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HIMU－FOZO－PREMA の成因的関連に対する解釈
○下田 玄 1、小木曽 哲
（1 産業技術総合研究所、2 京都大学）

【はじめに】
海洋島玄武岩 (OIBs) の同位体的な多様性は、マントルの地球化学的な不均質を反映してい
ると考えられている。この不均質性を説明するために「マントル端成分」という概念が用いら
れることが多い。すなわち、複数のマントル端成分の混合が OIB の同位体的な多様性の原因で
あるとする概念である。この概念の利点は最小数の成分で、OIB の同位体分布を説明できるこ
とである。しかし、端成分の同位体組成は現実にはあまり存在しない極端なものになる。これ
らと異なる中間的な同位体組成をもつマントル端成分の存在も提唱されている（例えば、FOZO,
PREMA）。これら中間的な同位体組成を持つ物質は多数報告されているが、中間的な同位体組
成の端成分は OIBs の同位体分布を説明する上で必須ではない。従って、端成分によりマントル
の不均質性を議論するには、極端・中間的な同位体組成の端成分の成因や必要性、両者の関連
まで議論するべきであろう。中間的な端成分の１つである FOZO は、極端な端成分の HIMU と
同様に海洋地殻のリサイクリングにより生成したと考えられている。一方、PREMA は、成因が
議論されることはほとんどない。本研究では、HIMU、FOZO、PREMA の成因について、海洋
地殻の主要構成物質である MORB の化学組成の多様性や沈み込み帯での脱水量の違いを考慮に
入れて議論を行った。
【結果と考察】
MORB 組成の多様性を調べるため大西洋中央海嶺（MAR）の玄武岩について化学組成をコン
パイルした。これらの MORB をマグマの分化の程度を表す指標「Mg 値（Mg#）
」にもとづき、
結晶分化の影響が少ない親マグマ的な MORB（Mg# 69 程度）、 中程度に分化した高頻度の
MORB（Mg# 65 程度）
、分化の進んだ低頻度の MORB（Mg# ca.60 >）に分類し、各グループに
ついて微量元素組成を求めた。さらに鉄濃度と硫黄濃度の相関を用い、MORB に含まれる硫黄
濃度と結晶分別により取り除かれる硫化鉱物量を見積もった。これらの MORB が沈み込み帯で
脱水すると仮定して、その残渣の同位体組成を計算した。この時、温度の違いによる全岩分配
係数の違いや脱水量の違いも考慮に入れた。その結果、脱水量の違いで、OIB の鉛同位体の多
様性をほぼ説明できることが明らかとなった。この組成範囲は PRMA-FOZO-HIMU の同位体組
成の範囲とほぼ重なる。一方、脱水量の違いは Sr-Nd の同位体の多様性は作れない。これは、
Nd-Sr 同位体プロットで PRMA-FOZO-HIMU の組成範囲が狭いことと整合的である。沈み込む
海洋地殻の含水量の違いでマントル端成分の PRMA-FOZO-HIMU の成因を説明できる。

Geochemical linkage between HIMU, FOZO and PREMA
*G. Shimoda1, T. Kogiso2 (1 Geological Survey of Japan, AIST, 2Graduate School of Human and
Environmental Studies, Kyoto Univ.)
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2E02

太平洋と大西洋下のＨＩＭＵの同位体進化

○羽生毅 1、川畑博 2、巽好幸 3、木村純一 1、兵藤博信 4、佐藤佳
子 1、宮崎隆 1、常青 1、平原由香 5、高橋俊郎 6、仙田量子 1、中
井俊一 7
（1 海洋研究開発機構、2 高知大学、3 神戸大学、4 岡山理科大学、
5
千葉工大、6 新潟大学、7 東京大学地震研究所）
HIMU is one of mantle reservoirs that has been recognized to form by subduction and
subsequent storage of ancient oceanic crust and lithosphere in the mantle. In order to constrain
the processes that acted on subducted materials over several billion years, we compare
radiogenic isotopic compositions of HIMU lavas from St. Helena in the Atlantic and Austral
Islands in the Pacific. The mixing arrays defined by the St. Helena lavas are remarkably similar
to those observed in HIMU lavas from Austral Islands in the Pacific, suggesting that the two
HIMU reservoirs located in different mantle domains are characterized by similar isotopic
compositions with radiogenic 206Pb/204Pb and 208Pb/204Pb, enriched Nd and Hf isotopes, and
depleted Sr isotopes. However, there is a significant difference between the St. Helena and
Austral Islands lavas in 207Pb/204Pb. The St. Helena lavas show systematically higher 207Pb/204Pb
for a given 206Pb/204Pb. The Pb isotope evolution model suggests that both HIMU reservoirs
formed around 2 Ga; however, the HIMU reservoir for St. Helena is about 0.3 Ga older than that
for Austral Islands. We interpret the age difference as that the HIMU reservoir for St. Helena
involved old subducted materials more abundant than that for Austral Islands during the
long-term accumulation of subducted materials. The isotopic similarity between the two HIMU
reservoirs requires homogenization of intrinsically heterogeneous oceanic crust subducted
during a certain period.
The κ values of the HIMU components determined by the 206Pb/204Pb–208Pb/204Pb evolution
model are distinctly higher than the κ from the present-day hydrothermally altered oceanic crust.
This apparently contradicts the model that the HIMU precursor is subducted altered oceanic
crust because Th/U is highly modified by U-rich hydrothermal fluids under oxic marine
conditions. The effect of the hydrothermal alteration of oceanic crust was presumably different
between ancient and present times; the anoxic marine environment prevented the uptake of U by
the altered oceanic crust via hydrothermal fluids when the HIMU precursor was formed.
Isotope evolution in the HIMU reservoir beneath Pacific and Atlantic
*T. Hanyu1, H. Kawabata2, Y. Tatsumi3, Jun-Ichi Kimura1, H. Hyodo4, K. Sato1, T. Miyazaki1, Q.
Chang1, Y. Hirahara5, T. Takahashi6, R. Senda1 and S. Nakai7 (1JAMSTEC, 2Kochi U., 3Kobe U.,
4

Okayama U. Sci., 5Chiba Inst. Tec., 6Niigata U., 7ERI, U. Tokyo)
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7GPa におけるザクロ石カンラン岩ソリダスメルト組成
と失われた貯蔵庫の主成分元素組成	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
  	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ○近藤望 1、芳野極 2、松影香子 3、吉田健太 4、小木曽哲 1	
 

2E03

（1 京都大学大学院人間・環境学研究科、2 岡山大学地球物質科学
	
  	
  研究センター、3 神戸大学大学院理学研究科、4 京都大学大学
	
  	
  院理学研究科）
	
  コ ン ド ラ イ ト と 現 在 の 地 球 の ケ イ 酸 塩 部 分 (Bulk Silicate Earth:BSE) の 間 に は 、
142
Nd/144Nd に有為な差があることが Boyet & Carlson (2005)によって報告された。この報
告から、液相濃集元素に富んだ貯蔵庫が地球史の初期に分化し、現在まで地球深部に隠
されているか、あるいは地球外に失われた可能性が提示された。Kondo & Kogiso (2014)
は 146Sm-142Nd 系と 147Sm-143Nd 系からこの貯蔵庫の主成分元素組成を推定し、その密度
を求めた。この推定によると、この貯蔵庫は部分融解度の極めて小さな融解によって生
成されたコマチアイト質のメルトであり、その密度はマントルよりも小さくなった。従
って、この貯蔵庫がマントル中を上昇し、冥王代の最初の地殻を形成した可能性が示唆
された。	
 
	
  Kondo & Kogiso (2014)は 1,3,7GPa の各圧力において、分化する貯蔵庫の主成分元素組
成の推定に先行研究のカンラン岩融解実験データを用いた(Hirose & Kushiro, 1993;
Davis et al, 2011; Walter, 1998)。本研究では、冥王代のマントルポテンシャル温度から考
えて最も可能性の高い 7GPa の貯蔵庫について、高温高圧実験により直接に、この貯蔵
庫組成のメルトを作ることを試みた。手法としては Hirschmann & Dasgupta (2007)が提唱
した Modified Iterative Sandwich Experiment (MISE)法を用い、7GPa での無水カンラン岩
ソリダスメルト組成を決定する実験を行った。生成されたメルトはコマチアイト質な組
成となり、Walter(1998)の実験データから外挿したソリダスメルト組成とほぼ整合的な
結果となった。ただし K、P といった元素のソリダスメルト中濃度については、Walter
(1998)から予想されるよりも低かった。そのため、失われた貯蔵庫は先行研究(Boyet&
Carlso, 2005; Lee et al, 2007)が示唆するような KREEP 質の組成とはならない可能性があ
る。
	
  本研究で「失われた貯蔵庫」の主成分元素組成が決定されたことにより、この貯蔵庫
の密度や粘性率、マントル中での平衡関係などを定量的に議論することが可能となった。
今後はこれらの議論によって、失われた貯蔵庫の行方をより強く制約することができる
と考えられる。
The composition of the insipient melt of garnet peridotite at 7GPa and major element composition
of the missing reservoir
◯N. Kondo1, T. Yoshino2, K. Matsukage3, K. Yoshida4, T. Kogiso1 (1Graduate School of Human and
Environmental Studies, Kyoto University, 2Institute for Study of the Earth’s Interior, Okayama
University, 3Graduate School of Science, Kobe University, 4Graduate school of science, Kyoto
University)
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太古代バーバートン玄武岩の Lu-Hf 同位体分析

2E04

:マントル初期進化への制約
○山口能央 1、飯塚毅 1、外西奈津美 2、中井俊一 2、ドゥビット・マーティン 3
（1 東大地球惑星科学専攻、2 東大地震研究所、3 ケープタウン大）

地殻—マントル分化は、
地球ケイ酸塩部分(BSE)における元素分布を支配し, 地球内部の熱進化
やマントル対流の様式を大きく左右したと考えられる。従って, 地殻—マントルの分化過程の理
解は, 固体地球進化を議論する上で必要不可欠である。近年，初期地殻—マントル分化の研究に
Lu-Hf 同位体系列が広く用いられている．これは, Lu-Hf 同位体系列が比較的変成変質の影響を
受けづらく，また Sm-Nd 系列と組み合わせることで,初期地殻—マントル分化の条件により強い
制約を与えうることに因る(Rizo et al., 2011)。しかし, 太古代試料の多くは強い変成を被ってお
り，その Lu-Hf 同位体組成が閉鎖系か否かを厳密に評価した先行研究例は少ない。さらに先行
研究では, 初期マントル進化の議論をコマチアイトと玄武岩の Hf 同位体比を同列に扱って議論
しており, この異なる種の岩石の同位体比を同列に扱うことの妥当性は不明であった．そこで,
今回我々は, 先行研究での報告がコマチアイトに限られている 34.5 億年前の南アフリカバーバ
ートン地域の玄武岩試料について高精度 Lu-Hf 同位体分析を行い，全岩アイソクロン年代から
閉鎖系かどうか評価し，初期マントル進化を議論するとともにコマチアイト—玄武岩の同位体組
成の比較を行った．
バーバートン地域の Hoggenoegg 及び Kromberg Complex より採取された 25 種 28 サンプ
ルのうち, 岩石学・地球化学的情報からより初生的と判断される試料のみを用いると, それぞれ
の Complex の Lu-Hf 全岩アイソクロン年代は 3440±170Ma(2σ,N=14), 3619±1100Ma(2
σ,N=4)となった。更に, それぞれの初生 176Hf/177Hf はそれぞれ 0.28056±0.00042, 0.28043±
0.00051 となり, この値をコンドライトからの相対的なずれで表すと, εHf(3450Ma)は 1.56±
0.88, 3.00±0.95 となる。この結果は, バーバートン玄武岩のソースマントルが 35 億年以前に
既に部分溶融を経験し, 液相濃集元素に枯渇していたことを示す。また、他地域の太古代玄武岩
の同位体組成と併せて, マントル Hf 同位体進化線を推定すると, 初期マントルは約 40 億年前に
分化し, Lu/Hf 比が 0.296 になっていたと解釈できることが分かった。この Lu/Hf 比は, MORB
ソースマントルの Lu/Hf 範囲内におさまり，太古代初期のマントルは, 現在の上部マントルと同
程度の Lu/Hf 分別を経験していた可能性が示唆された。更に, 本研究の結果から、バーバートン
地域のコマチアイトと玄武岩の同位体的類似性を確認した。発表当日は,バーバートン玄武岩の
ソースマントルの化学組成や分化深度を推定し，マントルの最初期分化過程についても議論を展
開したい。

Lu-Hf isotope analysis of Archean Barberton basalts to understand Early Mantle Evolution
○T. Yamaguchi1, T. Iizuka1, N. Hokanishi, S. Nakai2 and Maarten J. de Wit3
(1EPS, Univ. of Tokyo, 2ERI, Univ. of Tokyo, 3Univ. of Cape Town)
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2E05

35-38 億年前の玄武岩から推定されるマントルの不均質
と物質循環
○佐野文音 1、中村仁美 2、小宮剛 3、横山哲也 1、宇野正起 4、木
村純一 2、常青 2、岩森光 2
（1 東京工業大学、2 海洋研究開発機構、3 東京大学、4 東北大学）

中央海嶺玄武岩（MORB）や海洋島玄武岩（OIB）はマントルの情報を得るための重
要な試料である。現在、二つのテクトニックセッティングで生成されるこれらの玄武岩
は、微量元素組成、同位体比に系統的な差が見られる。MORB は、不適合元素が長期間
にわたって枯渇したマントルに由来する一方、OIB は、逆に不適合元素に長期間にわた
って富むマントル（例えば、プレートの沈み込みに伴う海洋地殻のリサイクル成分を含
むマントル）に由来すると考えられている (e.g., Hofmann and White, 1982; Iwamori et al.,
2010)。このように、地球内部での物質循環と分別がマントル組成の多様性を生み、マ
ントルの不均質が発達したと推測される。このような物質循環のシステムが地球史の中
でいつ開始したのであろうか。本研究では物質循環の開始時期に制約を与えることを目
的とし、太古代の MORB や OIB の組成分析から当時のマントル組成の推定を行った。
試料が採取された西オーストラリアのノースポール地域には、約 35 億年前の付加体
と考えられる緑色岩が広がり、海洋プレート層序から、化学組成・同位体組成とは独立
に、それらを MORB と OIB に分類することができる(Komiya et al., 2002)。本研究では
ノースポールの MORB と OIB（以後、NP MORB、NP OIB とする）について、全岩微
量元素分析と Sr、Nd 同位体分析を行った。さらに、変質を免れた火成単斜輝石の微量
元素組成分析を行い、全岩組成との分配を考慮することによって変質の程度を評価した。
その結果、全岩微量元素組成については、NP MORB は NP OIB に比べて不適合元素
に僅かに枯渇していた。溶融計算により起源マントルの組成を再現したところ、溶融度
の差では説明がつかないことから、微量元素組成の違いは起源マントルの組成の違いを
反映していると考えられる。Sr 同位体初生比については試料間でかなりばらつきがあり、
Rb-Sr 系は変質で乱されている可能性が高い。一方、Nd 同位体初生比は NP MORB、NP
OIB の間に有意な差は見られず、35 億年前の時点で NP MORB、NP OIB を明瞭に区別
するような同位体進化は起こっていなかったと推測される。また、本研究では NP MORB、
NP OIB のεNd 値（Nd 同位体初生比の CHUR からの変動）が負の値をとることが確認
された。単斜輝石と全岩の組成が良い分配を示すことから、変質による同位体比の壊変
の可能性は低い。したがって、原因としては地殻の混入あるいは、不適合元素に富んだ
マントルリザバーの存在(e.g. Nelson et al., 1992)が考えられる。
さらに、最古の付加体と考えられているイスア表成岩帯(Maruyama et al.,1991, 1994;
Komiya and Maruyama 1995; Komiya et al., 1999)で採取された MORB、OIB (Komiya et al.,
2004)についても微量元素分析、同位体分析を行っており、その結果も併せて物質循環
の開始時期、εNd<0 の原因になどついて議論していきたい。
Mantle heterogeneity and material recycling estimated from 3.5-3.8 Ga basalts
*A. Sano1, H. Nakamura2, T. Komiya3, T. Yokoyama1, M. Uno4, J. Kimura2, Q. Chang2 and H.
Iwamori2 (1Tokyo Institute of Technology, 2JAMSTEC, 3The University of Tokyo, 4Tohoku
University)
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2E06

かんらん岩の融解過程に伴う強親鉄性元素の分別作用	
 
○石川晃 1, 2、仙田量子 2、谷健一郎 3、鈴木勝彦 2、石井輝秋 4
（1 東大・総文、2 海洋研究開発機構、3 国立科学博物館、4 深田研）

強親鉄性元素として分類される白金族元素、レニウム、金は、全地球レベルで見ると
金属中心核に濃集しているため、マントルにおける存在度は地球原材料とみなされるコ
ンドライト隕石に比べ著しく低い。また、白金族元素は珪酸塩メルトへの溶解度が低く、
大局的には固相濃集元素として振る舞うため、地殻における存在度はマントル存在度を
更に下回る。しかし、一部のマントル由来マグマは白金族元素を効果的に地殻レベルへ
と運搬し、濃集プロセスを経ることで経済的価値の高い鉱床を形成することは広く知ら
れている。従って、どのような起源物質、親マグマ、鉱物種、物理条件が濃集プロセス
に関与したのかを理解し、天然で認められる濃度変動を定量的に再現することは白金族
鉱床形成論に限らず、より一般的なマグマ成因論においても重要なテーマである。本講
演では、近年データの蓄積が飛躍的に進んだ各種かんらん岩の強親鉄性元素濃度変動を
まとめることで、マグマ生成プロセスに伴う固液分配の支配要因について考察する。
	
  捕獲岩あるいは固体貫入岩体として産出するマントルかんらん岩は、主に造構場とそ
れに応じた融解程度を反映した化学的特徴を有しているが、強親鉄性元素に関する濃度
変動パターンについても以下のような対応関係が認められる。(1)メルト成分に富むレ
ルゾライト岩体、やや枯渇する深海性かんらん岩，オフィオライトのマントルセクショ
ンで認められる強親鉄性元素間の分別や濃度変動はごく小さく、低圧下における通常の
マントル融解過程（融解度20％以下)では、固相側に残存する硫化物が主要ホストとな
りマグマ中への分配を制限している。(2)高枯渇度の前弧域ハルツバージャイトやキン
バライトに捕獲されるクラトンかんらん岩（融解度20-50％)では、硫化物の消費を反映
し、白金、パラジウム、レニウムに乏しいパターンが卓越するが、他のオスミウム、イ
リジウム、ルテニウムは白金族鉱物が安定化することで固相側に概ね保持されている。
(3)アルカリ玄武岩に捕獲されるレルゾライトやメルトとの反応により生成したダナイ
ト／ハルツバージャイトでは、ルテニウム以外の白金族元素に枯渇する傾向があり、深
部由来メルトの浸透に伴い硫化物や白金族鉱物の安定関係が変化した結果、液相側に白
金族元素が効果的に放出されていることが示唆される。このことは、一部の白金族元素
を多量に含むマグマは単純に高部分融解度で生成したわけではなく、高圧下で生じたマ
グマがマントルリソスフェアを浸透した結果を反映している可能性を示している。	
 
Highly siderophile element fractionation during mantle melt extraction
*A. Ishikawa1, 2, R. Senda2, K. Tani3, K. Suzuki2, and T. Ishi4 (1Univ. of Tokyo, 2JAMSTEC,
3
National Museum of Nature and Science, 4Fukada Geological Institute)
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2E07

Magmatic evidence for the Arabian plate and Biston-Avoraman
block (west Iran) collision during the late Cretaceous: Sr-Nd
isotopes and U-Pb ages from the acidic rocks in the Harsin area
O Nouri, F.1,4, Azizi, H.2, Orihashi, Y.3, Asahara, Y.4 and Yamamoto,
K.4
（1 Tarbiat Modares Univ., Iran, 2 Faculty of Engineering, Univ. of
Kurdistan, Iran, 3 Earthquake Research Institute, Univ. of Tokyo, 4
Graduate School of Environmental Studies, Nagoya Univ.）

The Zagros fault is suture zone of the Arabian and Iran plates which collided in the late
Miocene. Ophiolite complexes along this zone have been considered as remnant of the
Neotethys oceanic crust. In the Zagros suture zone, two parallel ophiolite belts situated between
the Biston-Avoraman block (BAB) and Arabian plate in the west and Sanandaj Sirjan zone
(SSZ) in the east. Azizi and Moinevaziri (2009) and Azizi et al. (2011) suggested that the
Arabian and Iranian plates collision occurred in the Miocene, probably in the late Miocene. The
distribution of the parallel ophiolite belts in the west and east of the BAB mainly suggests the
possibility for multistage collision in this area: collisions of the Arabian-BAB and the
Arabian-Iran plates occurred during the different periods.
Our target in this presentation is to report the age of high Na acidic rocks in the Harsin
area in the west of Iran. The Harsin area is the suture of the Arabian plate and BAB. The acidic
rocks (subvolcanics and volcanic rocks) are characterized by high SiO2 and Na2O and low K2O
contents. They are mostly classified as low potassium tholeiitic magma series and have an
obvious similarity to oceanic plagiogranite with fairly high Na content. The low 87Sr/86Sr and
high 143Nd/144Nd ratios with the chemical compositions and petrological data infer that the
Na-rich acidic rocks probably originated from the partial melting of the altered low-K basic
rocks during the collision of the Arabian plate and BAB. The U-Pb ages yielded 94.6±2.7 Ma
(2σ) for baddeleyite and 95.0±2.4 Ma (2σ) for zircons, revealing that the acidic rocks were
crystallized in the late Cretaceous. New scenario is that the hydrated basaltic rocks were
squeezed between the two plates during the early stage of the collision and that the partial
melting of these rocks then occurred. We propose that the late Cretaceous collision between the
Arabian plate and BAB in the Arabian passive margin preceded the main collision between the
Arabian and Iran plates in the Miocene.
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オスミウム同位体組成と天然多結晶ダイヤモンド（カル
ボナド）の起源	
 

	
 	
 
○白石智子 1、仙田量子 2、鍵裕之 1、角野浩史 1、鈴木勝彦 2
（1 東京大学、2 海洋研究開発機構）
カルボナドは天然多結晶ダイヤモンドの一つで、 1μm 前後のダイヤモンドの集合
体である。カルボナドは、(1)キンバライトで産出しない、(2) 軽い炭素同位体比を持つ、
(3)マントル由来の鉱物を包有物として含まないといった、マントル起源のダイヤモンド
とは大きく異なる特徴を持つ。カルボナドの成因としてマントル起源以外の様々な仮説
が提案されているが（Robinson, 1978; Smith and Dawson, 1985; Garai et al., 2006; Ozima et
al., 1991; Ishibashi et al., 2012; Haggerty 2014）
、議論に決着はついていない。
カルボナドは多くの粒界を持つ多結晶体であるため、元々粒界に存在した生成当時
の情報は、ダイヤモンド生成後に風化や変質などによって失われている可能性が高い。
これまでの研究では、この粒界の情報と、カルボナド生成当時の情報を保持していると
考えられる粒内の情報を、区別せずにカルボナドの起源を議論していることが考えられ
る。本研究では、粒界の情報と粒内の情報を区別することでカルボナドの起源を明らか
しようと試み、中央アフリカ共和国の漂砂鉱床で採取されたカルボナドについて Os 同
位体組成の測定を行った。
Os 同位体比（187Os/188Os）は、187Os の親核種の Re が Os に比べ液相濃集度が高いた
め、地殻物質ではマントルに比べ高い値を示す（例えば上部大陸地殻では 1.0-1.4、マン
トルでは~0.13）。本研究では粒界と粒内の Os 同位体比を区別して測定するために、2
段階からなる試料処理を行った。1 段階目では数十ミクロン前後に粉砕したカルボナド
から、カリアスチューブ分解法(Shirey and Walker, 1995)で Os を抽出し「粒界の Os 同位
体比」を得た。2 段階目では 1 段階目から回収した固体試料を真空中でグラファイト化
し、1 段階目と同様に Os を抽出した。Os の抽出に用いた逆王水はダイヤモンドと反応
しないため粒内に取り込まれた Os は 1 段階目では抽出されないが、2 段階目で試料を
グラファイト化することでダイヤモンド粒内に含まれていた Os を抽出できる。すなわ
ち 2 段階目の試料処理で、ダイヤモンド粒内に取り込まれていた Os が抽出され、
「粒内
の Os 同位体比」が得られる。
以上の 2 段階の Os 同位体組成測定から、カルボナドの粒界では 187Os/188Os=0.49-1.25、
粒内では 187Os/188Os=0.23 という予察的な分析値を得た。また同位体希釈法で求めた Re
濃度から、粒界では 187Re/188Os=37-262、粒内では 187Re/188Os=242 という分析値を得た。
これらの結果から、Os 同位体比は粒界に比べて粒内の方が低く、年代効果を考えても
その差は有意であり、Os 同位体比の高い粒界はより強く地殻物質の影響を受けている
ことが明らかになった。
Osmium isotopic composition of natural polycrystalline diamond (carbonado) and implications
for its origin
*N. Shiraishi1, R. Senda2, H. Kagi1, H. Sumino1, K. Suzuki2 (1Univ. Tokyo, 2JAMSTEC)
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北西太平洋のアウターライズ手前で活動した	
 
プチスポット初生マグマの最終平衡温度圧力条件	
 
○町田嗣樹 1、小木曽哲 2、平野直人 3
（1 早大・創造理工、2 京大・人間環境、3 東北大・東北アジア研）

プチスポットの成因解明のために、「そもそもマグマがどの様に生成されたのか？」
ということについては、不明瞭な点が多い。そこで近年我々は、マグマ生成メカニズム
を制約するために『複数相飽和実験』に取り組んでいる。我々が最初に行った、北西太
平洋のアウターライズ手前（プレート屈曲部）に存在する最も若い海丘（湯川海丘：試
料採取地点番号 KR04-08 D08）から得られた玄武岩に対する実験（町田ほか，2012 年地
球化学会）によって、プチスポット初生マグマは、約 1280 ℃、約 2.1 GPa の条件で、
枯渇カンラン岩（ハルツバージャイト）と最終平衡にあったという結果を得た。つまり、
北西太平洋（WP2）のリソスフェア−アセノスフェア境界の深さが 82 km であること
（Kawakatsu et al., 2009, Science）を考慮すると、プチスポットマグマの最終平衡の場は、
リソスフェア下部（約 65 km）である。これは、「プチスポットはアセノスフェア上部
（約 90 km 以深）に存在するマグマが噴出し生じた火山である」とする従来の仮説
（Hirano et al., 2009, Science）に反するように見える。しかし、この条件が同様なプレー
ト屈曲部で活動した他の火山においても共通するのであれば、プチスポット成因解明の
大きな制約になる。そこで、これを検証する目的で、湯川海丘の約 2 km 北に位置する
海丘（試料採取地点番号 YK06-05 6K#879）、および日本海溝海側斜面のプチスポット火
山フィールドの海丘（試料採取地点番号 KR97-09 10K#56）
（噴出年代とプレート移動速
度（Hirano et al., 2001, GRL）より、現在湯川海丘が位置する様なプレート屈曲部で噴火
したと推定されている）から採取された２つの玄武岩について実験を行った。
実験は、これまで同様、京都大学のピストンシリンダー型高温高圧発生装置を用いて
行った。各主要元素の酸化物、水酸化物、炭酸塩の試薬を用いて、Fo=90 のかんらん石
と平衡共存する初生マグマ組成（かんらん石最大分別法により求めた）、および CO2-H2O
含有量（Okumura and Hirano, 2013, Geology）を再現し、出発物質を作成した。その他の
手順は、町田ほか（2012 年地球化学会）と同様である。実験の結果、6K#879 は約 1280 ℃、
約 1.8 GPa の条件で、かんらん石・斜方輝石・単斜輝石が飽和し、10K#56 は約 1275 ℃、
約 1.4 GPa の条件で、かんらん石と斜方輝石が飽和した。つまり、プチスポットの初生
マグマが、リソスフェア下部（およびそれ以浅）において周囲のカンラン岩と最終平衡
にあったことは、マグマ噴出位置や噴火年代の違い関わらず共通する条件である。
The final equilibrium pressure and temperature for the primary petit-spot magma that erupted
just before the outer rise in the northwestern Pacific.
*S. Machida1, T. Kogiso2, N. Hirano3, (1Waseda Univ., 2Kyoto Univ., 3Tohoku Univ.)
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2E10

一ノ目潟におけるマントル・下部地殻捕獲岩の Sr, Nd,
Hf, Pb 同位体組成
○岡林識起 1、福山繭子 1、Nguyen Hoang2、小笠原正継 3
（1 秋田大院工学資源学、2 ベトナム科学技術アカデミー地質科学
研究所、3 産業技術総合研究所地質情報研究部門）

地球深部のマントルや地殻下部の特徴や進化の様子を明らかにするために、Sr や Nd,
Hf, Pb の同位体比が広く用いられている。そのため、これらの元素を一つの岩石試料か
ら迅速に分離・抽出するためのイオン交換法が必要となる。我々は、Sr, Nd, Hf, Pb の 4
つの元素を同一の岩石試料から効率的に分離・抽出するためのイオン交換法を検討した。
このイオン交換法は、まず Sr レジン（Eichrom Technologies 社）を用いて Sr と Pb をそ
れぞれ抽出する。その後、Sr, Pb 分離後の溶離液を Ln レジン（Eichrom Technologies 社）
に導入することで、Nd と Hf をそれぞれ抽出することができる。この方法を用いること
により、上記 4 つの元素の分離・抽出を 1 日以内で完了することが可能であり、また微
量試料におけるこれら 4 つの元素抽出も可能としている。
秋田県男鹿市に位置する一ノ目潟はマントル捕獲岩が産出することが知られており、
多くの研究者によってマントル捕獲岩の研究が行われている(e.g. Kuno, 1967, Satsukawa
& Michibayashi, 2014)。これまでに、一ノ目潟から得られる捕獲岩の Sr 同位体比や Nd
同位体比を用い、島弧下のマントルの進化を明らかにするための研究がおこなわれてき
た（e.g., Zashu et al., 1980, Yamamoto et al., 2013）。しかし、一ノ目潟の試料については、
Pb 同位体や Hf 同位体のデータは今まで得られていない。そこで、上記のイオン交換法
および MC-ICPMS を用いて、一ノ目潟から産出した捕獲岩であるかんらん岩、輝石岩、
はんれい岩を対象に、Sr、Nd、Hf および Pb 同位体組成の分析を行った。本研究では、
これら 4 つの同位体組成を組み合わせることで、日本列島下におけるリソスフェリック
マントルの進化を解明することを目的としている。同位体分析において、かんらん岩及
び輝石岩は全岩試料および単斜輝石のみを鉱物分離した試料についてそれぞれ同位体
比を測定し、はんれい岩については全岩試料の同位体比測定をおこなった。同位体の分
離・抽出は秋田大学に新たに設置されたクリーンルームを使用し、また同位体比測定に
は秋田大学の MC-ICPMS (Nu Plasma II; Nu Instruments)を用いた。本発表では得られた
Sr, Nd 同位体比を先行研究において報告されている値と比較するとともに、新しく得ら
れた Pb, Hf 同位体比から、一ノ目潟のマントル捕獲岩および下部地殻由来と考えられる
はんれい岩が示す特徴について議論する。

Sr, Nd, Hf and Pb isotope composition of ultramafic and mafic xenoliths from Ichinomegata
*S. Okabayashi1, M. Fukuyama1, N. Hoang2 and M. Ogasawara3 (1Akita Univ., 2Inst. Geologic.
Sci., Vietnamese Acad. Sci. & Tech., 3GSJ, AIST)
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