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地球内部の水とマグマについての覚え書き

Study notes on water and magmas in the depths of the Earth

川本 竜彦(Tatsuhiko KAWAMOTO)

I started my research as a petrology student supervised by Shohei Banno and Yoshiyuki

Tatsumi at Kyoto University. I described every phenocryst in a single thin section to explain

enigmatic plagioclase morphology and obtained PhD by discussion of processes in chemically

zoned magma chamber. I started highpressure and hightemperature (HPHT) experiments

as a postdoc at Ikuo Kushiro's lab at Tokyo, where I conducted partial melting experiments

of hydrous mantle peridotite with Kei Hirose and duplicated andesitedaciterhyolite mag-

mas by crystal fractionation of hydrous arc basalts. Then I joined the Depths of the Earth

lead by John Holloway at Arizona State University (USA) and became the ˆrst Japanese who

learned how to use multianvil type HPHT apparatus in the States. I proposed a choke point

of subducting hydrous minerals, hydrous mantle transition and generation of komatiite and

kimberlite magmas. After I learned Bassetttype diamond anvil cell from Helene Bureau,

Nikolay Zotov, and Hans Keppler at Bayerisches Geoinstitut (Germany), I moved back to

Kyoto University. With Kenji Mibe, Masami Kanzaki, Shigeaki Ono, and Kyoko Matsukage,

I determined critical endpoints between various magmas and aqueous ‰uids by use of Xray

radiography and suggested new hypothesis for subduction zone magmatism. I have found

seawaterlike saline ‰uid inclusions in mantle xenoliths beneath Pinatubo and others, propos-

ing the importance of being salty in subduction zone ‰uids.

Keywords: Melt and ‰uid inclusion, Plagioclase morphology, Hydrous magmas, Partial melt-

ing, Highpressure and hightemperature experiment, Hydrous wadsleyite, Criti-

cal endpoint, Subduction zone magmatism, Jadeitite

I. は じ め に

学部 3 回生の講義や小豆島への巡検等で，マグマを作る

のに水が必要と知り興味を持った。N.L. Bowen の教科書

にも書かれているように，水はマクスウェルの悪魔そのも

ので，特に岩石学者には人気ナンバーワンだった(Bowen,

1928)。Bowen の教科書の 50 周年記念に出された教科書

でも不動の地位を築いていた(Yoder, 1979)。水はありふ

れた物質で，様々な物性に大きく影響を与えることは確か

なようだったが，部分融解によるマグマの性質に関して定

量性の高い実験研究は，それまでになされていなかったか

らだ。そのような状態に嫌気がさして，19931994 年に当

時大学院生だった廣瀬 敬さんと実験したのが，マントル

カンラン岩に少量の水を入れて部分融解度・温度・含水量

を決定する論文だった。その実験を精確に行うために，水

と鉄に閉じた金属カプセルが必要だった(Kawamoto and

Hirose, 1994)し，少量のメルトを集めることも必要だった

(高橋，1989)。その二つの工夫が成功した時に実験を行な

うことができた。マントルカンラン岩に水を入れて少し溶

かすと，高 Mg 安山岩から玄武岩ができることを示すこと

ができた(Hirose and Kawamoto, 1995; Hirose, 1997)。含

水量を制御した実験で部分融解メルトの組成をきちんと決

定することで，含水条件下で温度と部分融解度の関係が理

解できるようになり，結果として定量性を上げることに成

功した。その後，私の博士論文のテーマでもあった玄武岩

と安山岩の組成ギャップの問題も，玄武岩を部分融解す

る，あるいは逆に温度を低下させ結晶分別することで，安

山岩～デイサイト～流紋岩マグマを再現することに成功し

た(Kawamoto, 1996)。この結果は Bowen の反応原理その

ものであるが，高温ではカンラン石と玄武岩質メルトが共
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存し，ある温度に下げると，カンラン石から斜方輝石に結

晶が変化するに従って，共存するメルトの組成が変化し

た。一定の化学組成の範囲に対応して岩石の名前があるこ

とと，鉱物とメルトの化学反応が対応していたことを理解

することができたことは嬉しかった。同時に，東北日本の

ような島弧の玄武岩には 15 km 程度の深さでせいぜい 1

重量程度の水が入っていて 2 重量では多すぎると結論

した。結晶分別作用でマグマの組成が変化する場合でも，

玄武岩質の下部地殻が部分融解することでケイ長質マグマ

が生成する場合でも，せいぜい 1 重量程度であり 2 重量

では多すぎると提案した。これらは，地球内部の水とマ

グマを研究し始めたころに，私が経験した研究のクライ

マックスの 1 つである。それから 20 数年後，地球内部の

水とマグマの研究で日本鉱物科学会賞をいただいたのを機

会に，私の研究履歴を振り返ってみたい。「マントルウェッ

ジ流体の化学組成」に関して私の関係した研究については

2015 年に地学雑誌に総説を書いた(川本，2015)ので，参

照していただけたら幸いである。また，一般向けの解説

は，ご連絡いただければお送りします(川本，2013川本

ら，2013川本，2017)。

II. 学 部 ま で

地球内部の水の研究の前の話を書いておく。私は静岡県

焼津市で生まれた。9 才で高知市に引っ越し，その後，高

知学芸高校という田舎の高校を卒業した。高知大学教育学

部の附属高校を作る運動によって，当時の附属中学校の教

師らが中心になって 1950 年代にできた新しい私立校だっ

た。当時は附属高校の夢は断念され中学も併設していた。

田舎にしては，各教科とも工夫された授業が行われ，中学

では夏休みに 3 日間の化学実験が組まれていた。理科は物

理も化学も好きだったが，どちらも面白かったので，学科

を選択しなくてもよい京都大学理学部に進学した。しか

し，大学に入ると物理も化学もちんぷんかんぷんだった。

理科の教員免許をとるために各教科の実験を履修した時，

地学では不思議な経験をした。野外に出ると大阪層群の山

の中で貝殻がたくさん出た。私は「縄文人の貝塚のあと」

に違いないと主張したが，他の参加者は昔海の底だったと

いうので呆れた。また，偏光顕微鏡でなにかの薄片を見せ

てもらったが，色とりどりできれいだったとだけ感じた。

干渉色だったのだろう。高校卒業時に大学での専門を決め

ることができなかった私は，3 回生で専門科目の演習をと

ることも決めることができなかった。4 月になってからだ

ろうか，物性物理の演習のくじ引きかじゃんけんで負けて

前期の演習をとれなかった友人に「なにか演習を取った方

がいい。根なし草のまま卒業することになるぞ。地学なら

空いているらしい」と言われた。地球物理の事務に出向く

と，締め切りは過ぎていると門前払いで，地質鉱物に行く

と，定員に満たないのでウェルカムということだった。4

月に登校すると，石とか更にその中の結晶とかを研究して

いる先生方が何人もいるということで大いに驚いた。ま

た，中学のときに「大陸移動説」というものを参考書のコ

ラムで読んだことがあったが，それがリヴァイバルしてい

ることや，昔海の底だったところが山になっていると考え

られていることを知り驚いた。勧めてくれた彼は一度も顔

を出さなかった。

岩石学の講義は月曜日の午前中，坂野昇平先生の機関銃

のような講義だった。造岩鉱物学や岩石熱力学を熱く講義

されていた。顕微鏡の実習は森 健先生と巽 好幸先生に

教えてもらったが，出来が悪く追試を受けた。巽先生が助

手になられた年(Fig. 1a)で，柵山雅則さんが亡くなられ

た年でもあった。新居浜までフェリーで行き，別子に始ま

り小豆島で終わる巡検は楽しかった。寒霞渓の売店で煙草

を買う巽先生から「煙草はどこで買っても同じ値段」と聞

いて驚いたりした。文字通り，何も知らなかった。3 回生

の 9 月に中村一明さんの「火山の話」を読んで感動し，秋

分の日の連休に伊豆大島まで遊びに行った。そして，火山

の研究をしたいと思うようになった。その後修士 1 回生の

時に伊豆大島で噴火があった際も，11 月 21 日の割れ目噴

火を御神火茶屋から観ることができた。その時は翌 1 月に

なって置き去りにした原付バイクを取りに戻った。話を学

部 4 回生に戻すと，卒論で変成岩を研究したいと申し出た

新正裕尚さん(現在，東京経済大学)は坂野先生の居室で，

四国中西部の地質図と地形図を前に協議したそうだ(Shin-

joe et al., 1993)。火山岩をやりたいと言うと無罪放免で，

しばらくして同級生(須藤 章さんSudo and Tatsumi,

1990)が下北半島の第三紀火山岩を，私は兵庫県の神鍋山

周辺の地質と岩石を卒論で研究することになった。神鍋山

では大阪市大の古山勝彦さんの論文通り，降下スコリアの

上に溶岩流が流れていた(古山，1973)。スコリアの薄片を

失敗しながら作り，更に薄片室の技官のお二人にたくさん

作っていただくと，新しいスコリア層が有りそうだと気づ

いた。神鍋山の溶岩流やスコリアはアルカリ玄武岩で，斑

晶鉱物はカンラン石と斜長石のみであった(古山，1976)。

その斜長石の中に，古山さんの記載によるとアルバイト成

分に富んで石基と非平衡な組織を示すものがあった。いわ

ゆる捕獲結晶であった。この組織を論文で勉強すると，柵

山雅則論文集の汚濁帯(dusty zone)を持った斜長石である

とわかった(Sakuyama, 1979b; Sakuyama, 1981)。ちょう

ど 4 回生の時にh山 明先生が助手として着任されてい

た。h山先生の論文(Tsuchiyama, 1985)を読むと，再現実

験もなされている。h山先生の先生だった Lofgren の論文

を読むと，急成長でもガラス包有物をもつ斜長石はできる

ようだ(Lofgren, 1980)。柵山さんの論文を読んでいる

と，同時に蜂の巣状(honeycomb)組織をもつ斜長石と共存

していることが多いようだ。引用されている久野先生の論

文を読むとスケッチ(Kuno, 1936)があり，たしかに 2 種

類のガラス包有物をもつ，周りのマグマと非平衡な斜長石

があるようだった。神鍋単成火山群の火山層序は，新しく
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Fig. 1. (a) Tatsumi family and myself at Hobart, Australia, 1 July 1990. (b) Kei Hirose in Big Island, Hawaii, USA, 8 June 1993. (c) Ex and

present ASU members at Mineralogical Society of America short course at Napa Valley Sheraton, 24 December 1994. Backrow from left: T.

Fisher, unknown, R. Brooker, J. Webster, G. Moore, R. Hervig, P. Ihinger, L. Leshin, K. Roggensack, B. Wood, D. Lescinsky, Middlerow

from left: P. McMillan, unknown, unknown, W. Burnham, A. Navrotsky, unknown, J. Dixon, P. King, T. Kawamoto, Frontrow: H. Zimmer-

man, S. Williams, T. Rushmer, J. Holloway at age of 54 (my age now). (d) Lab members of the Depths of the Earth, April 1997. From left: D.

Vielzeuf, M. Beikman, E. Bailey, W. Burnham, K. Domanik, P. King, T. Fisher, J. Holloway, T. Kawamoto (e) Group photo at Bayerisches

Geoinstitut, July 1997. (f) New year card from Kei Hirose saying `Diamonds broken again, so what?' January 2002.
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認めたスコリア層と，広域テフラを用いて編み直し古山さ

んの層序を少し変更した(川本，1990)。卒論の発表会で発

表すると，鉱物学の森本信男先生が「結晶構造解析はだれ

が行っても同じ結果がでるのに，層序はなぜ異なるの

か」と質問された。作ってもらった多くのスコリアの薄

片を観たことと，広域テフラの概念が古山論文以降に確立

されたことを理由にあげたが，納得された様子はなかっ

た。もう一つ。「～である可能性が示唆される」という曖

昧な表現を使ったら，坂野先生に詰問され返答に苦労した。

III. 修 士 論 文

修士論文では，上述した 2 種類の非平衡組織を持つ斜長

石の成因を解明することにした。柵山さんの論文では，マ

グマ混合によって生成される石によく見られるようであっ

た。久野さんの論文以降 50 年がたっていた。手持ちの薄

片を観てみると，火山岩の斑晶の組み合わせは複雑で，ど

の石を研究すべきかわからなかった。修士 1 回生の時は，

論文を読んでその石を採取したりして過ごした。柵山さん

の黒姫火山の試料も採取した。妙高は山が険しく難しかっ

た。東伊豆単成火山群は原付バイクで試料採取できた

(Hamuro, 1985宮島，1990)。修士 2 回生になって，東

伊豆の玄武岩の中に適切な試料が入っていると感じた。薄

片に含まれるすべての斑晶の反射電子(組成)像を写真に

とって比較することにした。その際，森本研究室にあった

走査電子顕微鏡と熱転写プリンターを使用させていただい

たのは大きかった。当時電子顕微鏡写真は大判(中判)の

白黒フィルムで撮影し暗室で現像しなければならなかっ

た。熱転写プリンターはその手間と時間を節減でき，薄片

内のすべての斜長石，単斜輝石，カンラン石のカタログを

作ることができた。すべての斜長石の「リム」がどこかわ

かるまでにどのくらい時間がかかったかは忘れたが，全斜

長石斑晶に共通の組成をもつ「リム」を認定した。その内

側の組織，組成を整理することで，2 種のガラス包有物を

もつ斜長石と 1 種の持たない斜長石の成因を議論すること

ができた(Kawamoto et al., 1992)。修士 2 回生の 11 月 11

日水曜日に初めてセミナーで「やり直し」を命じられるこ

とがなかった。それまでは，2 度，3 度とやり直してい

た。セミナー後に，巽先生から「これで飯が食えるとは思

わへんけど，お茶位は飲めるんちゃうか」と褒めてもらっ

た。褒めてもらったのは後にも先にもこれしかない。教員

採用試験には落ち続けていたこともあり，博士後期課程に

進学する決心をしたのは，その後だった。実はその年の夏

までは，博士課程に進学するなら，中村一明さんの研究室

に行きたいと思っていたのだが，8 月にお亡くなりになっ

た。7 月に伊豆大島巡検があったのに，参加しなかったの

が悔やまれる。

IV. 博 士 課 程

修士論文では化学的に成層したマグマ溜りで熱やマグマ

がどう移動するのか，一枚の薄片中の斜長石斑晶の組織を

解析することで理解したつもりになった。博士後期課程で

は，その化学的に成層したマグマ溜まりの成因を考察した

いと思った。ある時，多くの火山で玄武岩～玄武岩質安山

岩と安山岩～デイサイトの間に組成のギャップがあること

に気づいた。結晶分別作用で説明されていたが，観察され

る斑晶鉱物だけでは難しい場合があった。さらに，安山岩

とデイサイトの間にも組成ギャップが見られることがあ

り，私は無謀にも液体不混和によって安山岩とデイサイト

の間の組成ギャップができるという仮説を思いついた。一

旦思いつくとそうとしか見えないのだが，論拠は薄く，高

温高圧実験でも再現できなかった。正直なところ，「だれ

も主張していない説だから，主張したい」という望みのな

い illfated な仮説だったと後で思い返すといやな汗がで

る。東伊豆単成火山岩と富士宝永噴火の噴出物の化学組成

と岩石学で，博士論文を書いたが，審査に通常以上の期間

を要した。生意気な学生だったことも災いした。最終的に

は，マグマの分化に関する考察は深まったので，学位を貰

えたと，後年になって外部審査をしていただいた佐藤博明

先生(当時，広島大学，その後，神戸大学)からお聴きし

た。後年，佐藤先生からは，「マグマ混合や結晶分化作用

等のマグマ過程の説明は単なる『言い換え』に過ぎないの

かもしれない」とお聞きし，冷たい汗をかいたこともあっ

た。

V. ポスドク東京大学久城研究室

博士論文でのマグマに見られる組成ギャップは，東京大

学でポスドク研究員をした際に含水玄武岩の結晶分別作用

または部分融解で，玄武岩質安山岩質デイサイト質メル

ト間に共存する斑晶の組み合わせが異なり，メルトの組成

差が小さな温度差で生まれ易いことを示すことで，博士論

文の仮説は必要なくなった。液体不混和仮説を立てる際は

否定法を使ったが，否定法では思いつかない仮説を消去で

きないので地学で扱うような複雑な自然現象を理解するの

には危険だと思い知った。

ポスドク研究員として東京大学の地質教室の久城育夫先

生の研究室で高温高圧実験を始めた。当時大学院生だった

廣瀬 敬さんと，含水マントルの部分融解度と含水量，融

解温度とメルトの化学組成の関係を定量的に示すことに成

功した。当時，久城先生は副学長職をされていたが，毎週

金曜日にピストンシリンダー型高温高圧発生装置(1 号機)

を使って実験をして，自分で研磨し，翌週走査電子顕微鏡

で分析していた。実験でも熱電対が切れるというような失

敗はいっさいされなかった。私と廣瀬さんは，よく熱電対

を切って，お互いキリ太郎，キリ次郎と呼び合っていた

(Fig. 1b)。含水マントルの部分融解実験結果は久城先生

に褒めていただき，寿司屋でご馳走していただいた。当

時，久城先生は寿司屋で常連割引を受けられていた。私も

その後，ニューヨーク州立大学で 2 カ月間だけ実験をする
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機会をいただいたが，その際，寿司屋で常連割引をしても

らったことがある。液体不混和の仮説は捨て去りがたく，

ヴェスヴィオス火山のフォノライトマグマ等で試してみた

が，マグマはよーく混合した。一度，実験生成物を顕微鏡

で覗いていて，「おっ」と声をあげたことがあったが，

リューサイトの丸い結晶だった。等軸晶系なのでメルトに

似ていた。先に述べた含水玄武岩の結晶分化または部分融

解の実験を行ない，玄武岩～安山岩を経てデイサイトに至

る「反応原理」を再現し「一連の分化作用」の軍門に下っ

た。

VI. ポスドクアリゾナ州立大学 Depths of the Earth
研究室

1992 年夏に愛知県岡崎で「地球史の国際会議」(Evolv-

ing Earth symposium)が行われた。丸山茂徳さんが中心と

なって世界中の大物地球科学研究者を集めた文字通りエキ

サイティングな会議だった。Ross Taylor, Ted Ringwood,

Paul HoŠman, Heinrich Holland 等，私達が目にする教科

書を残したスーパースター研究者に初めてお目にかかった

(Ringwood, 1975; Holland, 1984; Taylor and McLennan,

1985; HoŠman, 1988)。その会議で，高橋栄一さんが，当

時名古屋大学の大学院生だった井上 徹さんの仕事を紹介

された(Inoue and Sawamoto, 1992)。150 km よりも深い

ところでは含水マントルを部分融解すると超苦鉄質マグマ

ができるというのだ。高橋さんは「コマチアイトは沈み込

み帯起源」と推論されたが，私の直感は否と言った。太古

代の地温勾配は高いのだから，深いところへ水を持って行

くのは無理だと感じた。

久城研でのポスドク 2 年目の 4 月頃は，「マグマの分化

における酸素雰囲気の違い」を実験的に解明したいと思

い，久城先生に相談するとアリゾナ州立大学の John Hol-

loway 先生が良いだろうと推薦していただいた。ガス圧を

用いた高圧発生装置に水素を混ぜることで酸素雰囲気を制

御できるらしいと考えた。

その前の年に耳にした井上 徹さんの実験結果は，これ

まで含水マントルは安山岩を作るという「常識」を覆すも

のだった。Alan Thompson の論文(Thompson, 1992)等を

読むにつれ，沈み込みで水を深部に持ち込むのは難しそう

だと感じるようになった。そのうち，井上さんは，マント

ル遷移層のワズレアイト[wadsleyite: 当時はまだカンラン

石のベータ相(beta phase of olivine stoichiometry)と呼ばれ

ていた]が含水相である可能性を示していた(Inoue, 1994;

Inoue et al., 1995)。私は東京大学にいた時に「大陸セミ

ナー」というゼミに参加していて，阿部・松井の含水マグ

マオーシャン仮説(Abe and Matsui, 1986)を知っていた。

そのため，含水マグマオーシャンから含水ベータ相がで

き，それが上昇することにより，上部マントル下部で部分

融解が起こり，コマチアイトができるという説を思いつい

た。あとは，含水ベータ相を作るだけだ。

Holloway 先生に連絡すると，マルチアンビル型高温高

圧発生装置を作ったばかりであること，その隣の部屋には

2 次イオン質量分析装置があることがわかった。1994 年の

4 月にアリゾナ州立大学に着いてから，ガス圧装置を私が

触ることはなかった(Figs. 1c and 1d)。このことに関して

Holloway 先生から直接文句を言われたこともなかった。

ベータ相はなかなかできなかった。まずは 300 km 位まで

のマグネシウムに富む含水鉱物相の安定領域を KLB1 組

成のカンラン岩で決定していった。当時もっとも硬いと考

えられていた東芝タンガロイ社製のタングステンカーバイ

トのキューブを 100 個注文し，ベータ相を作ろうとしたが

失敗続きだった。当時，MgO セラミクス粉末を固めてガ

スケットにしていたが，これが堅すぎてガスケットとして

うまく流れずに圧力を発生できないと考えた。東芝タンガ

ロイ社製の F キューブが底をつくと，私は当時井上 徹

さんたちが留学していたニューヨーク州立大学のストー

ニーブルーク校で実験できるように Holloway 先生に頼ん

だ。2 ヶ月の宿泊はニューヨーク州立大学が持ち，航空運

賃とレンタカー代は Holloway 先生が出した。当地には井

上 徹さんの他，安東淳一さん一家もおられて楽しく 2 ヶ

月を過ごすことができた。2 ヶ月間で，たくさんの東芝 F

を減圧時にやはり割ったが，実験は成功した。アリゾナに

帰って，ベータ相の含水量を Rick Hervig さんと測定し含

水マグマとベータ相の間の水素の分配計数を求めた

(Kawamoto et al., 1996)。井上さんの修士論文，博士論文

は私の人生を変えた論文と言える。

私達が発表した論文の仮説は次の通りである。(1) 沈み

込む海洋プレートに多くの含水鉱物が含まれるが，36

GPa の圧力範囲，温度にして 500600 °C を超える範囲で

多くは脱水分解してしまい，それよりも深いところに「残

念ながら」水を運ぶことはできない。その温度圧力領域を

私達は難所を意味する「choke point」と呼んだ。それが

故に，その上に火山弧ができているのだ。背弧に火山はな

い。つまりマグマはできていない。それは水がプレートか

ら来ていないからだと解釈する。(2) ところが 5 GPa よ

りも高圧で水が存在する条件でマントルカンラン岩が部分

融解すると玄武岩よりも苦鉄質なマグマができる。これが

コマチアイトに相当する。どうやって水を深部に運ぶか

これは大問題で，沈み込みにともなって深部に水が運ばれ

たのではないと提案した。上述したように，初期地球の含

水マグマオーシャンから含水ワズレアイトが結晶化して，

初期地球のみに含水マントル遷移層ができていたというの

が私達の提案だ。それが上昇すれば，410 km の上部マン

トルとマントル遷移層の境界を超えたところで含水部分融

解が起こり，コマチアイトマグマが噴出しただろう。コマ

チアイトマグマは太古代に多く噴出していて，それは太古

代にのみ大規模な含水マントル遷移層が形成されていたこ

とを意味するだろう。(1)に述べたように海洋プレートは

マントル遷移層の深さまで水を運ぶことはできない。特に
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地温勾配が高かったと想定される太古代に限って深部に水

を持ち込むことは不可能に思う。つまり，含水マントル遷

移層は地球史において限られた初期にのみ重要だったと結

論した。実験研究者の中には実験室で作ったものが，無条

件に天然にも存在すると考える人たちが稀にいる。もちろ

ん，重要だと考えて研究する訳だが，自分が研究した結

果，天然では重要ではないことがわかってもいいじゃない

かと思う。

その頃には，アリゾナでもパイロフィライトを使ってガ

スケットとすることでマントル遷移層に到達できるように

なった。たぶん温度勾配が大きかったのが良かったのか，

比較的大きな結晶ができるので Joe Smyth さんにお送り

して単結晶構造回析実験をしてもらった(Smyth and

Kawamoto, 1997; Smyth et al., 1997)。実は圧力条件から

てっきりカンラン石のガンマ相だと思ってお送りしたの

が，ベータ相であった。鉄の 3 価がたくさん入っている結

晶(McCammon et al., 2004)で，それまでに知られていた

結晶構造とは少し異なっていた。いまでも Smyth さんは

その結晶構造を追っている。その頃，1996 年に含水マン

トルのソリダス温度を決定する実験を行なった。300 km

の深さまで約 1000 °C で一定だった。Holloway 先生のア

イディアで熱伝導率が高い銀製の肉厚のカプセルを使い，

ほとんど温度勾配がないようにしたつもりだ。300 km よ

りも深いところでは含水鉱物相の安定領域の中に入った。

低圧の含水鉱物の安定領域と高圧のマグネシウムに富む含

水相と私達が決定したソリダス温度に囲まれる領域のみ

「自由な水流体」が存在できる温度圧力条件であると宣言

した(Kawamoto and Holloway, 1997)。それよりも低温，

低圧，高圧条件であれば水は含水相に入り，高温であれば

メルトに入るはずだった。1996 年の AGU での最後の講

演だったが，最後にしては聴衆も西海岸の人たちを中心に

多く残ってくれて，盛り上がったので嬉しかったのを覚え

ている。15の H2O を含むカンラン岩を使って部分融解

実験を行なったが，水が 50程度入っているはずのメル

ト相に大きな気泡は観られなかった。この結果が示してい

ることは実験圧力条件である 5 GPa 以上では，超苦鉄質

マグマと水の間に区別がないのかもしれないことを示して

いた。メルトの化学組成はキンバーライトに似ていたの

で，キンバーライトマグマとは，そういう水ともメルトと

も区別のつかないものなのかもしれないと感じた。

VII. ポスドクドイツのバイエルン地球研究所へ

当時，ドイツのバイロイト大学でアルバイトと水の間の

臨界現象をダイアモンドアンビルセル(DAC)で観察する

実験がなされていた。ちょうど，1996 年の晩夏にブリス

トルで揮発性成分元素の会議があり，その後，スイス工科

大学とバイエルン地球研究所を訪問する機会があり，

Andy Shen に実験の様子を見せてもらった(Shen and Kep-

pler, 1997)。その頃から，この DAC で玄武岩等の臨界現

象を観察することが夢となった。

アリゾナ州立大学に最初は日本学術振興会の，その後は

全米科学財団のお金を貰ってポスドク研究員として約 3 年

滞在することができた。その後，バイエルン地球研究所の

客員研究員という名前のポスドク研究員として渡独した

(Fig. 1e)。バイエルン地球研究所に着いてしばらくする

と，京都大学理学部附属地球熱学研究施設に研究機関研究

員というポスドク研究員の職があるので帰国しないかと巽

先生からメールがあった。ちょうど，フンボルト財団の研

究員の職が内定していて，その後に客員研究員を続ければ

4 年半バイエルン地球研究所で研究できると言われた。ま

た，偶然，スイス連邦工科大学の Allan Thompson さんの

研究費が採択されそのポスドク研究員のオファーもあっ

た。「チューリッヒの給料をもらって，バイロイトで実験

をして，パリで暮らす」と悪い冗談を言って何人かの人の

顔を曇らせてしまった。普通考えるとバイロイトかチュー

リッヒの 2 択だろうが，私は別府に行くことにした。天の

邪鬼だったからだろうか。バイロイトでは「馬鹿な奴だ」

と面と向かって言う人もいた。別府に行ってから，少しバ

イロイトに戻って実験をさせてもらったが，1998 年に

行った実験が印刷されたのは特集号で印刷が遅れたことも

あったが 2004 年だった。

VIII. ポスドクそして助手(助教)京都大学地球熱学

研究施設

バイロイトでは川井型プレスを使って高温高圧実験を行

ない，アリゾナで行っていたマントルカンラン岩(KLB

1)に水をたくさん入れた系での，含水鉱物の安定領域と部

分融解液の化学組成について下部マントル最上部まで行う

ことができ，自分としてはこれ以上することはないと考え

た(Kawamoto, 2004)。また，平行して Hans Keppler さん

からバセット式水熱合成 DAC の手法を教えてもらった。

実際に教えてくれたのは，フランスからのポスドク研究員

だった Háel àene Bureau さん(Bureau and Keppler, 1999)と

ブルガリアの研究員だった Nikolay Zotov さん(Zotov and

Keppler, 2000)だった。人がやらないことをやるのが研究

の醍醐味だと思い込んでいて，他の人がアルバイトや石英

等の研究をやっているのを見て「詰まらなく」考えていた

ので，DAC 内で玄武岩を溶かしてそのメルトのその場観

察を行ないたいと考えていた。百歩譲って安山岩を。玄武

岩を完全に溶かすためには 1000 °C を超えないと難しいよ

うだった。そのため，無理をしても加熱する。しかし，

1000 °C，いや 900 °C ですらいろいろと困難が待ち受けて

いた。「簡単にできる温度条件でできることをすべきだ」

と言ってくれたのはバイロイトに長期滞在していた西海岸

からのベテランの研究者だったが，「それでは詰まらない」

と低温で実験すること等考えもしなかった。その後，4 年

くらいは格闘したが，1000 °C で実験ができたのは数える

程しかなかった。富士宝永噴火の安山岩ガラスやデイサイ
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トガラスを完全に溶かすことは何度かできたが，その実験

の圧力の再現性を確認することができず原著論文として残

すことはできなかった(川本，2004; Kawamoto, 2006)。

高温高圧条件でのその場観察実験を行なう上で一つの大

きな問題として，高温での圧力測定という難問があった。

そのために，高温でも蛍光を出す物質を探したりしていた

が，それよりもなによりも温度が上がらなかったのはどう

しようもなかった。20022003 年頃だったと思うが，実験

もうまく行かず論文も書けなかった私を見かねて，東京大

学物性研究所にいた小野重明さま(現在，海洋研究開発機

構)が，「川本さんが温度を上げたい気持ちはよくわかりま

すが，簡単に実験できる温度圧力条件でいくつか実験をし

て論文を書いてから，温度を上げる実験をされたらどうで

すか」と忠告してくれた。バイロイトで 1997 年に受けた

忠告と同じだったが，5 年かけて失敗しつづけていたの

で，この時は素直に従った。そこで，東京大学の鍵さんの

指導のもと水の高温高圧条件でのラマン散乱光を測定し

た。室温，100, 300 °C と温度一定のもとで，圧力を徐々

にあげながら水の OH 伸縮振動を測定した。300 °C まで

であれば圧力マーカーであるルビーの蛍光線が小さいなが

らも見えるので圧力を知ることができた。朝から晩まで連

続測定した。温度条件が 3 つなので，3 日間の実験という

ことになる。2003 年の 4 月 2 日に夜分遅くまで実験(ノー

トを調べると 100 °C の実験)して，2 つのピークに分離し

て圧力に対してその周波数をプロットすると，折れ曲がっ

ているように見えた。10 時を過ぎていたが，鍵さんの研

究室に電話すると鍵さんが出られたので報告した。その数

日後にウィーンの会議でお会いして，グラフを見せると

「本当だったんですね。てっきりエイプリルフールだと

思っていましたよ。川本さん，1 日遅れですよと思ってま

した」と言われた。当時，水に溶解するケイ酸塩成分の圧

力変化を調べていて，どうも 1000 °C, 3 GPa あたりでケ

イ素に富む組成からマグネシウムに富む組成に急激に変化

するのではないかと考えていたので，思いっきり外挿だ

が，低圧のまばらな構造を持った水から，高圧の密な構造

をもつ水に変化するのではないかと提案した。この論文は

2004 年の 4 月 1 日に掲載された(Kawamoto et al., 2004c)。

その後，高温高圧条件で水のラマン散乱を測定した論文と

して引用されているが，水の構造が変化するという提案が

引用されたことはないと思う。よくもまぁ受理されたもの

だ。

「できる温度条件で実験しなさい」という小野さまの教

えに従い，立方晶窒化ホウ素のラマン散乱光を測定する実

験を当時大阪大学(現在，北海道大学)の永井隆哉さんと

行った。この時は「放射光 X 線を圧力測定のためだけに

使うのは本末顛倒なので，高温での圧力マーカーを作るた

めに放射光実験をしたい」と意気込んだ。SPring8 側と

しては「なんのこっちゃ」という目的だっただろうが採択

された。ビームラインにカイザー社製のラマン分光装置を

持ち込んで，X 線回折実験とラマン分光実験を交互に

行っていた。比較的順調に実験できていたが，魔の時刻で

ある夜中の 2 時すぎラマン顕微鏡の対物レンズのついた鏡

筒を不安定なところに私が置いたのが災いして，X 線を

使って測定中にラマン顕微鏡は大きな音とともに落ちてし

まった。明け方まで時間を使ったが，落とした光学機器は

その後信号を拾わなかった。その後，フランスの大学に出

かけることになっていたので，高温高圧実験の部分のデー

タはほんの少ししか取れなかったが論文にした(Kawa-

moto et al., 2004b)。「素晴らしい論文で直すところはな

く，実験中の写真でもあればぜひ追加して欲しい」いうエ

ディターからの手紙がフランスに転送されて来た。転送さ

れるのに 3 ヶ月くらいは掛かっていたと思う。ちゃんと連

絡がついていたら，3 ヶ月前に出版されたのだが。

IX. マグマと水の臨界終端点の 10 年

小野さまとの約束を上記の 2 つの論文で果たせそうだっ

たので，小野さま，三部さん，ポスドク研究員だった松影

香子さんらと，SPring8 で DAC の高温高圧実験を行なっ

ていた。以前，三部さんらが急冷実験で決定した「マント

ルカンラン岩と共存する水流体に溶解するケイ酸塩成分の

マグネシウムとケイ素の比の圧力変化」(Mibe et al., 2002)

を放射光 X 線でその場観察したいというものであった。

温度は 1000 °C で固定して多くのその場観察実験を行った

が，その結果は 1 点だけ，3 GPa 付近でケイ素に富む組成

からマグネシウムに富む組成に変化するというものであっ

た。これは解釈で，実際には 3 GPa でエンスタタイト(輝

石)組成と同じマグネシウムとケイ素の比が 1 になるとい

うだけのものであった。たくさんダイアモンドを割り

(Fig. 1f)，多くの共同研究者の時間とエネルギーを使った

結果が 1 つだけのデータ点というものだった。しかし，そ

れでもそれまでに得られた実験結果と比較すると，3 GPa

付近で急激に変化すると解釈できた(Kawamoto et al.,

2004a)。なぜ変化するのだろうか。上述した水の構造変化

かもしれないと考えたが，ほかの解釈があった。それは，

以前ほかでも書いたことだが，東京大学地震研究所の火山

科学セミナーで中田節也さんからの「カンラン岩と水の間

の臨界終端点と関係があるのではないか」という指摘で

あった。

岡山大学の三朝の研究所で集会があった時に，小野さま

が，「川本さんがやりたい臨界現象のその場観察実験を，

神崎正美さんの X 線ラジオグラフィーの手法を用いて

SPring8 の川井型プレスでやったらどうですか 三部

が実験をして，私も協力します」と囁いた。松影さんがポ

スドク研究員から茨城大学の講師になるころだったと思う

が，神崎さんにお願いし，三部さんと実験を開始した。当

時三部さんは天下の Geophysical lab に留学中だったの

で，ワシントン DC と SPring8 のある兵庫県佐用町を年

に何回も往復してくれた。最初は水と岩石成分を高温高圧
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力下で封じ込めることがうまくいかなかった。グラファイ

トのカプセルで実験をしていると，途中で割れて試料が外

に漏れたり，爆発したりするのが X 線ラジオグラフィー

で観察できた。そんなもの観察できても面白くなかった。

そのうちに，ワシントンで三部さんが，Fei さんからダイ

アモンド円柱を蓋にして使う方法を提案され，予備実験を

するといい具合らしいとわかった。最初は，水が漏れるん

じゃないかと半信半疑だったが，2 個のダイアモンド円柱

からなる蓋に挟まれるドーナツ形の金属を見事にブリッジ

マンシールとして使い，慣れてくるとさすが天才の名前を

欲しいままにしている三部さんだけあって，徐々に成功し

始めた。最初こそ，重いケイ酸塩を使えばコントラストが

ついて良いだろうとストロンチウム斜長石の組成で実験を

していた(Mibe et al., 2004)が，天然の岩石組成を始める

にあたり，一番知りたかったカンラン岩組成で実験した。

マグネシウムに富んでいて比較的原子番号が小さいから難

しいかもと思いきや，どんどんと成功して行った。カンラ

ン岩と水の間の臨界終端点はスイス連邦工科大学のグルー

プから 12 GPa という論文が出版されていた(Melekhova et

al., 2007)。私は査読者だったが，内部矛盾はないので出

版に賛成した論文だった。三部さんの実験では，臨界終端

点は 3.8 GPa で，スイス連邦工科大学チームの提案の 3

分の 1 の圧力である(Mibe et al., 2007)。しかも，三部さ

んの圧力は火山弧の下の沈み込む海洋プレートの深さと近

い。私達はいろめきたった。その後，玄武岩(Mibe et al.,

2011)，高マグネシウム安山岩，堆積岩と実験をして行っ

た。さらに出版していないが，MgOSiO2H2O 系でも実

験を行なった。高マグネシウム安山岩と堆積岩の実験結果

は，私が主著者になって論文にした(Kawamoto et al.,

2012)。その際，査読者を説得するためにアルバイト水系

の実験も行った。アルバイト水系の実験は，バイロイト

のグループが DAC でその場観察をしている(Shen and

Keppler, 1997)ほか，その昔にフランス人が急冷実験で推

測(Paillat et al., 1992)したものや，スイス連邦工科大学の

グループも急冷実験(Stalder et al., 2000)をしていて，どの

実験も臨界終端点の圧力は近かったので，検証するにはよ

い系だった。スイス連邦工科大学のグループは，カンラン

岩水系で 12 GPa，玄武岩水系で 5.5 GPa (Kessel et al.,

2005)と，三部さんの 3.8, 3.5 GPa と大きく異なっていた。

Alan Thompson がレビュー論文でスイス連邦工科大学の

臨界終端点は正しくないかもしれないと指摘(Hack et al.,

2007)していたので，ゴールドシュミット会議の時に賛成

だというと，「(スイス連邦工科大学が)なぜ間違ったかわ

かるか」と聞くので「(当たり障りのないところで)K の

量も違うし，水も違う」と言ったら，「そう，水が違うか

らね」と言ったのを覚えている。彼らの実験では水が足ら

なくて，飽和していない。そのため，水に飽和したメルト

と水流体の臨界現象を見ていないのだ。メルトと水流体が

共存する条件も確認していない。つまり彼らと私達の実験

手法の違いは，彼らは水が不足していたので低圧でも「水

に飽和したメルトと水の共存」を観なかったし，私達の手

法では低圧で「2 相共存するのはよくわかる」が，高圧で

「1 相になった証拠はわかりにくい」というものだった。

先に書いたアルバイトは低圧で，偶然，実験に入れること

ができた水の量が飽和含水量になっていたので，彼らもな

んとか正しい値を得ることができたのだろう。ベイサナイ

トと水の間の臨界終端点が低圧であることは，オーストラ

リアのマッコーリー大学のグループの実験でも確認されて

いる(Adam et al., 2014)。

三部さんのカンラン岩水，玄武岩水，私の高マグネシ

ウム安山岩水，堆積岩水の臨界終端点の論文は 2012 年

までに出版することができた。実験開始から 10 年が経っ

ていた。カンラン岩水の臨界終端点は 120 km の位置に

あり，それよりも深いところでは，水流体と含水メルトは

連続的に変化する。温度の低いところでは水流体のよう

で，高温になると連続的にメルトに変化するはずである。

また逆に，マグマと水の間の組成に超臨界流体が上がって

来て，臨界終端点に達するとマグマと水に分かれるはず

だ。このことは，Shen and Keppler (1997)や Bureau and

Keppler (1999)でも議論されているところであるが，実際

の岩石組成で臨界終端点の圧力を決定した後で，その意味

はより意義深いものになったと思う。1980 年代から，島

弧のマグマの原材料に，海洋プレート由来のメルト成分と

水成分があると提案されて来ていた(Kay, 1980; Ellam and

Hawkesworth, 1988)。そもそも，どちらを重視するか

で，島弧マグマの成因として，海洋地殻が部分融解するの

か，海洋地殻から水流体が付け加わるのかの対立する議論

があったと考えることもできる。1997 年にマリアナ弧で

研究された Tim Elliott の論文は影響力が大きく，メルト

成分と水流体成分に分けることができて，火山毎にそれぞ

れの寄与が異なると提案された(Elliott et al., 1997; Elliott,

2003)。提案されたモデルは，(1) 火山弧直下で玄武岩が

脱水分解反応する。(21) 沈み込む海洋プレートは前弧で

部分融解して，マグマ成分はマントルに付け加わり，その

成分が対流で移動して(1)でできた水流体と一緒になる。

あるいは，(22) より背弧側で海洋地殻は部分融解し，そ

のメルト成分が対流で火山弧の下に上がって行き，(1)の

水流体と一緒になるというものだった。そのどちらかはわ

からないとうモデルを提案していた。私達の考えでは，火

山弧の直下で超臨界流体が海洋プレートから出て，それが

上昇する際にマグマと水流体に分かれるというものだ

(Kawamoto et al., 2012)。なによりの利点は，火山弧直下

に同時にマグマと水流体が存在できる点である。この仮説

は「だれも言っていない仮説」だったと思う。

X. マグマと水の間の元素の分配係数

スラブから超臨界流体が出て，それがマグマと水に分か

れることで島弧マグマの多様性を説明するという仮説を検
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証するためには，何をすべきかというと，マグマと水の間

の微量成分元素の分配係数を知ることだと考えた。放射光

X 線ラジオグラフィーでマグマと水流体を共存させて，

その各々から蛍光 X 線を取り出すことができれば元素分

配は理解できるかもしれないと考えた。京都大学の小木曽

哲さんが新学術研究領域で研究費を出してくれた。いろい

ろ試したが，SPring8 の 04B1 の川井型高温高圧発生装置

(プレス)を使った実験がうまく行きそうだった。可視光領

域で不透明な圧力媒体を通すので，X 線の吸収が大き

く，重い元素(エネルギーの高い元素)を見ることにした。

その結果，セシウム，バリウム，希土類元素と鉛を入れた

高マグネシウム安山岩を実験に使用した。セシウムは水流

体に多く分配された。バリウムとランタンは塩水になると

若干分配されることがわかった。白色光を使う等実験のデ

ザインに少し問題があるため，これは論文として投稿でき

ていない。また，上記の元素以外に鉛もいれていたのだ

が，実験ハッチ内に鉛はたくさんあるようで，バックグラ

ウンドが高く測定することはできなかった。そのため，

DAC を用いて比較的容易に実験できそうなフランスの放

射光実験設備を利用させてもらうことにした。バイロイト

で同僚だった Háel àene Bureau さんが助けてくれた。私に

DAC を教えてくれた人の一人だ。実はそれまでに Bureau

さんは同種の実験をしていた。そして，鉛の分配係数も報

告していたのだが，Kepplerさんが 1996 年に急冷実験で報

告したデータ(Keppler, 1996)と一見すると正反対の結果

であった(Bureau et al., 2007)。そのことは，Keppler さん

もよく知っていて，私にウインクしながら「なにかおかし

い」と言ったことがある。鉛に関する私達の結果は Kep-

pler (1996)の急冷実験結果を支持するもので，日本の英文

誌の特集号でもあったためか，査読者である Keppler さん

からなんの意見もなく印刷になった(Kawamoto et al.,

2014)。塩水の効果と圧力の効果を分けて考えると，

Bureau さんたちの結果とも整合すると結論することがで

きた。フランスの共同研究者たちは日本の雑誌に出版され

たことを残念に思っていることだろう。私自身が特集号の

編集をしていたので，私からも自信作を投稿すべきと考え

たからだが，納得してくれなかったかもしれない。分配の

結果は，Keppler (1996)の急冷実験の結果と整合的で，す

ぐに論文になったが，結果として先行実験を確認しただけ

で，面白味は少なかったと白状しよう。ただし，余禄とし

て，島弧マグマの化学組成の特徴を説明するには水流体は

塩水であることがよいと示していた。

XI. 天 然 試 料

別府に着任してもうじき 20 年になる。卒論，修論，博

論と第四紀火山を研究してきたからか，最初は九州のどこ

の火山の研究をするのかと聞かれることもあった。しか

し，マントル中の水流体の高温高圧条件での実験をやって

いるうちにどなたにも聞かれなくなった。この間，天然試

料を研究して論文にすることができたことが何回かある。

1 回目は研究機関研究員だった西村光史さん(現在，東洋

大学)と雲仙火山の 1995 年噴火の軽石中の斜長石のガラス

包有物中の水を，顕微赤外を用いて測定した仕事だ

(Nishimura et al., 2005)。研究をすすめていると，東京大

学の先生から「雲仙の仕事は大学院生がやっているので重

ならないようして欲しい。雲仙の石を使うのではなくて，

なんとか山の石でもいいじゃないか」と電話をもらったこ

ともあった。2 回目は研究機関研究員だった濱田盛久さん

(現在，海洋研究開発機構)が伊豆大島の 198687 年噴出物

中の斜長石の水素を測定した(Hamada et al., 2011)。この

時は東京大学から電話は掛かってこなかった。3 回目は，

フランスの中央山塊に分布する玄武岩中のマントル捕獲岩

の二酸化炭素からなる流体包有物の密度を，山本順司さん

(現在，北海道大学)の指導のもとラマン散乱を使って調

べ，同僚の芳川雅子さんと柴田知之さん(現在，広島大学)

が微量成分元素や同位体比を測定してくれ，芳川さんが論

文をまとめてくれた(Yoshikawa et al., 2010; Yoshikawa et

al., 2016)。4 回目がピナツボの超苦鉄質捕獲岩の仕事だ。

この仕事は私の研究者人生を変えるものだった。

濱田さんの斜長石の水素の測定は，たいへん重要な仕事

だったと今でも思う。ポスドク研究員として別府に来てく

れた濱田さんは重要な博士論文をひっさげていた。その内

容は，伊豆大島の玄武岩中の含水量の推定をテーマに，で

きることはすべてやったというものだった。(1) 斜長石中

のガラス包有物の含水量を赤外で測定した。(2) 玄武岩に

水を入れてガス圧高温高圧発生装置で斑晶鉱物の再現を行

い温度圧力とともに含水量を推定した。(3) さらに斜長石

の Ca/Na 組成と玄武岩のそれの分配係数の含水量依存を

調べた(Hamada and Fujii, 2007)。その結果，(1)では低い

含水量が，(2)，(3)では高い含水量が必要だった。それま

でに，私も 1996 年に出版した論文(Kawamoto, 1996)で，

島弧の玄武岩は 12以下の含水量だろうと推定したし，

それは斑晶組み合わせによる推定(Sakuyama, 1979a)とも

整合的であった。しかし，濱田さんは脱ガスする前には高

含水量だったはずだと主張した。ちょうど，その頃，私は

アメリカ鉱物学会のショートコースに出かけて行って，斜

長石の水素をカリフォルニア工科大学(Caltech)の学生

(Elizabeth Johnson さん)と George Rossman さんが測定

していることを知った(Johnson, 2006)。彼女たちは斜長

石と流紋岩マグマの間の水素の分配係数までも決定してい

た。カルテクの博士論文のレベルは高い。帰国して，濱田

さんと相談して，その分析をする準備を始めた。玄武岩か

ら斜長石を取り出して，互いに直交する面を 4 面研磨する

作業は，濱田さんにしかできないのではないだろうか。し

んぼう強くその作業を黙々となしとげる精神力に敬意を払

いたい。その結果，斜長石には 6程度の水を持つマグマ

から晶出したものがあると結論した(Hamada et al.,

2011)。濱田さんのモデルによれば，島弧玄武岩は常に水
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に飽和して脱ガスしながら上昇して来ている。これは島弧

マグマの成因論を覆す大発見だと確信する。Sakuyama

(1979a)以降，私達は，島弧玄武岩の含水量は火山フロン

トで低く，背弧側に行くにつれて高くなると考えて来た

が，その基礎になる根拠は貧弱だと気づいた。深部で水に

飽和し，さらに上昇し停滞したところで脱ガスしていると

すれば，噴出岩の斑晶組み合わせや，メルト包有物の含水

量は浅いところで最終的に平衡になった値を示しているに

過ぎない。少なくとも Baker and Eggler (1983)や

Kawamoto (1996)の噴出岩の化学組成の再現実験結果等

は，そう解釈し直すことができる。マントルでのマグマの

生成機構を考える時には，Sakuyama (1979a)の提案より

ももっと多くの含水量を考えねばならない。その後，北海

道大学の栗谷 豪さんや東京工業大学の潮田雅司さんの研

究(Kuritani et al., 2014; Ushioda et al., 2014)等によって，

少しずつわかってきているが，まだまだ全貌は解明されて

いない。

XII. ピナツボ捕獲岩と塩水

鹿児島大学の小林哲夫さんが芳川雅子さんのところに石

を持って来たことから始まった。小林さんは，福岡大学の

奥 野 充 さ ん や フ ィ リ ピ ン 火 山 研 究 所 の Hannah

Mirabueno さん達と，1991 年のピナツボ火山の火砕流堆

積物の中から超苦鉄質捕獲岩をいくつか拾って来られてい

た。その中にはセルベージと呼ばれるマグマとの反応でで

きた殻，反応縁をもっているものがあり，それに興味を

持っておられた。肉眼観察でセルベージの鉱物は角閃石だ

ろうと言うことになった。芳川さんとは同じ居室で，その

時偶然その場にいたことから，「薄片を作りましょう」と

いうことになった。通常，カンラン岩捕獲岩には多くの場

合二酸化炭素からなる流体包有物が入っていて，その密度

を推定することでカンラン岩がいた深度が推定できるの

で，ラマン顕微鏡で観ようと考えた。その後，北海道の

アースサイエンス社からきれいな薄片が納品され，年度末

の春休みになって薄片を京都で観察した。まずは，偏光顕

微鏡で観察すると流体包有物らしいものがたくさんあるの

がわかった。そして，ラマン顕微鏡でレーザーを当てラマ

ン散乱光を取得すると驚いたことに，水だった。2009 年 3

月 19 日の午後だった。メーラーにメールが残っている。

「ピナツボ，水いました」と芳川さんあてに書いている。

「しかも，どの薄片にも」。

そのころ，学生実験で塩水の高圧条件でのラマン散乱を

実験室で集めていたので，塩水だろうということもすぐに

気づいた。ラマン散乱から塩濃度を推定する方法を検討し

ていたので，速報値で塩濃度も推定した。ただし，ここか

ら少し時間がかかった。1 気圧で実験室のガラス瓶に既知

の濃度の塩水を作ってラマンスペクトルを採って，カンラ

ン石中の塩水と比べるのだが，塩水のスペクトルの形が若

干異なる。これがホストの鉱物の影響なのか，NaCl 以外

の成分が入っているためか理由はわからないが，うまく合

わない。試行錯誤は 1 年続いた。2010 年になると，博士

後期課程の 1 年目を終えようとしていた熊谷仁孝さんを

誘って，流体包有物の伝統的な手法である冷却加熱ステー

ジによる塩濃度の推定実験を始めることにした。最初は，

カナダの鉱物学会から教科書を送ってもらったり，国立国

会図書館から別の教科書を取り寄せコピーを取って勉強し

た。なんとかかんとか，そのうちにデータを出せるように

なった。今ならそれほど大変ではなくなったが，最初はた

くさんのカンラン石の二重研磨薄片を作ってラマン顕微鏡

で相を同定し，加熱冷却ステージに載せて氷の溶ける温度

を測定し，NaCl 当量として塩濃度を推定した。いまで

は，岩石チップから 2 重研磨薄片を作ってそれを割って使

用している。熊谷さんが作ったカンラン石結晶の 2 重研磨

片は数 100 個以上あっただろうから，それに比べると楽を

している。独学とはそういう無駄や回り道が多いものだろ

う。熊谷さんは緑のレーザーの光る暗い実験室でラマンス

ペクトルを測定し，塩濃度を測定していった。その結果，

平均して 5.1 wt の NaCl が入っていると結論した

(Kawamoto et al., 2013)。

沈み込み帯のマントル捕獲岩に水からなる流体包有物が

見つかったのは，東北日本の一ノ目潟(Roedder, 1965;

Kumagai et al., 2014)，フィリピンのバタン(Schiano et al.,

1995)，パプアニューギニアのリヒール(McInnes et al.,

2001)，ロシアのカムチャッカのアヴァチャ(Ishimaru et

al., 2007)についで 5 例目だった。角閃石は低温で安定な

トレモライトで，含水のソリダス温度よりも低温であった

ために水が水でいられたのだろうと考えた。また，塩水

は，エチオピアのマントル捕獲岩に発見されていた(Frez-

zotti et al., 2010)が，沈み込み帯のマントル捕獲岩では前

例がなかった。マイクロサーモメトリー法で塩濃度のデー

タが出そろった 2011 年の春に原稿を書き始めた。その

後，米国科学アカデミー誌に送ると，記載が不足している

とのことでシニアの編集者がリジェクトした。ハンドリン

グした編集者にとっては意外だったようで，再投稿するよ

うに勧められ，角閃石の化学組成の量を増やしたり，蛇紋

岩の再脱水反応ではなさそうだとの考えを明示したりして

受理された。当時，東京工業大学の高橋栄一さんが代表を

されていた新学術研究領域「地殻流体」の研究集会等で有

馬型温泉にヘリウム同位体比でマントル由来の成分が多い

ことや塩濃度が海水かそれ以上と聞いていたので，ピナツ

ボ捕獲岩に塩水が入っていたのは沈み込み帯のマントルに

塩水がある物的証拠であると思い至り，論文にそう書い

た。新聞報道等では有馬温泉の起源のみが強調されたが，

マントルウェッジに塩水があることの意義は固体地球科学

で大きいと考える。塩水は真水よりも多くの金属イオンを

運び，地球内部の化学的分化に一役買っている。また，塩

水の電気伝導度は高いため，物理探査によって見つけるこ

とが容易である。これまで実験岩石学者や鉱物物理学者は
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純水を加えて実験を行なって来たが，塩水を入れて実験を

する方がより天然に近いことになる。その後，マントル捕

獲岩だけでなく，ヒスイ輝石岩等でも流体包有物の塩濃度

は 45NaCl で，現在の海水の 3.5よりもやや高い値を

持つ(Kumagai et al., 2014; Fukuyama et al., 2017; Kawa-

moto et al., 2018)。詳細はまだわからないが，沈み込み帯

では海水が堆積岩中の間隙水や蛇紋岩等に形を変えて循環

していると考えている。

XIII. ハロゲンシステマティクスからヒスイ輝石岩

東京大学の角野浩史さんの研究室で小林真大さん(現

在，東京都立産業技術研究センター)が流体包有物を持っ

たピナツボのマントル捕獲岩のハロゲン元素を希ガスの質

量分析装置で測定してくれた。ヨウ素に富む傾向は堆積岩

中の間隙水や蛇紋岩の組成範囲と同じだった。堆積岩中の

間隙水は，バクテリアの働きでヨウ素が高くなるそうで，

蛇紋岩も同じ傾向を持つ原因は定かではないが，論文では

間隙水起源のヨウ素の高くなった水がマントルを加水して

蛇紋岩化し，それが脱水分解反応によってできた水がマン

トルウェッジを上昇していると想像した(Kobayashi et al.,

2017)。蛇紋岩化の場所等はまだわかっていないので，今

後の研究を待たなければならない。

2012 年から 13 年にかけて折りに触れて，私はマントル

カンラン岩と海水が反応することで，なにが起こるか考え

ていた。その時，塩素は蛇紋岩に含まれるが，ナトリウム

はどうなるか 思いついたのはナトリウムを含む鉱物で

あるアルバイトとヒスイ輝石だ。これらの鉱物が集まった

岩石，アルバイト岩とヒスイ輝石岩があることを思い出し

た。ヒスイ輝石岩は，タイミングよく 2010 年に国際鉱物

学会でセッションが組まれていて，インターネット上で要

旨を読むことができた。さらに 2012 年に European Jour-

nal of Mineralogy 誌で特集号が組まれていた。また，辻森

樹さんや George Harlow さんが複数のレヴュー論文を書

いてくれていた。読み始めてすぐ気づいたことは，多くの

場合，ヒスイ輝石岩は蛇紋岩の中に存在する特徴があるこ

とである(Tsujimori and Harlow, 2012)。マントルに海水

が加わって，蛇紋岩とヒスイ輝石岩(アルバイト岩)になる

かもと考えた直感は悪くないかもしれない。ヒスイ輝石メ

ルトと水の間の臨界終端点の温度はアルバイトのそれより

も低い(Bureau and Keppler, 1999)。2013 年の日本鉱物科

学会のポスター会場で北九州市立博物館の森 康さんと重

野未来さんがヒスイ輝石岩の発表をしていて，そこで流体

包有物の塩濃度を測定してもらえないかとお願いすること

になった。私とヒスイ輝石岩研究者との初めての出会い

だった。その後，秋田大学の福山繭子さんの関東山地寄居

のヒスイ輝石岩中の石英とヒスイ石の流体包有物の塩濃度

を測定させもらった(Fukuyama et al., 2017)。福山さんは

ベトナムのマントル捕獲岩をお持ちだったので薄片を見せ

てもらいに伺ったのだが，福山さん自身はヒスイ輝石の流

体包有物をまず研究したいと考えられたので，マントル捕

獲岩は後回しになった。また，ヒスイ輝石岩の流体包有物

は，2014 年の南アフリカ共和国ヨハネスブルグで開催さ

れた国際鉱物学会(IMA)会議で，ドイツのルール大学の

研究者と共同研究を始めることになった(Kawamoto et al.,

2018)。カリブ海のドミニカ共和国の岩石で，石英を含む

ものと含まないものがあり，アルバイトが分解したものと

流体から沈積したものが共存すると考えられている。サブ

ダクションチャネルという言葉も当時初めて知った。いず

れヒスイ輝石岩を含めた，塩水からなる流体包有物の研究

を紹介することができると思う。

XIV. 最 後 に

本稿では，主に首尾よくいった研究のうち思い出すこと

ができて，しかも他人様に紹介できるものを書き留めた。

もちろんこれらの他に，少しうまくいったものや，うまく

いかなかったもの，途中でお蔵入りになってしまったもの

も多くある。中にはせっかく失敗したのにその原因を探る

ことができずに放置されているものもある。記憶力は限ら

れていて，失敗を記憶することは難しい。もし失敗をとこ

とん追求することができていれば，また違った研究成果を

残すことができたと考えるが，すぐに分かりたいと考えが

ちな私には難しい。

振り返ってみると，様々な幸運に恵まれてきたと感じ

る。その幸運を逃さないコツがわかれば素晴らしいことだ

と思うが，一つだけ言えることは，多くの人とコミュニ

ケーションをとることだけは役に立った。今回，日本鉱物

科学会という学会から賞をいただくことができて嬉しく思

うことの一つは，学会の年会やセミナー等に出席すること

で新しいことや新しい人との出会いが私の研究を進めてく

れていると考えるからだ。ピナツボ捕獲岩を下さった小林

哲夫さんは，私が学部生の 1985 年か 1986 年に火山学会の

若手の会だった箱根会の講演で一方的に知った。夜遅くま

で 2 時間か 3 時間セミナーをされたら，それはよく知って

しまう。DAC のその場観察実験を初めて目にしたのは

1992 年か 1993 年に IMing Chou さんが東京大学工学部

の資源教室でセミナーをされた時だった。当時大学院生

だった中村美千彦さん(現在，東北大学)に誘われたのだと

記憶する。その時は，まさか自分が将来 DAC を手にする

とは思いもよらなかった。1993 年の岡崎の研究集会で井

上 徹さんの実験を知った衝撃は先に述べた通りである。

ヒスイ輝石岩の研究者との出会いも先述したように学会で

ある。重野未来さんと森 康さんが 3 mm しかない流体包

有物の塩濃度を測定できることを示してくれたので，「見

えれば測れる」と考えている。

もう一つ書きたいことがある。それは勉強するという習

慣である。私は学生の頃から論文を読まない質だったと思

う。少なくとも新着雑誌を見て，新しいからという理由で

論文を読むことはない。それだからこそ思うことは，論文
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や教科書をより多くより深く読んで勉強することの大事さ

である。イェール大学の是永 淳さんが別府の施設に客員

教員として来られた時，持っている教科書を貸して欲しい

と言われたが，実際にはあまり教科書がないことを嘆かれ

たと察する。新しい手法を学びそれを用いて研究を続けて

行くには，教科書から勉強する姿勢が必要なのだろう。ま

た，テクノロジーの急速な進歩で論文を読むために要する

時間や労力が省力化されてきた。しかし，論文を読む量は

増えただろうか 私達が論文を読む時間を増やす努力を

しない限り，どうやら増えないような気がする。それだ

け，論文を読んで勉強するための労力は昔も今もたいして

変わらないのかもしれない。雑誌で読むか，コピーを取る

か，モニターに映して読むかの違いは重要ではないかもし

れない。論文を一番読んでいる人は，論文を一番書いてい

る人だろう。私の業績は筆頭著者以外の論文をかき集めて

も数 10 編しかないので，それ相応の論文数しか読んでい

ないが，多くの業績がある人はたくさん読んでいることと

想像する。論文を読むことで，知識を蓄え，それを統合で

きる人こそ学者と言われる人だろう。私は所詮研究者で，

狭い対象に対して必要に応じて勉強するだけである。ただ

し，研究対象が水やマグマで流体だからではないが，研究

には流れが重要だと常に思っているし，若い人には常にそ

う言ってきた。また，「何をやるかより，何をやらないか

が大切。(中略) 面白いなと言う程度でテーマを選んでい

たら，本当に大切なことをやるひまがない。」とは，利根

川 進さんの金言だ(立花・利根川，1990)。1994 年当時

トロント大学にいた福間浩司さん(現在，同志社大学)から

アリゾナに送ってもらった日本語の本の一つで，新正裕尚

さんが福間さんに送った本だと知った。

謝 辞 多くの先生，先輩，同期，後輩に恵まれてき

た。その皆様に感謝したい。本賞をいただいた 2017 年 9

月には Holloway 先生が亡くなられた。自由に研究する醍

醐味や，longleash (長いヒモ)といって学生にも自由に研

究させることを学んだ。10 月には巽 桂子さんが亡くな

られた。巽 好幸先生のハイスタンダードに対し，優しさ

で支えていただいた。私のような跳ねっ返りがやって来ら

れたのは，お二人のような多くの方々の支えがあったから

だ。学会に出かけたり，大学を訪問したりする機会に若い

人に何かを伝えたいと考えているが，伝わっているだろう

か。他人の話を聴いて，わかることは既に知っていたこと

だけとも言われるが，努力したい。これまで，何を研究す

るかの自由を保証する研究環境にいたことは幸運だった。

また，研究者として生きることを可能にしてくれた家族に

感謝したい。印刷費用に科研費(16H04075)を使用した。
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