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研究成果の概要（和文）：海洋地殻最上部の溶岩層は，海嶺軸上から軸外火成活動によって形成される．海洋地殻の典
型であるオマーンオフィオライトにおいて，溶岩層下部から上部へ向かってその変遷を始めて解析した. 一方，地殻深
部に貫入するウエールライト岩体には，MORBと類似したものと島弧的マグマに由来する2つのタイプが識別された．前
者は軸外火成活動に由来し，後者は,初期島弧形成時に形成されたことを解明した．海嶺セグメント末端部は，角閃石
の出現やより分化した組成によって特徴づけられが，海嶺セグメント中心部では角閃石の産出頻度は低く，組成も未分
化である．海嶺セグメント構造は軸外火成活動にも大きな影響を与えている．

研究成果の概要（英文）：Detailed volcanic stratigraphy in the Oman ophiolite exhibits lava accretion 
processes around fast-spreading ridges. The V1 sequence is divided into the lower V1 (LV1) and upper V1 
(UV1) by 0.4-m thick umber layer. The lowest part of the LV1 consists of lobate sheet and pillow lava 
flows extruded on the flat ridge crest. Elongate pillows occurred at 230 mab (meters above the base of 
the extrusives) is originated from flowing down lavas and characterizes ridge frank. Accretion process at 
the off-axis area is recorded in the UV1 consisting of pahoehoe flows, lobate sheet flows and pillow 
lavas. Depleted lavas covering the 0.4-m thick umber suggest that these lavas derived from more depleted 
mantle source or underwent higher degree of partial melting. Because the depleted lavas are covered 
repeatedly by evolved lavas with similar compositions to lava in the LV1, the off-axis lava sequence 
should be pileup of lava flows erupted at off-axis and transported from ridge axis, repeatedly.

研究分野： 地質学，岩石学
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１．研究開始当初の背景 
地球を理解する上で，地球表面の 3 分の 2 以
上を占める海洋地殻の実体とその生成プロ
セスの解明が重要である．しかし，基本的な
問題に関してもまだ未解決の多くの問題が
残されている．海洋地殻上部の溶岩層に関し
ては， EPR地殻を掘削したHole 1256Dで，
上部はオフアクシス火成活動によるもので，
その下位にはオンアクシスで噴出したシー
トフローが累重している，つまり，溶岩層に
おける垂直変化は側方変化を示しており，海
嶺軸からオフアクシス火成活動への変化を
示していることが明らかになった．一方，オ
マーンオフィオライトにおいても，従来単一
の溶岩層とみなされていたものが，軸上での
火成火成活動から海嶺軸翼部，そしてオフア
クシス火成活動によるという累重関係を有
していることが明らかになって来た． 
 一方，オフィオライトの観察から，海洋地
殻には 20-40%のウエールライト質貫入岩が
存在しているらしい．これらは，海嶺軸近傍
で生じた火成活動により形成されたと考え
られる（Adachi and Miyashita, 2003）．し
かし，海洋底では下部地殻から得られる試料
が限定されており，そのような貫入岩体の存
在は明らかとなっていない．一方，近年の海
洋底研究によって，海嶺軸近傍の大規模なオ
フアクシス溶岩流や，海山列が発見され，海
嶺軸上での火成活動だけでなく近傍の火成
活動が海洋地殻形成に大きく寄与している
ことが明らかとなってきた．海洋地殻内のウ
エールライト貫入岩体は，これらの海嶺軸近
傍の火成活動によるこれらの噴出岩類をも
たらしたマグマの集積岩である可能性が高
く，海嶺およびその近傍の火成活動の検討を
行う上で重要な意味を有していると考えら
れる． 
 
２．研究の目的 
本研究は，溶岩層と深成岩相の両方について，
相補的に研究を行い，海洋地殻形成における
オフアクシス火成活動の意義を解明するこ
とを目指しているが，両方を結びつけた視点
で研究を行っている例はない．しかし，これ
までの新潟大学海洋地殻研究グループの研
究により，溶岩層の精密な層序解析と地殻深
部におけるウエールライト質貫入岩の広域
的な組成変化の実体の解明が進められてき
ており，本研究テーマが発想された 
 
３．研究の方法 
本研究では１）オマーンオフィオライトにお
ける溶岩層の精密な火山岩地質学的検討か
ら軸上での溶岩とオフアクシス溶岩とを区
別し，それらの岩石学的．地球化学的検討を
行う．２）同オフィオライトのいわゆる貫入
ウエールライトについて，すでに得られてい
る広域的なサンプルについて，岩石学的検討
を行い，１）のオフアクシス溶岩と比較検討
する．主要な研究手段は EPMA による鉱物組

成分析，XRF や ICP-MS による全岩分析，
LA-ICP-MS による単斜輝石の分析である．こ
うした結果と海嶺軸上で形成された溶岩や
モホ遷移帯などとの比較検討を行い，オフア
クシス火成活動による海洋地殻形成の意義
を明らかにする． 
 
４．研究成果 
オマーンオフィオライト溶岩層に関する詳
細な検討から，海嶺軸上での火成活動とオフ
アクシス火成活動が系統的に識別されるこ
とを明らかにした．また，溶岩層の海嶺軸方
向に沿った岩相や組成の変化についての検
討も着実に進行しつつある．溶岩層の垂直的
な積み重なりが海嶺軸からオフアクシスへ
の空間的変化の中で形成されることを明ら
かにしたことは大きな成果である．一方，オ
マーンオフィオライトのガブロ層中には大
量のウエールライト〜優黒質ガブロの貫入
岩体がこれまで知られていたが，それらにつ
いての広域的変化などに関してはこれまで
報告されていなかった．今回，南北 80km に
わたる広範な地域でそうした後期貫入岩体
を検討した結果，ガブロ層と類似したマグマ
から由来しているものと，ガブロ層とは著し
く異なった島弧的マグマに由来する2つのタ
イプが識別された．前者は本研究目的に掲げ
たオフアクシス火成活動に由来するものと
みなされるが，後者は，初期島弧形成時に活
動したマグマから由来していると考えられ
る．オフアクシス火成活動の深部相とみられ
るウエールライト〜優黒質ガブロの貫入岩
体は，場所により著しい岩相の変化を示すが，
特に海嶺セグメント末端部と見なされる両
端部の地域のものは，角閃石の出現や，より
分化した組成によって特徴づけられる事が
明らかになった．一方，海嶺セグメント中心
部付近では，角閃石の産出頻度は低く，組成
ももっとも未分化であることが明らかにな
ってきた．すなわち，海嶺セグメント構造は
海嶺軸における海洋地殻形成をコントロー
ルしているばかりでなく，オフアクシス火成
活動にも大きな影響を与えている．このこと
は，海嶺セグメントの大きな不連続に沿って，
海水が深部まで浸透している可能性を示し
ている． 
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