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「ドッカーン」と火山が噴火するのは，火山の
下でマグマ中に溶けていた水が大気圧にさらされ
分離し水蒸気になり，体積が急激に増加するため
である。この様は，炭酸飲料の蓋をあけた時の，
二酸化炭素の発泡によく喩えられる。マグマに溶
け込む水はどこから来るのだろうか？ 実は，火
山の下 100 kmの深さではプレートがマントルの
下に沈み込んでおり，そのプレートから水が運ば
れると考えられている。それではその水は，どこ
から来て，どのような化学組成なのだろうか？

	海洋プレートからマントルへ

いまから 50年前に，プレートテクトニクス理
論が構築され始めた。その当時から，沈み込む海
洋プレートによって水流体やマグマが供給され，
沈み込み帯のマグマが生成されると提案されてい
た（図 1）1。
プレートは，沈み込む前に海溝よりも海側（アウ

ターライズ）で割れ，その割れ目に沿って水を含み，
沈み込みにともない，徐々に脱水していくと考え
られている。そして，圧力の低い（温度も低い）場所
で脱水した水流体には水に溶けやすい元素のみが
溶存し，圧力の高い（温度も高い）場所では水に溶け
にくい元素も溶けると想像されている2。
火山岩はマグマが冷えて固まったものである。
実は，火山岩の化学組成には謎があり（後述），そ
れを説明するためには，海洋プレートから水流体
とマグマの 2つの成分がマントルに加わりマグ
マを生成すると考えられている2。
プレートからマントルにもたらされる水の性質
を知ることが鍵となる。それは，火山岩の化学組
成から類推する以外にないのだろうか？

	マントル中の “水の化石”

海洋プレートが沈み込んでいくと，やがて地殻
（およそ 30 km）を越えてマントルに達する。さらに
沈み込んでいくプレートと地殻の間には，それら
に挟まれたマントルの領域ができる。この領域を
マントルウェッジ（マントルの “くさび”）という（図 1）。
沈み込むプレートによってもたらされる水流体
は，マントルウェッジに移動し，結晶構造の中に
入ったり，流体として割れ目に沿って上昇したり，
鉱物の粒間を濡らしながら移動する。
筆者らは，マグマが上昇する時にひっかけてき
た，“マントルの岩石”（マントル捕獲岩）中に炭酸ガ
スを含んだ塩水を発見した3。マントル捕獲岩は
ピナツボ火山（フィリピン）の火山岩に含まれていた
（詳細次節）。
このように，マントル捕獲岩中の流体包有物に
は，マントル中の水の情報がいわば “化石”のよ
うに封じ込められていたのである。

	封じ込められていた塩水

ピナツボ火山の 1991年噴火は，20世紀におけ
る最大の噴火で，300億トンのデイサイト岩＊1が
噴出した。
鹿児島大学の小林哲夫さんたちは，降下した軽
石と軽石流堆積物から，マントル捕獲岩（角閃石を
含むスピネル―ハルツバージャイト）を採集した（図 2A）＊2。
筆者は京都大学の芳川雅子さんとともに，その
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＊1―火山岩はシリカ（SiO2）の比率で分類され，デイサイトは
シリカを 63〜70％含む。
＊2―捕獲岩はカンラン石，斜方輝石と少量のスピネルからな
り，トレモライト角閃石とフロゴパイトを含む。
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岩石薄片を観察した。捕獲岩のカンラン石にはた
くさんの流体包有物が存在し，その大きさは
0.03 mm以下で，ラマン分光法によると，液体

のH2O，マグネサイト（MgCO3，炭酸マグネシウム）と
水蒸気の気泡で構成される（図 2B）。
京都大学の大学院生だった熊谷仁孝さんが流体
包有物中の水流体の塩濃度を推定した。顕微鏡の
ステージ上においた液体窒素を利用した冷却加熱
観察装置に入れ，冷却・加熱を繰り返すことで，
流体包有物中の氷の融解温度を決定する手法（マイ
クロサーモメトリー法）を用いた。結果は，5.1±1.0 
重量％ NaClの塩水であると判明した。

	温度と水の関係

ピナツボ捕獲岩は，（1）二酸化炭素を含む塩水
からなる包有物と，（2）トレモライト角閃石を特
徴とする。
温度が上昇すると，水流体に溶存するケイ酸塩
成分の量は増大する。たとえば，圧力 1.5 GPa（1.5

万気圧，深さ 45 km）において，SiO2―H2O系で 1000
℃では 35重量％のシリカが水に溶けるのに対
し，900℃では 15重量％しか溶けない。ピナツ
ボ捕獲岩に流体包有物が取り込まれた温度の情報
はわからないが，流体包有物にH2O―CO2―

NaCl以外の成分が含まれているという証拠はな
いので，低温で封じ込められた，わずかな量のケ
イ酸塩成分しか溶かしこんでいない水流体だった
と考える。この付近のモホ面の深さにおいて，ト
レモライト角閃石が安定に存在できる温度の上限
値 830℃よりも低かっただろう。
この流体包有物の発見により，ピナツボ火山は
火山フロント（火山列の海溝側の前線）に位置し，その
下のやや前弧側（海溝側）の最上部マントルには，
二酸化炭素を含む塩水が存在すると想像する（図
3）。これに対して，より背弧側の地下には高温で
部分融解状態のアセノスフェア（およそ深さ 80 kmか

ら 200 kmまでの比較的流動性に富むマントル層）が存在す
る。アセノスフェアに水があると，水はマグマに
吸われてしまう。マグマ中の水の溶解度は高いの
で，水はマグマに溶け込んでしまい，スラブ（沈み
込むプレート）から来た水は，アセノスフェアを水と
しては通り抜けられない。
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図 2―（A）ピナツボ（右）とサンカルロス（左）のマントル捕獲岩
アメリカ合衆国アリゾナ州のサンカルロスに産出する捕獲岩は，
ほぼ無水のマントル物質で，カンラン石は透明な緑色である。
フィリピンのピナツボの捕獲岩には，流体包有物がたくさん含
まれており（B），散乱光のため透明感が少ない。
（B）ピナツボの捕獲岩のカンラン石中の流体包有物
塩水と水蒸気と炭酸塩鉱物からなるほか，カンラン石との境界
には含水鉱物である蛇紋石と滑石ができている。一番大きい流
体包有物の大きさが 0.03 mm。
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	沈み込み帯のマグマの長年の謎

沈み込み帯のマグマと中央海嶺のマグマでは，
組成に違いがある。沈み込み帯のマグマの最大の
特徴は，中央海嶺のように玄武岩だけではなく，
よりシリカに富んだ安山岩なども多く産出するこ
とにある。大陸地殻の平均組成は安山岩であり，
海洋プレートの沈み込みによって安山岩がどのよ
うにして作られるのかが大問題であり続けた4。

沈み込み帯のマグマのうち，マントルで生成さ
れたと考えられる玄武岩の化学組成の特徴は，水
流体によって運ばれる元素が，中央海嶺の玄武岩
よりも多く含まれていることにある。そこで，海
洋プレートから水流体が加わってマントルが溶け
るという仮説を多くの研究者は信じた。その後，
堆積岩を部分的に溶かしたマグマが加わるとすれ
ば，よりよく説明できると考える研究者が増えて
きた。それが 1990年の後半以降である。今日で

コラム
有馬型熱水も海洋プレートから？

ピナツボ捕獲岩の流体包有物中に含まれる二酸
化炭素は，沈み込む南シナ海プレートから脱水し
て上がる水流体に，海洋プレート中の炭酸塩鉱物
が溶解したものと考える。ピナツボ捕獲岩の流体
包有物の塩濃度は 5.1％で平均的な海水の塩濃度
3.5％に近い。
一方，塩化物―二酸化炭素を溶存する高温の温

泉（有馬型熱水と呼ばれる）が近畿地方に点在するこ
とが昔から知られていた。有馬型熱水はそのヘリ
ウム同位体比がマントルの値を示すことから，マ
ントルを通って地表に出てきたものと考えられて
いる5。だがこれらの温泉は，火山フロントより

も南海トラフ側にある。つまり，火山がない地域
であるのに，マントルの同位体比をもっている。
この地域で沈み込むフィリピン海プレートも，

形成年代が若く温かい＊3海洋プレートである。
その影響をうけて，スラブ由来の二酸化炭素塩水
が上昇し，マントルウェッジを通って地表にもた
らされたと考える（図 3）。
南海トラフから有馬温泉の直下までの 240 km

を年間 4 cmずつプレートが沈み込んでいると仮
定すると，約 600万年かかる。プレートから地
表までどのくらいの時間をかけて上昇するかはわ
からないが，有馬や宝塚では少なくとも 600万
年以上前の海水起源の温泉水ということになる。

＊3―形成年代の老若によって相対的に温度が異なることをさす。
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図 3―沈み込み帯のモデル
沈み込むプレートは前弧域で脱水し温泉となり3，より深部で超臨界流体をマントルに付加し火山を形成する7。
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は，沈み込み帯のマグマには海洋プレート由来の
マグマ成分と水流体成分が認められるようになっ
た（図 4）2。
筆者らは，海洋プレートから超臨界状態で流体
が加わり（詳細後述），それがマグマと水流体に分離
して 2種類のマグマを生成すると考えている6。

	玄武岩と安山岩をどう作るか？

沈み込み帯を特徴づける火山岩の中に，高Mg
安山岩がある。日本列島では 1400万年前に瀬戸
内火山帯という高Mg安山岩を噴出する火山活動
があった4。高Mg安山岩は，かつては，通常よ
りも高温条件で比較的浅いマントルに水（H2O）が
加わることで生成することができると考えられた。
その後，同位体組成などを調べると，H2Oだけ
では説明がつかず，高Mg安山岩を作るためには，
プレートの堆積岩を溶かしてマントルに加えるこ
とが提案された。
この高Mg安山岩は，玄武岩と同時に噴出する。

この共存については，H2Oの多寡，温度の高低，
堆積岩成分の多寡などで説明されるのが通常であ

るが，2つのマグマが明瞭に存在することをうま
く説明できているとは言えない4。
筆者らの仮説では，深いところで作られた超臨
界流体が浅いところでマグマと水流体に分かれ，
マグマは高Mg安山岩になり，水流体はマントル
を溶かして玄武岩を作る，と考える（図 3）。その
ように見れば，2つのマントル由来のマグマの存
在をうまく説明できる6。
通常の沈み込み帯のマグマでは，高Mg安山岩

と玄武岩のように主成分化学組成に明瞭な違いは
ないが，微量成分化学組成を解析すると，マグマ
と水流体の 2つの海洋プレート成分が必要と考
えられている（図 4）。また，沈み込み帯のマグマ
に 2種類のマグマが共存している例が，ほかに
もある。生成年代の若い海洋プレートが沈み込む
際にできるアダカイト・マグマは高Mg安山岩の
一種で，やはり非アダカイト・マグマと共存して
いる。

	マグマと水の臨界終端点を超えて

圧力が低い条件では，水流体とマグマは別の流
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体相であるが，圧力が高くなるにしたがい，マグ
マにはH2Oが溶け込み，水流体にはマグマ成分
が溶け込むようになる。そして，ついには，水流
体と含水マグマが同一になる。この条件を臨界終
端点と呼ぶ。シリカとH2Oの間の臨界終端点は
1 GPa，1000℃で，1962年に実験で確認された6。
筆者らは共同研究者たちとともに，沈み込む海
洋プレートの上面にある堆積岩と，高Mg安山岩
（マントルのカンラン岩と水流体が共存する時に水流体に溶け込

むケイ酸塩成分）を使用して，これらと水流体の臨界
終端点を求めた7。その結果から以下のような描
像を考えている。
火山弧の下では，海洋プレートの堆積岩層から
超臨界流体がマントルウェッジに加わり，その超
臨界流体は高Mg安山岩質超臨界流体に組成を変
化させる。高Mg安山岩質超臨界流体はマントル
ウェッジ内を上昇する途中で，安山岩質マグマと
水流体に分離する。その際，マグマに溶けやすい
微量成分元素と，水流体に溶けやすい微量成分元
素が分別する。主要成分元素はマントル鉱物と平
衡に共存する組成になるが，微量成分元素はより
大きな自由度で存在度を変化させることができる。
そのため，微量成分元素を用いてマグマの化学的
性質を議論する研究が多くなされている（図 4）。
安山岩質マグマは，堆積岩由来と見える微量成分
元素の特徴をもち，水流体がまわりのマントルを
溶かしてできる玄武岩質マグマは，水溶性の元素
のみが濃集する。

臨界終端点をどうやって
決定するか

地球内部で何がどのように起こっているかを知
るためには，従来は，急冷回収実験を行なってい
た。高温高圧条件から，温度を急冷し，次に圧力
を大気圧に戻すことにより，回収した実験生成物
を観察する手法だ。H2Oに飽和したマグマや水
流体は，反応速度が早く，数秒かけ急冷する間に
変化していまい，急冷回収実験では高温高圧条件
での状態を保持できないのが課題であった。

1997年以降，マグマと水流体の関係を高温高

圧条件で「その場観察」することができるように
なった（図 5）。しかし，この実験では比較的低温
で溶けるマグマしか実験できず，また，実験でき
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図 5―1～2万気圧での外熱式ダイアモンドアンビルセルを用
いたその場観察実験の様子
富士火山 1707年噴火の安山岩と水流体の間の臨界現象。高温
状態では，流体相は 1相でいくつかの溶け残り結晶と共存し
ているが，温度を下げ臨界点に達すると，全体にもやもやする。
臨界現象特有の現象で，微小なマグマと水流体に分離している。
さらに温度を下げ，マグマ（色がついていて玉になっている）と
水流体（無色透明）に分離が進む。細長いのは結晶。水流体とマ
グマは反応が速く，超臨界流体 1相の状態から 1秒以内に急
冷しても，急冷している間にマグマと水流体の 2相に分離し
てしまう。
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る圧力も低圧に限られていた。
東京大学地震研究所の三部賢治さんと岡山大学
地球物質科学研究センターの神崎正美さんらとと
もに，筆者が兵庫県にある SPring-8の放射光 X
線を用いて，大量のH2Oとマントル物質や玄武
岩との間の臨界現象を，「その場観察」する実験
を開始したのは 2002年であった。これは，2つ
のダイアモンド単結晶にマグマと水流体を挟み，
高温高圧条件で強力な X線を用いた「レントゲ
ン撮影」 により，両者の関係を見るという試みで
あった。
圧力が低い条件で温度を上げると，マグマと水
流体は別個の相として存在し，それらの密度の違
いから X線像にコントラストがつき観察できる
（図 6の上）。圧力が高い条件では，マグマと水流体
は一つの相になり，両者の違いは観察できない。
図 6の下は，そのような相の中を試料に混ぜた
金の粉がゆっくりと重力方向下側に落ちていく様
子が観察できる。

海洋プレートの最上面にあって，常に下から水
流体が供給されている堆積岩―H2O系で深さ 80 
km，マントルで水流体と共存できる安山岩（高Mg

安山岩）―H2O系で深さ 90 kmに，臨界終端点が
あると推定した7。これらの深さは火山フロント
直下の海洋プレートの深さよりも浅く，マントル
ウェッジに存在する流体の状態を決定する重要な
条件である（図 6）。

超臨界流体がマグマと
水流体に分かれる

臨界終端点条件よりも深いところでは，マグマ
と水流体の区別がなくなり，薄い（水流体に近い）超
臨界流体か，濃い（マグマに近い）超臨界流体しか存
在しなくなる。薄いか濃いかは温度によって決ま
る。温度が高ければ濃くなり，低ければ薄くなる。
筆者らが気づいた重要な点は，超臨界流体が上
昇し臨界終端点に到達すると，マグマと水流体に
分離する点である（図 5，図 6）。筆者らの提案する
仮説では，超臨界流体がマントルウェッジを上昇
する際に，臨界終端点にぶつかりマグマと水流体
に分離し，マグマはマントルと反応し，シリカに
富むマグマ（安山岩）を作り，水流体はマントルを
溶かして玄武岩を作る。火山岩の化学組成を解釈
する際に，これまでスラブ流体がマグマ成分と水
流体成分に分かれることを考慮に入れた考察はな
かった。新しい作業仮説（一種の先入観8）を用いるこ
とで新たな情報を読み取ることができると期待す
る。

	スラブ流体中の塩素イオンの効果

2種類のマグマの成因関係は，海洋プレートか
らの超臨界流体のマグマと水流体の分離で説明で
きる可能性がある。ただし，その妥当性の議論は，
高温高圧条件におけるマグマと水流体の間で微量
成分元素が分配される係数を理解する実験結果を
待つ必要がある。
これまでに急冷回収方法で得られている，マグ
マと水流体の間の微量成分元素の分配係数に関す
る重要なデータは，鉛のデータである。鉛は沈み

0.4 mm

0.5 mm

マグマ

水流体

超臨界流体

金の粉

図 6―放射光 X線ラジオグラフィー像
上は高温高圧力条件で高Mg安山岩マグマと水流体が共存して
いる状態を示す。下は臨界終端点よりも高圧条件で 1相にな
った堆積岩組成の超臨界流体中を，金の粉が落ちていく様子。
いずれも放射光実験施設 SPring-8で撮影。動画は下記のサイ
トにある：http://www.pnas.org/content/suppl/2012/10/26/ 
1207687109.DCSupplemental
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込み帯のマグマに特徴的に多く含まれる元素の一
つである（図 4）。鉛は塩素が含まれている系にお
いては，マグマよりも塩水によく溶け込むが，塩
素を含まない系では，マグマに分配され純水には
ほとんど溶け込まない9。この点は現在，放射光
X線を用いた蛍光 X線分析のその場観察で解析
中である。それが正しいとすると，火山フロント
の下ではスラブ流体は塩素を含んだ超臨界流体で
あり，マグマと水流体に分離する際の水流体は塩
素を含んでいる可能性がある。スラブ流体中の塩
素濃度は，微量成分元素の移動に大きな影響を与
えるので，現在，多くの研究者が注目している。

マントルウェッジの温度構造は
まだわからない

海洋研究開発機構の濱田盛久さんの最近の研究
によると，沈み込み帯玄武岩はH2Oに飽和して
いて，上昇とともにどんどんH2Oを出している
ようだ10。1983年に巽好幸さんらが，初生的な
沈み込み帯玄武岩はほぼ無水と考え，マントルウ
ェッジの最高温度を 1400℃と提案11して以来，
マントルウェッジの温度構造はかなり高温である
と仮定されているが，地表で観察できる玄武岩は，
地殻内の浅いマグマ溜まりで再平衡して脱水した
ものである可能性が高い。沈み込み帯のマントル
におけるマグマのH2O量を正確に見積もること
が重要である。さらに，マントルウェッジの温度
構造は，沈み込む海洋プレートとマントルウェッ
ジの境界のカップリングをどう設定するかで，多
様な説が提案されている。今後，天然に産出する
火山岩の化学分析や地震波速度構造・電気伝導度
などの観測によって，よりよく推定できるように
なると期待したい。

	結びに

高塩濃度の水溶液は純水に比べて，多くの金属
イオンを溶存させることができる。沈み込み帯の
マグマの原岩になるマントルに，スラブから金属
イオンが添加されているならば，それは，塩水か
超臨界流体などによると考える。超臨界流体はマ

グマと同じ程度に金属イオンに富むことができる
と考えられている。スラブ流体の塩素の起源と進
化過程を知ることは，沈み込み帯での元素分別を
理解する上で重要である。
日本列島のような沈み込み帯では，地震，温泉，
火山などの地学現象がおこるが，それらは海洋プ
レートから出る水によって引き起こされている。
海洋プレートが水を大陸プレートの下に運ぶため
には，まず海洋プレートが水を含んでいないとい
けないが，その水は海水である。つまり，海があ
ることで，地震や温泉や火山があることになるの
である。
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