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研究成果の概要（和文）：マリアナ弧火山フロントのパガン火山において一つの火山に二つの初生マグマ（マントルが
溶けた、できたてのマグマのこと）を見いだした。火山フロントで初生マグマを発見したのは世界でも珍しく、それら
の初生マグマを用いて、沈み込み帯のマグマ成因論を大きく進展させた。火山の地下100キロに沈み込んでいる太平洋
プレートから不混和な流体（炭酸塩メルトと珪酸塩メルト）が発生すること、そのためにマントルにおいて2種の初生
マグマが生成すること、マントルが最大40％も部分融解していること、およびマントルの溶け残りには金雲母が存在す
ることなど、誰も予測をしていなかった、新たな知見がいくつも得られた。

研究成果の概要（英文）：We recovered and studied primitive basalt lavas from Pagan Volcano, Mariana Oceani
c arc, and our findings have been attributed to each of the three parts of the subduction factory, which w
e describe as Mission Immiscible, Mission Invisible and Mission Inevitable, respectively. Mission Immiscib
le involves the subduction components, derived from the subducting slab below the volcanic front at the de
pth of 100 km, which consist of hydrous carbonate melt (carbonatite) and silicate melt (sediment melt). Mi
ssion Invisible involves the highly depleted residual mantle wedge of the subduction zone, composed of phl
ogopite-bearing dunite and harzburgite, which depletes Nb, Ta, Zr and Hf, and fractionates Nb from Ta, and
 Zr from Hf in arc magmas. Mission Inevitable describes the assimilation of arc magmas when they evolve; i
nevitable even in an oceanic arc.
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様 式 Ｃ‐１９、Ｆ‐１９、Ｚ‐１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）アメリカの実験岩石学者 N.L. Bowen
は、地球上のマグマはすべて玄武岩マグマか
ら出発して、その結晶分化作用によってでき
るという説を展開した（Bowen, 1928）。反応
原理に基づいたその理論の美しさは多くの
研究者を魅了した。その後、テクトニックセ
ッティングの違い（海洋中央海嶺、島弧、ホ
ットスポット）により性質の違う玄武岩マグ
マが生じることが明らかになってきた。しか
し、Bowen の没後 50 年以上を経ているにも
かかわらず、多くの研究者は依然として
Bowen の体系から抜け出せずにいる。その典
型的な例が沈み込み帯（島弧）マグマの成因
である。①島弧火山は多様な岩石から構成さ
れているが、一つの火山は一つの初生玄武岩
マグマから出発した。②初生玄武岩マグマの
結晶分化作用とマントルから地表に達する
までの地殻との反応によりマグマの著しい
多様性、つまり多様な岩石、が生みだされた。
多くの研究者はこの二つの前提の上に立っ
て議論し、この前提が検討される例はきわめ
て稀である。 
（２）1960 年代後半から実験岩石学者久城
育夫は、「含水鉱物を含む上部マントルに遊
離した H2O が存在すると、マントルの部分
融解により安山岩質マグマが生じる」と主張
した。しかし、この可能性は、沈み込みの初
期に噴出するボニナイトという特殊なマグ
マに限られる。つまり、沈み込み帯で普遍的
におこっているのではない、という考えが現
在の主流である。久城の学生であった田村は
伊豆弧の通常の火山において、マントル由来
の安山岩マグマが存在することを主張して
き た （ Tamura, 1994; Tamura, 1995; 
Tamura; 1996; Tamura & Tatsumi, 2002 な
ど）。しかし、一般に、マントルの融解で生
じた最初のマグマ(初生マグマ)は地上まで上
昇してくる途中で結晶作用をおこない、その
組成を著しく変化(分化)させる。よってその
ような分化した火山岩を用いてマントルの
融解を議論する方法はユニークであったが、
説得力に欠けた。 
 
２．研究の目的 
伊豆小笠原マリアナ弧（IBM 弧）は典型的な
海洋島弧である。その利点は地殻が薄いこと
である。つまり、マントルで生成されたマグ
マが地殻を通過して噴出するとき、地殻との
反応は最小限と考えてよい。 
海底火山から採取された、未分化な溶岩に対
して、薄片観察（斑晶組み合わせ）、主要元
素・微量元素全岩組成、鉱物化学組成、メル
トインクルージョンの分析、Sr-Nd-Pb-Hf 同
位体比組成の多角的な方向から検討し、マグ
マの結晶作用による組成変化をたどり、その
源の初生マグマを導く。初生マグマの唯一性、
多様性を検証する。また、なぜ異なる初生マ
グマが共存するのか、マントルでどのように
して両者を作り出すのかという成因モデル

を提示する。 
 
３．研究の方法 
海底火山は成長するとその山頂部は火山島
として海面上に現れる。伊豆小笠原マリアナ
弧の火山島（たとえば伊豆弧の伊豆大島、三
宅島、青ヶ島、マリアナ弧のパガン、サリガ
ン、アナタハンなど）においては従来多くの
研究がなされている。しかし、火山島から採
取される溶岩はすべて分化しており、その組
成は、マントルが溶けたばかりのマグマ（初
生マグマ）とは大きく異なっている。一方、
これまでの JAMSTEC の海底火山の調査から、
興味深い事実がわかっていた。それは、海底
火山からは多様なマグマが噴出するという
ことである。山頂部や山頂に近い、水深の浅
い部分では、火山島に近い、分化したマグマ
が噴出する。ところが、水深が 2,000m を越
える海底の山麓または山腹部からは、初生マ
グマに近い未分化なマグマが噴出する（図 1）。 

図 1 海底火山の断面想定図 
 
海洋研究開発機構の無人潜水艇（Remotely 
Operated Vehicle; ROV）ハイパードルフィ
ンを用いて溶岩の産状と相互関係を確認し
てサンプリングをおこなう。マリアナ弧ので
きるだけ多くの火山からできるだけ未分化
なサンプルを採取する。未分化な溶岩に対し
て、薄片観察（斑晶組み合わせ）、鉱物化学
組成、主要元素・微量元素全岩組成、メルト
インクルージョンの分析、Sr-Nd-Pb-Hf 同位
体比組成などの多角的な方向から検討する。 
 
４．研究成果 
（1）マリアナ弧の NW Rota-1 海底火山にお
いて、1 つの火山に 2 つの初生玄武岩マグマ
を見いだした（図 2）。これは、1 つの火山の
マグマが 1つの玄武岩マグマの分化によって
生じるという従来のパラダイムを塗り替え
るものである。この成果は Journal of 
Petrologyに掲載され（Tamura et al., 2011）、





 
（3）パガンにおいては、二つの異なる初生
マグマがすぐ近傍に溶岩流として噴出して
いた。これらの二種の初生マグマを詳細に分
析・解析することにより下記の 4 つの新しい
仮説を提出した（Tamura et al., 2014）。①
火山の下（およそ 100 キロ下）に沈み込んで
いるプレートからの物質（水と堆積物メル
ト）が予想外の液体不混和現象をおこしてい
る。つまり、従来水と考えられていたものは、
単純な水ではなく、大量の水を含んだ炭酸塩
メルトである。炭酸塩メルトとケイ酸塩（堆
積物）メルトは混和しない。その結果、溶け
合わない、水と堆積物メルトがそれぞれ別々
にマントルの部分融解をひきおこし、その結
果として二種の初生マグマの生成がおこっ
た。この考えを「Mission Immiscible（ミッ
ション・イミッシブル）」と名付けている。
②沈み込み帯のマントル（マントルウエッ
ジ）の部分融解度は最大 40％にも達し、その
解け残りはほぼ橄欖石のみからなるダナイ
トである 。③部分融解を起こしたマントル
ウエッジ内に金雲母が残留している。この仮
説を「Mission Invisible（ミッション・イ
ンビジブル）」と呼ぶ。④マントルで生じた
初生マグマは、マグマ溜まりで分化すると必
ず地殻物質を同化する。「Mission Inevitable
（ミッション・イネビタブル）」。沈み込み帯
の初生マグマと大陸地殻の微量元素パター
ンにおける類似性はマントルにおける金雲
母の存在と両者の成因的近似性を示唆する
ものである。一方、初生マグマと大陸地殻の
間には厳として大きな相違が存在する（図 6）。 
 

図 6 マントル、初生マグマ、大陸地殻の組成
の比較 
 
大陸地殻は、太陽系の惑星で、地球にだけ存
在するユニークな物質である。大陸地殻の成
因を明らかにするためには、マントルで最初
にできるマグマ（初生マグマ）を明らかにす
る必要がある。その次に、初生マグマから、
どのような過程で大陸地殻が生成するのか
を明らかにする必要がある。本科研費ではマ
ントルでできる初生マグマについて大きな
進展があった。今後は直接海洋島弧を掘削す
るプロジェクトを推進し、大深度掘削を実効

化し、海洋島弧において生まれたばかりの大
陸地殻を採取し、大陸地殻の成因を明らかに
したいと考えている （下記プレス発表参照）。 
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_
release/20140324/ 
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第 350、351，352 次研究航海の開始について
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