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《論　文》

地球最初の岩石への概念的弁証法的探求

小 　 出 　 良 　 幸

札幌学院大学人文学会紀要（2021）第110号　49−77

要 旨

　地球最初の岩石へのアプローチとして，3 つの成因の中で火成岩が最も古い岩石にたど
り着けると予測ができた。火成岩の概念的，弁証法的アプローチから，次の 2 つの処女火
成岩の可能性にたどり着いた。
　　　始源マントル → 処女マグマ → 処女火成岩 ＝ 処女岩石
　　　マグマオーシャン → 処女火山岩 ＝ 処女地殻
これら 2 つが地球最初の火成岩の候補となる。いずれも，地球には存在していたと考えら
れる岩石であるが，現在の地球に残っているかは不可知である。

キーワード：地球最初の岩石，マグマオーシャン，処女岩石，処女地殻，弁証法，概念的
アプローチ

Ⅰ　はじめに

　地球を構成している物質は多様である。岩石においては，一見全く同じに見えても，詳細に検

討すれば岩石組織，鉱物組み合わせ，化学組成，形成年代などに違いが見い出される。外観（ひ

とつの属性）が同じように見えても，他の本質的属性に違いがあれば，別物として扱わなければ

ならない。

　岩石の多様性がどのような要因で形成されるのかを解明することは，地質学では重要なテーマ

になっている。これまで著者は，要因を普遍化して，地球物質の多様性形成について注目してき

た（小出，2018）。岩石の多様性形成において，どのような要因があり，そこにどのような意義

があるのかを考えてきた。小出（2014）は，地球の物質の多様性がどのようにして生まれるのか

を岩石を例にして考えてきた。その結果，岩石の多様性形成の本質は，「時間変化」と「化学的

変化」にあるとした。

　「時間変化」では，地球の冷却にともなう現象が起こり，その顕著なものとして地球の表層環

境の変遷があり地層の多様性として記録されていると考えられた（小出，2008）。地球表層環境
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や地層には不可逆な変化を起こっており，そこでは「斉一性の破れ」が生じる可能性が指摘され

た（小出，2018）。「斉一性の破れ」とは，長い時間スケールで見ると，地球は冷却しており，そ

れに対応して表層環境が不可逆に変化しているために起こるものであった。地球の創成は今から

45.6 億年前で，そこから地球の時計はスタートする。しかし，地球の創成，地球の最初の岩石を

探求するには，それらに関する用語の厳密な定義からはじめる必要があるだろう。

　岩石の多様性形成のもうひとつの本質である「化学的変化」は，火成岩と変成岩，堆積岩とい

う 3 つの岩石成因が重要となる（小出，2014）。それぞれの成因に基づいて検討し，成因を普遍

化した概念にすることで，成因ごとに最初の岩石を推測できるはずである。

　本論文では，「地球最初の岩石」とはどのようなものかを検討していく。「地球最初の岩石」の

探求は，地球の創成期における岩石の形成過程を問うことにつながる。成因ごとに「最古の岩石」

は存在するが，「地球最初の岩石」と判定できるものは，まだ見つかっていない。だが，このよ

うな検討は，岩石成因の概念を深く考え，地球創成の実証性を考える契機となっていくはずである。

　「地球最初の岩石」へと遡ると，最終的に何にたどり着くのであろうか。探求でどこまで遡る

ことができるのだろうか。それは，地球のはじまりの約 45 億年前以降のどこかの時点，地点に

たどり着くはずであるが，そこはどんなところであろうか。

　本論文は，2021 年度研究促進奨励金 B「地層の擾乱による時間記録様式の変容に関するの体

系化の研究」（SGU−BS2021−01）による成果である。当初計画では，研究費を野外調査に充て

る予定をしていたが，北海道の緊急事態宣言の発出，ならびにまん延防止等重点措置によって 7

月 4 日まで，野外調査はできなくなった。本論文は，その期間に本研究費を用いて研究を進めて

きた結果をまとめたものである。

Ⅱ　なぜ，地球最初の岩石を考えるか

　すべての岩石は，火成岩，堆積岩，変成岩の 3 つのいずれかに分類される。それぞれ，火成作

用，堆積作用，変成作用によって形成されたことになる。火成岩は，「既存の岩石」が溶融して

マグマができ，冷却によって固化することで形成される。火成岩にはその起源となる「既存の岩

石」が存在することになる。同様に堆積岩も変成岩も，「既存の岩石」を起源としている。その「既

存の岩石」の成因は，火成岩か堆積岩か変成岩か？という問いが生まれる。これは，「卵が先か，

ニワトリが先か」と同じ循環論法の構造を持っている。この最終的な答えは，成因の概念を考え

ることでえられるはずである。地球を舞台に考えていくと，最初の「既存の岩石」は「地球最初

の岩石」にたどり着くことになる。それが求める答えとなる。だが，「地球最初の岩石」という

問いも，それがどのような定義での答えなのか，どこまでの範囲とするかによって変わってくる。

定義を考え，定義に基づいて各成因の岩石の起源を遡っていくことで，地球の創成へと束縛条件

が与えられるはずである。
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1 　最初の岩石の定義
　地球に限定して，最初の岩石を考えていく。文字通りに考えれば，「地球創成後，最初に形成

された岩石」となるだろう。この定義では，科学的に検討するには不正確な内容が含まれている。

最初の岩石が，「創成」という時期によって限定されているためである。ここで「創成」とは，

地球の材料となった「隕石」の形成年代以降（後述）で，地球最古の岩石より以前までで，それ

ぞれ下限と上限が検証性を持って定量的に限定できる。ただし，それぞれの年代が厳密に決めら

れるとは限らない。

　理論上は地球最古の岩石が存在したはずである。その岩石は，現状では入手できておらず（も

しかすると消滅していて存在しないかもしれない），検証に用いることができない。したがって，

概念的にしか定義できない。

　まず，「地球創成」の定義を考えておこう。

【定義（暫定的）：地球創成期】

　地球に材料物質の集積が終わった時期

地球の材料と考えられる隕石の衝突は，現在でも継続しており，今後，大きな衝突も起こるかも

しれない。そうすれば，地球創成と同じような条件が出現することになる。

　例えば，白亜紀末（K-Pg 境界と呼ばれる時代）に起こった恐竜などの生物大絶滅は，原因が

10 km 程度の隕石の衝突であった（後藤，2011）。また，月では，地球最古の岩石（42 億年前）

より新しい時代にも，隕石の激しい爆撃が起こっていたことが知られている（小出・山下，

1996a）。これでは，現在も地球創成が継続中となり，意味をなさない定義となる。他の概念を導

入して定義する必要がある。

　まず，地球の岩石と地球外からの隕石のような岩石を区分しておく必要がある。区分のための

概念として「地球の営力」を導入する。「地球の営力」とは，地球の表層や内部の営みで，地球

外の影響を受けないものとする。地球表層の営みとは，海洋や大気の作用によるものを主とし，

地球の内部の営みとはプレートテクトニクスやプルームテクトニクスによる作用となる。地形学

では，それぞれ外的営力と内的営力という術語があるが，ここではそれとは異なった概念を含む

ので本論では適用しない。それぞれを「表層営力」と「内部営力」と呼ぶことにする。

　表層営力は，主に太陽エネルギーと地球の自転，公転，他天体の影響（主に月）などをエネル

ギーとして，地球の海洋と大気が運動，流動することによって生じる作用である。内部営力のプ

レートテクトニクスやプルームテクトニクスは，地球内部の熱放出にともなうマントル対流に由

来する作用である。

　2 つの地球の営力が働く場という束縛条件を加えれば，定義に厳密さが増してくる。地球の岩

石の定義は，

【定義：地球の岩石】

　地球の内部営力と表層営力によって形成された岩石
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となる。そこから，地球最初の岩石も，

【定義：地球最初の岩石】

　地球の内部営力と表層営力によって最初に形成された岩石

と定義できる。

　では，地球の創成の定義は，どうなるだろうか。その探求の方法とともに考えていく。

2 　地球の創成期の探求の方法
　地球最初の岩石を考えるために，地球の形成に関する研究が参考になるだろう。地球の形成に

関する研究としては，シミュレーションによる太陽系形成過程のモデル化，隕石の年代学や岩石

学的検討，他天体（惑星，衛星，準惑星，小天体など）との比較による推定，そして近年増えて

きた太陽系外の惑星（系外惑星）からの検討などがあるが，これらは間接的な情報，あるいは地

球外の情報となる。地球内の情報は，主に地球最古の岩石の探求によって進められてきた（図 1）。

これらのアプローチの概要を見ていく。

太陽系形成のシミュレーション

　太陽系形成のシミュレーションは，多様な系外惑星（詳細は後述）の発見により，大きな修正

図 1　地球創成期を探る方法論
　地球創成期を探る方法を時間軸（定性的スケール）に沿ってまとめたもの。地球内の情報として地球の岩石が
あるが，最古の岩石は地球誕生の下限の年代となり，地球最古の岩石への束縛条件になる。地球外の情報として，
隕石，太陽系内天体との比較，太陽系形成のシミュレーション，系外惑星との比較などがある。詳細は本文を参照。
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が迫られているが（小出，2021），現在も盛んに研究されている分野である。シミュレーションは，

あくまで可能性の追求であり，時間の不可逆性があるため，検証をすることは不可能である（小

出，2018）。シミュレーションでは，計算方法の妥当性，多数の計算結果の中からの選択の妥当性，

あるいは系外惑星との比較による妥当性，などで判断することはできる。だが，妥当性の検証や

モデルの確定はできない。

隕石

　現在，地球外物質は，アポロ計画による月，はやぶさによるイトカワ，はやぶさ 2 によるリュ

ウグウという天体探査によって入手された岩石があり，これらは産地が明らかな試料として重要

となる。いずれの試料も，現在の天体の表層に存在していた試料となる。月以外は限られた地点

からの試料である。地球でいえば，表層の数カ所の試料から，地球の創成の様子を探ることにな

り，天体の歴史を読み取るには，明らかに不十分である。他天体の実物試料だけから，地球の創

成を探ることは，非常に困難な作業といえる。

　隕石は，その由来は必ずしも明らかではないが，他天体で形成された試料である。そして試料

数も多く，多様性も把握されている。隕石から探る方法は非常に有効である。

　もっとも多い隕石タイプは，コンドライト（chondrites）と呼ばれるもので，なかでも炭素質

コンドライトは，無重力で凝固した組織をもっており，岩石学的にほとんど分化していないこと

がわかっている。コンドライトは，構成鉱物の特徴，岩石組織，形成年代などから，太陽系の初

期に凝縮した固体物質が集積したものであることがわかる（小出・山下，1996b）。隕石が衝突

合体して，天体が形成されてきたと考えられている（小出・山下，1996a）。隕石は，太陽系天体

の材料物質の残存物とみなせる。その年代はほぼ一致しており，45.6 億年前となっている（小出，

1995）。この年代は，地球の形成時期の上限（これより地球誕生は新しい）となる。

　地球に落下してくる隕石には，他の小天体起源（小惑星帯の多様な小天体）のエイコンドライ

ト（achondrite）もある。火星起源（shergottites，nakhlites，chassignites に区分，SNC）や月

起源のものが見つかっている。他にも金星や水星起源の可能性も指摘されている（矢内，1990）

が，確定されてはいない。エイコンドライトは落下比率は少ないが，年代がコンドライトと比べ

ると新しく，化学的に分化した原始惑星に由来していることが明らかにされている。

　隕石から読み取られた情報は，太陽系初期の情報，惑星形成初期の情報として，シミュレーショ

ンに束縛条件を与えることができる。

比較惑星学

　太陽系には多数の天体がある。天体には，金星や火星など地球と同時期に形成されたものや，

月のように地球と近縁な関係をもったもの，あるいはガス惑星（木星，土星）や氷惑星（天王星，

海王星），それらの衛星，隕石が由来した小惑星，彗星など，多様な天体がある。それらの天体
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ごとに，各種の観測データがある。

　天体ごとに置かれた条件の違いがあるが，それぞれの天体の形成過程，進化過程などを探るこ

とで，地球との比較ができる。他天体との比較から，地球の形成や進化への束縛条件も抽出され

てくる。また，太陽系形成のシミュレーションにも重要な条件を与える。

【註】

　太陽系内の惑星を比較する研究手法は「比較惑星学」と呼ばれている。現在では，比較する対

象は惑星だけでなく，太陽系全体の天体に及んでいるため，「比較天体学」と呼ぶべきであろう。

しかし，天文学において天体というと，恒星が圧倒的に多く，比較天体学というと恒星の比較を

意味することになる。ここでは，太陽系内の天体の比較という意味で「比較惑星学」を用いるこ

とにする。

系外惑星との比較惑星学

　系外惑星は，1992 年にはじめて発見（Wolszczan and Frail, 1992）されてから，ケプラー宇

宙望遠鏡や現在運用中の TESS になどによって，現在も多数発見されている（Exoplanet Team, 

2021）。その結果，系外惑星の多様性は，太陽系惑星のシミュレーションから想定されていたも

のより，遥かに大きいことがわかってきた。多様な系外惑星の発見により，太陽系は，惑星系の

典型ではなく，多様性のひとつに過ぎないことが判明した。その結果，これまでの太陽系形成の

シミュレーションには，大幅な修正が迫られている（小出，2021）。

　以上の各種の探求方法やその結果を利用して，地球の創成期の様子を探求していくことになる。

3 　惑星形成のシナリオ
　惑星形成のシナリオは仮説なので，常に修正，改良されていくことになる。現在，普及してい

る惑星形成のシナリオとして「標準モデル」があるが，それは地球誕生，あるいは地球最初の岩

石を考える上で，重要な束縛条件となるだろう。以下では，地球形成の 1 億年間ほどを標準モデ

ルでまとめておく（図 2）。

　H2 と He のガスを主成分とする星間雲の中で密度の高い部分（分子雲コア）が，恒星及び惑星

の形成場となる。ガスには，ごく少量の固体成分（塵，ダストと呼ぶ）を含む。

　ゆっくり回転していた分子雲コアは，収縮にともなって回転速度が増し，遠心力が生まれる。

重力で収縮しはじめるが，遠心力と釣り合い収縮は止まる。回転軸と平行した方向は遠心力と釣

り合い，垂直方向では赤道面に向かう力のみが働き物質が集まる。その結果，原始太陽系ガスの

赤道面上に固体物質からなる円盤が形成される。

　恒星系の誕生の場では，分子雲コアの中心に質量が集中し中心星ができる。中心星での質量増
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加が終わったら，自己の重力でゆっくりと収縮し，重力エネルギーが解放され中心部の温度が上

がり原始太陽となる。原始太陽が安定するまでは，不安定な時期があり，林フェイズ（Hayashi 

phase あるいは林トラック Hayashi track）と呼ばれる。恒星の有効温度には最小値が存在し，

それより低温（約 4,000 K 付近）の星（できたての星）では力学的に不安定になる（Hayashi, 

図 2　太陽系惑星形成の標準モデル
　現段階の太陽系惑星形成に関する標準モデル。太陽系の形成過程はこのモデルで説明可能だが，太陽系外惑星
の多様性は説明できない。各過程での修正が加えられているが完成したモデルはできていない。
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1961）。質量が大きい星（0.5 太陽質量以上）では内部温度が高くなり，やがて 1500 万度に達す

ると水素核融合がはじまる。核融合の熱による膨張と重力による収縮が釣り合い安定し主系列星

となっていく。

　恒星の周りには，岩石ダストと氷ダストからなる（原始惑星系）円盤ができる。分子雲コアに

は H2O が含まれているため，恒星に近いところではガス（水蒸気）になり，離れると固体（氷）

となる。その境界を「雪線（雪境界線 snow line，氷境界 frost line ともいう）」と呼ぶ。

　赤道面のダスト層では，自己重力不安定によって，衝突合体が繰り返される。原始太陽系ガ

ス円盤ができて数十万から数百万年（これらの値は桁数や程度を意味する，以下同様）で，直

径 10 km 程度の微惑星（planetesimal）に成長していく（Greenberg et al., 1978, Wetherill and 

Stewart, 1989; 1993, Kokubo and Ida, 1996, Inaba et al., 2001）。

　互いの重力をおよぼし合って，軌道が乱れ，微惑星への隕石の衝突や，微惑星同士の衝突合

体によって，さらに大きな原始惑星（protoplanet）へと成長していく（小出，2021）。微惑星の誕

生から数十万年から数千万年の間に原始惑星へと一気に成長することから，暴走成長（Makino 

et al., 1998, Kokubo and Ida, 1998）と呼ばれ，軌道上では一つの大型天体が選択的に寡占成長

（Weidenschilling et al., 1997, Kokubo and Ida, 1998; 2000; 2002）し，孤立質量（Isolation mass）と

して成長していく。このような過程を経て，質量 1022～1023 kg，直径 2000～3000 km の火星サ

イズの原始惑星が形成される（Chambers and Wetherill, 1998, Agnor et al., 1999, Iwasaki et al., 

2002, Kominami and Ida, 2002）。

　惑星の公転軌道の位置によって，地球型惑星（岩石惑星）と木星型惑星（ガス惑星），天王星

型惑星（氷惑星）が形成されていく（図 3）。これらの天体の特徴は，ガス固着時間，ガス円盤

の寿命，原始惑星成長時間のタイミング（時間）の兼ね合い，また素材の種類は中心星からの距

離，表面密度（1 AU で規格化＝円盤質量）によって，それぞれ決まってくる（Kokubo and Ida, 

2002）。素材における H2O の役割は大きく，雪線の内と外では固体の惑星材料の量に大きな違い

を生じる。その概要は太陽系では明らかになっているが，系外惑星ではこの規則性が適用できな

い惑星も多数見つかっている。

　太陽の重力の影響で，雪線内の太陽近傍では，近くの微惑星しか集められないが，微惑星の空

間密度が大きいと衝突の頻度が高くなり，原始惑星の成長は速い。両効果の兼ね合いで，太陽に

近いところと離れたところでは小さい惑星（水星や火星）ができ，その中間の位置では大きな惑

星（金星や地球）ができる。

　雪線より外では，固体（氷）成分が多くなり，大きな質量の原始惑星ができる。惑星の大きな

重力により，原始太陽系ガス（H2 と He）を捕獲し厚い大気を持つようになる。惑星全体の質量

も増え，重力も大きくなり，巨大ガス惑星（木星，土星）ができる。

　原始惑星が形成される頃（1000 万年）に原始太陽系ガスは消失する。遠くでは，原始惑星の

成長に時間がかかるため，大気をあまり持たない巨大氷惑星（天王星や海王星）ができる。さら
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に外縁部（カイパーベルト）では，微惑星のままで成長が止まる。

　惑星軌道ではそれぞれの特徴をもった原始惑星が形成される。隕石や微惑星の落下はその後も

継続するが，やがて軌道上のほとんどの隕石，微惑星が合体することで，原始惑星の形成が終わる。

　以上が，標準的な惑星形成までのシナリオとなる。

　微惑星から原始惑星への成長では，惑星表層では激しい衝突で重力エネルギーが開放され，高

温高圧状態が発生しマグマオーシャンが形成される（阿部，1996）。隕石や微惑星中の揮発成分

が放出され，原始惑星に原始大気が形成されると，温室効果も働き地表の熱の放出が妨げられ，

高温状態が継続し，マグマオーシャンを維持されていくことになる（Abe and Matsui, 1985）。

　マグマオーシャンにおける活動は，「地球創成時の表層営力」と位置づけられる。そこから，

地球創成期が，暫定的なものから，次の限定された定義となる。

【定義：地球創成期】

　マグマオーシャンが形成された時期

4 　さまざまな束縛条件
　ここまで述べてきた地球創成に関する研究は，それぞれが独立した方法なので，それらの情報

はお互いのチェックや束縛条件に位置づけることができる。なかでも，太陽系形成のシミュレー

図 3　惑星の特徴形成の境界条件
　惑星の特徴を形成するための境界条件をまとめたもの。地球型惑星（岩石惑星）と木星型惑星（ガス惑星），天
王星型惑星（氷惑星）の違いは，ガス固着時間，ガス円盤の寿命，原始惑星成長時間，中心星からの距離，表面
密度（1 AU で規格化＝円盤質量）の関係による。Kokubo and Ida（2002）を参照。
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ションは，地球では知ることが困難な時期の推定ができるので重要となる。また，地球外の情報

として，隕石と月は実物試料が存在すること，情報量が多いこと，検証性をもっていることなど

で重要である。以下では，それぞれの情報の特徴を見ておく（図 4）。

太陽系形成のシミュレーション

　太陽系形成のシミュレーションで特徴的な情報は，時系列に沿った過程として示されるので，

時系列不明の分野に対して，モデル上ではあるが発生順序を推定し定性的時間軸を与えたりする

ことができる。

　シミュレーションには惑星形成に関するモデルも含まれる。モデルとしては惑星と一般化され

ているが，惑星のひとつとして地球もある。軌道ごとに形成される惑星の特徴も説明されること

になるので，地球形成への束縛条件となる。太陽系内の比較惑星学では多様な惑星内の天体の初

図 4　地球最初の岩石への束縛条件
　地球最初の岩石に関する情報を，時間軸（定性的スケール）に沿ってまとめたもの。図 1 の項目ごとに，地球
初期へ束縛条件となる情報を示した。
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期分化に関する情報がえられ，シミュレーション結果への重要な評価基準を与える。

　シミュレーションによるモデルは，一般化されているが，太陽系に適用され検証されてきたも

のであった。近年，多数発見されてきた系外惑星との比較により，そのモデルの汎用性の検証が

おこなわれてきた。系外惑星は非常に多様で，これまでの太陽系の標準モデルでは，系外惑星へ

敷衍できるような普遍性はもっていないことが判明した。今後，大幅な修正がおこなわれていく

であろう。

隕石

　隕石は，鉱物と非晶質物質の集合した岩石である。隕石のうち，炭素質コンドライトは，太陽

系の初期状態の重要な情報源である（Lugmair and Shukolyukov, 1998）。炭素質コンドライトは，

太陽系の惑星をつくった材料の残存物であるので，地球の材料の情報を直接えられることになる

（Patterson et al., 1955）。

　原始太陽系ガスは，初期に高温状態になり，大部分の物質は均質化されていくことが同位体や

化学組成の均質性からわかる（小出・山下，1996a）。コンドリュールが存在する岩石組織から真

空中で無重力という環境で形成されたことがわかる（小出，1995）。温度低下とともに順次，鉱

物が析出してきたことも，鉱物種とその岩石組織からわかる（小出，1999）。

　その後固体同士の衝突合体がはじまるが，その結果できた微惑星や原始惑星は，他の種類のコ

ンドライトやエイコンドライトから推定できる。エイコンドライトは，化学的分化した隕石なの

で，原始惑星として成長過程の進んだ段階のものが，衝突で破壊されて破片となったと見なせる。

そのため，原始惑星，あるいは由来した小惑星帯の小天体の情報をえられる。

　隕石からの情報も，太陽系形成のシミュレーションへの検証に利用できる。

月

　月は地球から最も近い天体なので，詳細な観測ができ，探査機も多数着陸し，アポロ計画では

月面の調査やサンプルリターンもおこなわれ，もっとも情報量が多い天体である。

　比較惑星学から，月は地球の直径の 4 分の 1 もあり衛星としては大きすぎること，また地球

−月系は角運動量が大きいという特異性もあることがわかってきた。このような特異性はジャ

イアントインパクト説で説明されてきた（Cameron and Ward, 1976; Hartmann and Davis, 1975, 

Hartmann, 1985）。ジャイアントインパクト説では，原始惑星（火星サイズ）が原始地球に斜め

に衝突したと考えられた（Wetherill, 1985）。2000 年代には，精密なシミュレーションがなされ

てきた（Canup and Asphaug, 2001; Canup, 2004; Nakajima and Stevenson, 2014）。

　ところが，アポロ計画で得られた月の岩石を精密分析をしていくと，地球の岩石といくつもの

同位体組成が一致していることが明らかになってきた。例えば，酸素の同位体（Wiechert et al., 

2001），クロム同位体（Lugmair and Shukolyukov, 1998），チタン同位体（Zhang et al., 2012），
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タングステン同位体（Touboul et al., 2007），ケイ素同位体（Georg et al., 2007）などで，相次い

で報告されてきた。これら同位体組成の値は，月が原始地球と衝突天体の混合物ではなく，主に

原始地球の物質から由来していることを意味していた（Pahlevan and Stevenson, 2007）。

　その課題を解決するために，マグマオーシャンの状態でのジャイアントインパクトが提案され

（Karato，2014，酒井ほか，2010），その条件でのシミュレーションがなされた結果，現在の月

の 70 ％ がマグマオーシャンに由来していると推定された（Hosono et al., 2016; 2019）。

　衝突天体は，地球のマグマオーシャンの時代，地球創成期に大きな影響を与え，なおかつ地球

に吸収されたことになる。月は天体衝突というメカニズムで形成されたが，素材は地球由来であっ

た。地球では，このジャイアントインパクトが最後の原始惑星の衝突事件となる。以降，地球独

自の進化が進むことになる。

　月の研究から，ジャイアントインパクトがあったことがわかり，地球創成への束縛条件を与え

られた。その結果，先程定義した地球創成期には修正が必要になった。

【定義（改訂）：地球創成期】

　ジャイアントインパクト後でマグマオーシャンが存在していた時期

最古の岩石

　地球内の情報としては，最古の岩石の探求による方法は，岩石の年代決定ができるようになっ

てから，最も一般的なアプローチであった（Bowring and Willianms, 1999, Wilde et al., 2001）。

　現在発見されている「最古の岩石」は，「現時点での最古」に過ぎず，今後より古いものが発

見される可能性が常に存在する。「最古の岩石」は，地球誕生時期の下限（これより誕生は古い）

を与え，なおかつ「地球最初の岩石」への束縛条件となる。ただし，岩石には後述のように 3 つ

の成因があるために，岩石の成因ごとに「地球最初の岩石」が存在しうることになる。それらの

中で，もっとも古いと考えられる成因が，「地球最初の岩石」となるはずである。

　以下で，成因ごとに，どれが最古になりえるかを検討していく。これが地球最古の岩石を探求

するという，本論文のテーマになる。

Ⅲ　最初の岩石の探求

　岩石の多様化を起こす本質的要因として成因が重要であることを述べてきた。最古の岩石は，

地球最初の岩石とはいえず，より古いものが存在しうることになる。もし 3 つの成因でそれぞれ

に最初の岩石が見つかれば，年代測定をすることで，もっとも古い年代を「地球最初の岩石」と

できる。だが，現実には最初の岩石はまだ見つかっておらず，今後も確定されたものは見つかり

そうにもない。そこで，成因ごとに最初の岩石とはどのようなものかを概念的に捉え，それらの

うち，どれがより古いものになりえるか検討することで，概念上の「地球最初の岩石」を選定し
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ていく。以下では，岩石の多様化を考え，次いで成因ごとに最初の岩石を考えていく。

1 　物質の多様化
　炭素質コンドライトが材料物質であるが，地球を構成する物質は多様だ。一定の化学組成の範

囲しかない材料物質から，多様な地球の物質が形成されたことになる。限定された材料から，多

様な物質を有する地球になったのは，時間経過にともなって，物質の多様化の作用が働いていた

ことになる。

　一般化していえば，元のものから，改変されて別のものになる，というプロセスで多様化が生

まれる。岩石を例にすると，素材となる岩石（元のもの）が，多様化が起こる場で，条件が変化

したり，別の条件場へ移動したり，なんらの過程で再構成したり（改変）して，別の岩石（別の

もの）が形成される。このプロセスが繰り返されることで，多様性が生まれる。同じプロセスで

あっても，素材の違いや過程の条件変化により，多様な岩石形成が起こることになる（図 5）。

このような物質の多様化，岩石の多様化のメカニズムを追求していく時，もっとも大きな要因と

して，岩石の成因が位置づけられる。

2 　成因ごとの多様化過程
　岩石の成因ごとに，異なった多様化のプロセスが働いている（図 6）。

　堆積岩の形成過程を抽象化していくと，固体が物理的・化学的に分解，移動，堆積し，固化し

たものである。その過程には，水が関与して離脱，移動，再構成していることが，他の成因とは

異なった特徴となる。河川流域に分布する後背地の既存の岩石が，物理的破砕や化学的溶解，生

物学的分解による浸食作用により，破砕，分解，離脱する。小さな破片や粒子，化合物，イオン，

溶液などの運搬作用により移動する。河川を通じて下流から河口，そして海底の堆積盆に運搬さ

れる。堆積盆では，流れが弱まり停止すると，堆積や沈殿が起る。物理的，あるいは化学的な続

成作用により，固化したものが堆積岩となる。

図 5　物質の多様化の概念
　物質が多様化するときの概念を抽象したもの。改変を岩石に適用した時の事例も加えた。小出（2018）を修正。
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　変成岩は，固体が新たな条件におかれ，固相反応による再結晶が起こることで，別の固体に変

わったものである。変成岩の素材となる固体は，既存の岩石で，原岩と呼ばれる。変成岩は，原

岩が温度や圧力などの新たな物理化学的条件（変成条件）の変成場にもたらされて，既存の鉱物

が変成鉱物になり，既存の岩石組織の上に変成組織が上書きされる累進変成作用が起こる。変成

場から離脱するときも，温度圧力の低下による後退変成作用が起こる。

　火成岩は，固体が溶融により液体になり，それが固化することにより，再度固体に変わったも

のである（久城，1998）。既存の岩石の溶融では共融作用がおこり，溶融条件や溶融様式，溶融

程度などの要因がマグマの多様性を生み，マグマだまりから地表では冷却で結晶作用で多様性を

形成しながら固化する。

　3 つ成因のそれぞれで，変化の元になった既存の岩石を遡り続けると，「最初の岩石」にたど

り着くはずである。それぞれの「最初の岩石」を考えていこう。

図 6　岩石の成因ごとの変化過程
　各成因ごとに多様性形成の過程をまとめた。堆積作用では，離脱，移動，再構成の過程があり，水の関与が特
徴となる。原岩，浸食作用，運搬作用，堆積作用，続成作用ごとに，働いていると考えられる要因を示した。変
成作用では，固相反応による再結晶過程があり，変成場で固相反応による再結晶作用が特徴となる。原岩，累進
変成作用，後退変成作用ごとに，関与していると考えられる要因を示した。火成作用では，溶融から固化の過程
があり，溶融固化という作用が特徴となる。起源物質，マグマ形成，マグマ溜まり，マグマ固結という作用ごとに，
関与していると考えられる要因を示した。小出（2018）を改変。
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3 　地球最初の変成岩
　以下では，説明の都合により「地球最初の変成岩」から考えていく。

　変成岩は，既存の岩石が変容したもので，変成場で温度や圧力（変成条件）が上昇することで，

もとの岩石（原岩）とは異なった組織を持つようになった岩石である（鳥海，1998）。原岩が変成

岩でもいいのだが，最初の変成岩を考える時，その変成岩のさらに原岩をたどっていくことにな

る。「最古の変成岩」の原岩が，変成岩以外の堆積岩もしくは火成岩になったとき，その変成岩

が「地球最初の変成岩」にたどりついたことになる。したがって，地球最初の変成岩は存在するが，

変成作用を受ける前の既存の岩石である堆積岩，もしくは火成岩がより古い岩石となる（図 7）。

　ただし，惑星系形成初期や衝突時に，局所的ではあるが衝突による変成作用が起こる。だが，

地球の内部営力もしく表層営力という定義から，それらは「地球最初の変成岩」とはならない。

Ⅳ　最初の堆積岩

　前述した堆積岩の多様化プロセスは簡略化したもので，すべての堆積岩を起源を網羅したもの

ではなかった。もし，簡略化のために省略したものの中に，より最初の岩石があると間違った結

論になるだろう。以下では，知られている堆積岩の起源を網羅して考えていこう。

1 　さまざまな起源の堆積岩
　堆積岩には，火山起源，生物起源，化学起源，風起源，氷河起源，そして砕屑起源など多様な

図 7　地球最初の岩石へのアプローチ
　地球最初の岩石の考え方。3 つの成因で特徴的な過程を示した。成因ごとに最古の変成岩，火成岩，堆積岩は見
つかっているが，地球最初の変成岩，火成岩，堆積岩はまだ見つかっていない。その中でもっとも年代が古いも
のが地球最古の岩石となるはず。
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由来がある（図 8 ，小出，2016b; 2020b）。

　砕屑起源堆積岩は他の岩石が壊され，流水により運ばれ，湖底や海底などの別の場所でたまり，

固まったもので，砕屑物のサイズ（礫岩，砂岩，泥岩）や種類（ワッケ，アルコース）により多

様になる。砕屑起源堆積岩は，もっとも一般的な堆積岩で，多く見かけるものである。

　化学起源堆積岩は，環境が変化して化学的に蒸発や沈殿（岩塩，ボーキサイト，トラバーチン，

セッコウ，硬セッコウ，カリ岩塩など）が起こったもので，液体の水の関与が必要になる。砕屑

起源と化学起源は水域の存在が必要になる。

　氷河起源堆積岩は，氷河の作用で砕け，移動し，たまったもの（モレーン，ティライト，氷礫

粘土岩，漂礫岩など）である。これには固体の H2O が関与している。また，火山活動にもなう

昇華（イオウ，タンパク石，ミョウバン，ホウ酸，セッコウ，硬石膏，塩化アンモニウムなど）

は，気体の H2O（水蒸気）が関与し，化学起源にも含まれる。氷河起源堆積岩と砕屑起源堆積岩，

化学起源堆積岩（蒸発，沈殿，昇華）は，いずれも H2O（液相と固相）の関与した堆積岩となる。

　生物起源堆積岩は，生物の存在が不可欠ではある。生物は，多くが水域で活動するため，生物

起源岩も水域で形成されるが，なかには水域から離れた陸地で鳥類のフンなどに由来するもの（リ

ン鉱）もある。

　風起源堆積岩は，風の作用で砕け，移動し，堆積したもの（レス，エロイナイトなど）である。

図 8　堆積岩の最初の岩石
　さまざまな起源の堆積岩をまとめ，それぞれの特徴を示した。そこからもっとも古い起源になるものを，概念
的に考えた。詳細は本文を参照。
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この起源では大気の存在が不可欠となる。

　火山起源堆積岩は，表層で火山噴火で飛び散った岩石（既存の岩石と火山岩）の破片が集まっ

て固まったもの（火山角礫岩，凝灰岩）である。また，化学起源の昇華も火山活動に伴うものと

なる。

　これらのうち最も古くから存在する起源が，「地球最初の堆積岩」になるであろう。

2 　それぞれの最初の堆積岩
　堆積岩の起源のうち，生物起源は生命誕生，氷河起源は氷の存在，化学起源のうち沈殿や蒸発

は水の存在，風起源は大気の存在を前提としている（小出，2010）。

生物起源堆積岩

　生命の誕生は，オーストラリアの MarbleBar に分布する Warrawoona 層群 Towers 層 Apex 

chertから発見された 35 億年前が最古となっている（Schopf， 1993）。化石は，0.5～19.5 μm で，

平均 5.0μm で繊維状と球状の形態を持っている。その形態が原生生物に類似していることと炭

素同位体組成が生物由来の値と考えられたことが証拠となった。それより以前の生命の報告はあ

るが未だに確定はしていない。最古の生物化石も，これまでの古い化石も，海底で形成された地

層から発見されている。さらに，系統分類から最も初期生物であると考えられる古細菌は水中に

棲息していること，またすべての生物には溶液からできた細胞があること，代謝としての溶液内

での化学反応など，水が不可欠であることも共通している。そのため，生命誕生も水の存在下で

なされたと推定されている（小出，1999）。生物の存在を必要としない堆積岩には，最古の生物

起源堆積岩より古いものが存在するはずである。例えば，水の存在下で形成された砕屑起源堆積

岩，化学起源堆積岩，あるいは火山起源堆積岩などは，条件さえ整えば，より古い時代に形成さ

れているはずである。

砕屑起源堆積岩・氷河起源堆積岩・沈殿蒸発起源堆積岩

　地球の H2O の由来は，材料物質である炭素質コンドライト隕石（含水率～ 5 wt％）に含まれ

ていたとすれば，創成から存在を考えてよい。だが，もし H2O が地球形成後に由来したならば，

どの時期から存在したかが判明しないと結論は出ない（小出，1995）が，両方の場合を検討して

いく。

　まずは，H2O のない状態を前提とすると，比較惑星学の知見では，太陽系の天体形成初期に

起こった微惑星の衝突合体の時期に，衝突破壊作用による堆積作用が起こっていることが知られ

ている。このような衝突破壊による砕屑作用（一種の堆積作用）では，さまざまなタイプのレゴ

リスが形成される（Stoffler et al., 1980）。堆積岩が，広域に短時間に形成される。固化は起こり

にくいが，大気や海洋の存在は不要となる特徴をもっている。
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　衝突されるのが最初の地殻で，衝突するのが隕石であれば，それが最初の岩石となりえる。た

だし，本論文では，地球最初の岩石の定義を「地球の内部営力と表層営力によって最初に形成さ

れた岩石」としたので，レゴリスはこの定義に当てはまらない。

　ジャイアントインパクト後，水をある程度含む天体，例えば彗星（含水率～ 80 wt％）など

の衝突で水が供給されるモデルは「レイトベニア仮説（late veneer）」と呼ばれる（OʼNeill and 

Palme, 1998）。彗星などの衝突は，「地球の内部営力と表層営力」から逸脱しているが，H2O の

由来については制限はない。もしこの現象が地球創成期（ジャイアントインパクト）以降に起こっ

ていれば，最初の堆積岩に関しては，上述の H2O のない状態のいずれかのものになるはずである。

　次に，創成期から H2O のあった状態を検討していく。地球の表層状態により H2O の状態が変

わってくる（玄田・生駒，2008）。高温であれば，水蒸気を含んだ気体（大気）状態になり，風

起源の堆積岩が形成される。低温であれば氷に覆われた状態で氷河起源の堆積岩ができる。それ

ぞれの起源で「最初の堆積岩」ができることになる。

　氷河と水がともに存在できるのは，現在の地球のように H2O の三態が共存できる環境でのみ

となる。もし，三態が共存する状態が地球の初期から出現すれば，水域で形成される砕屑起源堆

積岩，もしくは沈殿蒸発の化学起源堆積岩が「地球最初の堆積岩」となるだろう。

　地球創成期における水の有無や表層条件は，地球や太陽系の惑星で初期状態が定量的に推定さ

れた時，判断できることになる。後でも考察するが，地球初期には，マグマオーシャンという高

温状態があったと考えられ，その時 H2O は水蒸気でしか存在できない。液体の水や固体の氷を

起源とする砕屑起源堆積岩や氷河起源堆積岩は，最初の堆積岩とはなりえないだろう。

風起源堆積岩

　もしマグマオーシャンの時代に，堆積作用があったとしたら，大気の存在下の風起源堆積岩と

火山起源堆積岩になるであろう。

　大気の存在とはいっても，マグマの海が存在する状態で堆積作用は働くことはない。ある程度

冷めて固化した火成岩の陸地ができてから，原始大気下の風起源堆積岩となる。その既存の岩石

として原岩となるのは，火成岩に分類される岩石であろう。したがって，地球最初の火成岩の方

が，地球最初の風起源堆積岩より古いと判断される。

昇華・火山起源堆積岩

　火山活動にともなう火山起源と昇華起源の堆積岩は，そもそもが火山活動（火成作用）に由来

するので，火成岩の多様性として扱うことが可能であろう。火山活動は，火山岩が形成されてい

る時でもあるので，それらの起源の堆積岩は，火成岩と同じ時代か，新しい時期のものになるで

あろう。したがって，火山活動に関係した起源の堆積岩は，地球最初の火成岩の派生したものと

みなし，火成岩が先行していたと考えていいであろう。
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　以上，概念的な探求から，「地球最初の火成岩」が「地球最初の堆積岩」より先に形成されて

いると推定できる。

Ｖ　地球最初の火成岩

　「地球最初の岩石」を変成岩と堆積岩の成因ごとに見てきたが，本論文での定義では「地球最

初の火成岩」が，その候補になることが明らかになってきた。次に，「地球最初の火成岩」はど

のようなものか考えていこう。

1 　火成岩における弁証法的見方
　火成岩は，既存の岩石からマグマという状態を経て形成される（久城，1998a）。岩石とマグマ

とは，物性も相もまったく異なった属性を持つものである。マグマを形成するマントルも地殻も

固体が常態である。マグマは，地球においては，特別な状態となる。マグマという特別な状態が

出現し，その状態を経由するという点で，火成岩は他の成因とは異なっている（久城，1998b）。

　マグマは形成後すべて固結するが，固化した火成岩は，もとの岩石（起源物質）とは異なった

属性へと変化する。起源物質である既存の岩石が火成岩であっても，異なったものになる。マグ

マの形成という火成岩固有の属性により，化学的多様性を生み出すメカニズムが組み込まれてい

る。マグマ形成という過程は，地球の熱放出という営みが存在するため，必然的に生じるもので

ある（小出，2020a）。

　このような火成作用の過程は，抽象化していくと一種の弁証法的展開とみなせるだろう（小出，

2014）。

　弁証法はヘーゲルによって包括的に定式化された。ある命題（正，Thesis 英語，These 独

語，以下同じ）が提示されるが，時間経過とともに元の命題とは矛盾もしくは否定された命題

（反，antithesis，Antithese）が生じる。やがて，両者を本質的に統合した命題（合，synthesis，

Synthese）が生まれる（森編，1981）。反から合へと止揚（揚棄，sublation，Aufheben）されるが，

「否定の否定」という二重否定の構造で「肯定」となる。正，反，合の 3 つの命題によって定式は

構成されている。すべての命題には内部に矛盾を含んでいるため，必然的に対立が生じるとヘー

ゲルは考えた。新旧の命題は対立し合う（優劣関係はない）が，その対立によって結びつくこと

になる。新たに生まれた命題の合は，正と同等にみえるが，発展した命題になり別のものになる。

時系列にそった命題の発展過程が弁証法となる。

　火成作用の過程で，弁証法的発展が起こっているとみなせる。定常的な条件で成立する命題（起

源物質，既存の岩石，固相）からはじまり，新たに発生した条件（溶融条件）でそれまでの命題

が成立しなくなり，新たな条件に合うように相反する命題（液相，マグマ）に移行する。その後，

次なる常態的状態（火成岩，固相）に移る。一連の過程（火成作用）を経て，新しい命題（火成
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岩）が生まれる。火成岩には，弁証法的過程が組み込まれているとみなせる（図 9）。

　時間経過に伴って改変を起こす火成岩の弁証法的な発展過程は，「地球最初の火成岩」の探求

に利用できる。

2 　最初の岩石を求めて
　火成岩は，「既存の岩石が溶けて固化した岩石」といえる。固体が溶融し，液相を経由して新

たな固体になる。火成岩は，固相 → 液相 → 固相という状態変化をしている。液相のマグマが

できるためには，既存の岩石（起源物質）が溶融条件を満たす必要がある（小出，2016a）。溶融

条件は，地球表層ではなく地球の深部で達成される。溶融するためには，起源物質の昇温，昇圧，

成分添加のいずれか，あるいは 2 つ以上の条件を満たす必要がある（小出，2015）。

　マグマの形成場からの上へ移動（上昇）し，密度が釣り合ったところでマグマだまり（マグマ

滞留場）をつくる。マグマだまりでも変化（マグマ混合，混染，温度低下，一部結晶化など）が

起こる（小出，2017）。マグマだまりで温度低下のため，マグマの固化がはじまる。マグマが固

化する条件としては，主には温度低下，時には圧力低下，稀に揮発成分の分離，離脱が起こる必

要がある。これらの条件を満たす場合，そのマグマだまりでゆっくりとした冷却条件での固化（深

成岩）と，マグマだまりから上へ移動（上昇）して急速な冷却での固化（火山岩）が起こる（小

出，2018）。

　火成岩は溶融過程を経るため，堆積岩や変成岩とは全く異なった属性を持っている。火成岩は，

図 9　火成作用の弁証法的発展
　火成作用における変化（溶融，固結）の過程が弁証法的発展と考えられる。発展過程には時系列変化も加わっ
ている。
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溶融過程を経るため，既存の岩石（起源物質）の特徴が見えなくなっていく。間接的ではあるが，

岩石学的手段（元素組成，同位体組成など）により，起源物質の特性に関する情報を知ることも

でき，起源物質の成因をある程度推定することが可能である（小出，1992）。だが，既存の岩石

の成因を，固化した火成岩の観察からたどることは困難になる（図 10）。そのため，別のアプロー

チが必要になる。概念的アプローチで可能性を探求していくことにする。

　火成岩，変成岩，堆積岩のいずれの原岩も，既存の岩石であった。変成岩も堆積岩も，既存の

岩石の痕跡が残されていため，原岩が地球最初の岩石だと判別できれば，そこから由来したもの

が，「地球最初の堆積岩」，あるいは「地球最初の変成岩」と判定できた。だが，火成岩は液相を

経由するという特性のため，それが「地球最初の岩石」であるかどうかという判別が困難になる。

起源物質が，「地球最初の岩石」，もしくは「地球最初の起源物質」であっても，そこから由来し

たマグマが，「地球最初のマグマ」であるという判定をするためには，特別な特徴や条件がなけ

ればならない。最初の火成岩を推定するためには，その特別な条件を検討する必要がある。

　「地球最初の岩石」は，地球創成期以降に形成されたものである。火成岩の起源物質は既存の

岩石なので，地殻やマントルを構成していた岩石となる。起源物質が，最初の地殻と最初のマン

トルの 2 つの場合がある。それらが地球最初の起源物質だとすると，どのようなものだろうか。

それぞれを検討していく。

図 10　最初の岩石を求めて
　成因ごとに最初の岩石を求めると既存の岩石を追求することになる。概念的，弁証法的に追求していくと，火
成岩のみが地球初期へと遡れる可能性を持っていることがわかる。
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3 　マグマオーシャン由来の処女火山岩の探求
　起源物質が，地殻の岩石であれば，変成岩，堆積岩，火成岩のいずれもが候補になる。変成岩

は地殻内で，堆積岩は地球表層で形成されるが，変成岩や堆積岩の原岩は，地殻に存在する既存

の岩石で，それらも 3 つの成因の岩石となる。変成岩も堆積岩も，いずれもその原岩は既存の地

殻の岩石となり，さらに原岩を問うという，終わりのないループになる。そのため，変成岩も堆

積岩も，「地球最初の火成岩」の起源物質の候補とはなりえない。地殻の岩石のうち，「地球最初

の起源物質」となりえるのは「地球最初の火成岩」である。それが「地球最初の火成岩の起源物

質」となる。火成岩の起源物質が，地球最初の火成岩であれば，それは何で，そこから形成され

た火成岩はどのようなものになるか，を考えておく必要がある。

　地殻を構成した火成岩が，もしマグマオーシャンで形成されたものであれば，固まった岩石は，

地球最初の火山岩（＝地球最初の火成岩）になり，それは地球最初の地殻になりえる（丸山・磯

崎，1992）。ただし，そのような岩石は，現在の地球からは発見されていない。もしマグマオーシャ

ンの特徴が推定できれば（Hamano, 2013），そこから形成される火山岩は，現在の岩石学の知見

を応用すれば推定可能である。

　「地球最初の火成岩の起源物質」といういい方をしてきたが，火成岩と起源物質の間は，マグ

マを経由する。そのため，正確には『「地球最初の火成岩」のマグマをもたらした「起源物質」』

というべきである。最初に形成されるものは，時系列において特別な存在であるため，ここでは

「処女（virgin）」をつけて呼ぶことにする（註）。

【註】

　地質学では最初のマグマは「初成（primary）」や「処女」をつけて呼ばれる。「初成マグマ」

という用語は，一般的な「起源物質から形成される最初期液相（マグマ）」を意味するものとし

て，使用され普及している。本論文のように「地球最初」という意味で「初成」を使うことは，

混乱を招くことになる。そこで「処女」を付けて区別する。「地球最初の火成岩の起源物質」は「処

女起源物質」と呼ぶ。同様に，「地球最初の火山岩」は「処女火山岩」，「地球最初の地殻」は「処

女地殻」，「地球最初の火成岩」は「処女火成岩」，「地球最初のマグマ」は「処女マグマ」と呼ぶ

ことにする。

4 　マントル由来の処女火成岩の探求
　火成岩の起源物質は，マントルに由来するものが多い（小出，2020a）。マントルには，同位体

組成の違いから，表層物質を含んだもの，それが長い時間経過したもの，マグマを出して枯渇し

たものなど，多様な成分（端成分マントルと呼ばれる）がある。さらに，それら端成分マント

ルが混合したマントルもあることが知られている（小出，1992）。その中でも，多くの比率を占

めているのは，分化していない「始源マントル」（註）であると考えられている（小出・山下，
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1996b）。始源マントルは，隕石や微惑星の成分が，ほとんど改変することなくできたものとさ

れている。マントルと隕石の同位体組成から，その存在が推定されている（小出，1992）。

　始源マントルは，隕石との対比から，マグマオーシャンとして溶融は起こしていないマントル

部分になる。マグマオーシャンは地球の表層の一部分のみで，地球の半径の半分以上を占めるマ

ントルは，固体のままであったことを意味する。実際のシミュレーションでも，そのような結果

が得られている（小出，1992）。始源マントルから，地球創成期以降，最初に形成されたものが

処女マグマになり，それが固化したものが処女火成岩となる。

　ここで注意が必要なのは，太陽系創成期と地球創成期にはずれがあること，そして材料物質と

始源マントルは異なるという点である。

【註】

　処女マントルであるが，そのような未分化なマントルを「始源マントル」と呼ぶことになって

いる（小出，2018）ので，ここでは，先例通りに用いることにする。

太陽系創成期と地球創成期のずれ

　地球創成期を「マグマオーシャンが形成された時期」とした。これを地球だけでなく，惑星全

般に普遍化していこう。

　原始惑星の形成時，太陽からの距離により異なった特性が生まれることは前述した。惑星の個

性が最終的に定まるのは，太陽系空間に存在していたガスが散逸し，ガスの惑星の降着が終わっ

た時期となる。天体衝突などによる天文学的変動が終わり（天体組成が定まる），惑星の軌道な

どの天文学的位置と，太陽系内での惑星環境が定まり，惑星それぞれの組成が定まる。原始惑星

は，それぞれの軌道や初期条件の違いを反映して，固有の進化をはじめていく。それぞれの惑星

の創成期がはじまる。太陽系の各惑星の創成期は，次のように定義できる。

【定義：惑星の創成期】

　原始惑星が，天文学的変動が終わり，独自の位置，独自の惑星環境，独自の惑星組成が定まり，

惑星内営力で独自の進化を始める時期

　太陽系創成期には正確な定義がないが，林フェイズを過ぎ，安定した主系列星となってから以

降，惑星の創成期がはじまるまでの期間と考えられる。

【定義：太陽系創成期】

　主星が主系列星になってから，惑星空間でガスの散逸・降着が終わった時期まで（惑星創成期

のはじまり）

と定義できるであろう。
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材料物質と始源マントルは異なる

　炭素質コンドライトが惑星の材料物質であるとしてきたが，違いがある。地球では，最後の原

始惑星の衝突として，ジャイアントインパクトによる月の形成があった。月の衝突時に，衝突し

た天体の物質が原始地球物質と混合し，地球のマントル物質が主成分として月が形成され，その

残りの物質が地球となった。地球と衝突天体の鉄の成分が内部で分化して核になる。両者の揮発

成分が，大気や海洋になった。それぞれの形成時期は確定していないが，現在の地球に核も大気，

海洋も存在することから，ジャイアントインパクト以降に完成したはずである。ジャイアントイ

ンパクトが，材料物質から地球の創成時の組成を最終的に決定したことになる。

　地球創成期直前にはいくつもの事件が起こっていたため，炭素質コンドライトを材料物質とし

ても，初期に形成された原始地球がそのまま始源マントルになっているわけではない。シミュレー

ションによれば，かなりの成分が加わったり，抜けたり，分化したものが，「始源マントル」と

呼ばれるものになっている（図 11）。だが，地球創成期以降は，始源マントルはそれほど改変が

起こっていない。この始源マントルから由来した最初のマグマが「処女マグマ」となり，それが

固化したものが，「処女火成岩」となるはずである。

　以上のことから，「地球最古の火成岩」は，マグマオーシャンが固化した処女火成岩か，始源

図 11　処女岩石類の推定
　「地球最初＝処女」となる岩石を概念的に考えた関係図。破線は未発見ではあるが存在しうる岩石や状態。ま
た各成因ごとに起こる特徴的作用も加えている。
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マントルから由来した処女マグマから形成された処女火成岩かのいずれかとなる。そのいずれか

は，両者の由来が確定され，それぞれの年代が決まったとき，判定されるだろう。

Ⅵ　さいごに

　地球で最初に形成された岩石を考えてきた。地球上に存在し，試料として入手できれば話は簡

単であるが，その存在は不明である。地球最初の岩石を探求するために，地球創成期の定義が必

要になり，そのためには地球の岩石の定義が必要となった。それぞれの定義を確認しながら進め

てきたため，地球の創成期も改訂が必要となった。地球の創成期が定義できたことで，一般の惑

星の創成期も，太陽系の創成期も定義できるようになった。

　地球最初の岩石の探求では，試料が入手できないので，岩石の 3 つの成因ごとに，概念的なア

プローチを進めるしかなかった。概念的なアプローチから，火成岩が最も古い岩石にたどりつけ

ることが判明した。ただし，火成岩からマグマ，そして起源物質を見極め，探求していくことは，

現実的には困難な作業であると想定される。起源物質が不可知であっても，マグマの原岩は，ア

プリオリ（a priori）に存在することは確かである。火成岩固有の形成過程が時系列に沿って弁

証法的発展をするので，その特徴を利用して探求を進めた。

　火成岩の弁証法的アプローチを展開した結果， 2 つの処女火成岩の概念にたどり着いた。ひと

つは，処女起源物質（始源マントル）から生まれた処女火成岩である。

　　　始源マントル → 処女マグマ → 処女火成岩 ＝ 処女岩石

もうひとつは，マグマオーシャンで形成された処女火山岩である。

　　　マグマオーシャン → 処女火山岩 ＝ 処女地殻

これら 2 つが地球最初の火成岩の候補となる。

　惑星形成の標準モデルが正しければ，これらのいずれも地球には存在していたと考えられるも

のである。それが現在の地球に残っているかは，発見されない限り不可知となる。
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The First Rock of The Earth from Dialectic and Conceptual Approach

KOIDE Yoshiyuki

Abstract

　The first rock of the Earth that should be derived from the oldest igneous rock among 
igneous, sedimentary and metamorphic origins. Two oldest igneous rocks of virgin rock 
of the Earth arrived from dialectic and conceptual approach.
　　　primary mantle → virgin magma → virgin igneous rock = virgin rock
　　　magma ocean → virgin volcanic → virgin crust
These two rocks are candidate of virgin rock of the Earth. These rocks existed in the 
Earth, but it is agnostic whether they had left in the present Earth.

Keywords: first rock of the Earth, magma ocean, virgin rock, virgin crust, dialectic and 
conceptual approach
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