかった 
 
・動きを確かめる技術がなかった 



新たなデータ 
 （１） 古地磁気学 
 （２） 海底地形 
 （３） 海洋磁気異常 
 （４） 海洋底の年代 
 （５） 地震の分布 

第２次大戦後 

⇒ プレート・テクトニクス 



（１） 古地磁気学 

溶岩（磁鉄鉱を含む）  
 
 冷えるときにその時の地球磁場を記録する 
 
⇒ 過去の地球磁場を知ることができる 



過去の磁極 

磁力線の方向を記録 
 
⇒ 過去の磁極の位置を 
   推定できる 



磁極の移動曲線 



外核の流体運動 ⇒ 地球磁場の原因 

・磁極が赤道付近まで 
 動くことはない 
 
・磁極はひとつに決まるはず 



磁極の移動曲線： 何を意味するのか？ 



新たなデータ 
 （１） 古地磁気学 
 （２） 海底地形 
 （３） 海洋磁気異常 
 （４） 海洋底の年代 
 （５） 地震の分布 

第２次大戦後 

⇒ プレート・テクトニクス 



第２次大戦中の軍事技術に関係 



第２次大戦中の軍事技術に関係 



第２次大戦中の軍事技術に関係 

潜水艦の安全な航行 ⇒ 海底地形を知ることが必要 



第２次大戦中の軍事技術に関係 

潜水艦の安全な航行 ⇒ 海底地形を知ることが必要 
 
               ⇒ 音響測深技術の発達 



第２次大戦中の軍事技術に関係 

潜水艦の安全な航行 ⇒ 海底地形を知ることが必要 
 
               ⇒ 音響測深技術の発達 
 
 
敵の潜水艦の探知 



第２次大戦中の軍事技術に関係 

潜水艦の安全な航行 ⇒ 海底地形を知ることが必要 
 
               ⇒ 音響測深技術の発達 
 
 
敵の潜水艦の探知  ⇒ 水中音響技術 



第２次大戦中の軍事技術に関係 

潜水艦の安全な航行 ⇒ 海底地形を知ることが必要 
 
               ⇒ 音響測深技術の発達 
 
 
敵の潜水艦の探知  ⇒ 水中音響技術 
 
                 磁気探査技術 



（２） 海底地形 海嶺と海溝の発見 

大西洋中央海嶺 東太平洋海嶺 インド洋海嶺 

4km 

海嶺： 比高約2~3kmの連続した火山     海溝： 深さ 約10km 



（３） 海洋磁気異常 

海嶺をはさんで対称 

黒：正の異常 
 （平均的な磁場よりも強い） 

白：負の異常 
 （平均的な磁場よりも弱い） 

大西洋中央海嶺 



海洋底の磁化 

海洋地殻 
 
   玄武岩（厚さ：～5km）．．．マグマが固結したもの 
 
   冷却するときに磁化を獲得 
    
   ⇒ 外部磁場（過去の地磁気）を記録 



地磁気の逆転 

古地磁気学 
 
⇒ 地磁気の向きは何度も 
   逆転を繰り返している 
 
磁気異常の縞模様は 
逆転の記録 



海洋磁気異常の原因 

地球磁場 
（地磁気） 

海洋底の磁化 

地磁気と同方向 

⇒ 正の異常 

地磁気と逆方向 

⇒ 負の異常 

海洋底の磁化 



（３） 海洋磁気異常 

海嶺をはさんで対称 

黒：正の異常 
 （平均的な磁場よりも強い） 

白：負の異常 
 （平均的な磁場よりも弱い） 

大西洋中央海嶺 



新たなデータ 
 （１） 古地磁気学 
 （２） 海底地形 
 （３） 海洋磁気異常 
 （４） 海洋底の年代 
 （５） 地震の分布 

第２次大戦後 

⇒ プレート・テクトニクス 



海嶺から離れるにしたがって古くなる（対称的） 

（４） 海洋底の年代 



過去２億年間の大陸分布の変化  

2億年前 

1.8億年前 

1.35億年前 

6500万年前 

現在 



新たなデータ 
 （１） 古地磁気学 
 （２） 海底地形 
 （３） 海洋磁気異常 
 （４） 海洋底の年代 
 （５） 地震の分布 

第２次大戦後 

⇒ プレート・テクトニクス 



（５） 地震の分布 

・地震は海嶺，海溝に集中 
・海側から陸側に深くなる 



海洋底拡大説 

マントル 

海洋地殻 
（玄武岩） 

海溝 海嶺（火山） 大陸地殻 
（花崗岩） 

地震 
マグマ 

冷却時に地磁気を記録 



地震の分布 

大西洋の両側では地震が起きていない 
⇒ 沈み込んでいない 



大陸の分裂と海洋の形成 



大陸の衝突と海洋の消滅 



大陸の離合集散 

7.5億年前 （ロディニア） 5.5億年前 5.3億年前 

4.87億年前 4.22億年前 2.6億年前 （パンゲア） 



次回 （６月２日） 

火山はどこにあるか？ 
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