
様式 3 
（2014.8） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 
 
提出年月日：   2016   年 6  月 9  日 

氏名：石塚 治  

所属機関・職名：産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 主任研究員 

 

活動の種類 
(該当項目を残す）  4. 2nd Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 
および航海名 Exp.351 Izu-Bonin-Mariana arc origins 

乗船時の役割 Co-chief scientist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2016  年 6 月 4 日 ～ 2016  年 6 月 9 日 

用務地（国・都市） オーストラリア パース市 

本活動における成果 
 IODP Leg351 “Izu-Bonin-Mariana arc origins”に関して co-chief scientistとして

6/6-8の 3日間、西オーストラリア大学 St. Catherines college で行われた post-cruise 

meeting に出席した。会議では、USIO の staff scientist、 Kara Bogus やもう 1 名の

co-chief scientist の Arculus 教授他乗船研究者とともに，主に下船後行ってきた研究

成果の発表を行い，活発な議論が交わされた．また基盤岩の研究グループ等個別のテーマ

に分かれたミーティングも会議の合間をぬって行われ，今後の研究の進め方が議論され

た． 

 自分は，Major element composition and Preliminary Ar/Ar ages of basaltic basement 

at U1438Eのタイトルで，掘削地点基盤の玄武岩の主成分化学組成と ArAr年代測定結果に

ついて報告し，結果について議論を行った．データの解釈について，多くの意見が出て大

変有意義であった． 

 
 

備考 

注意事項 
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail 

(travel@j-desc.org)でご提出ください。 



様式 3 
（2014.8） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 
 
提出年月日： 2016 年 6 月 22 日 

氏名： 浜田 盛久  

所属機関・職名：海洋研究開発機構・研究員  

 

活動の種類 
(該当項目を残す） 2nd Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 
および航海名 Expedition 351: Izu-Bonin-Mariana Arc Origins 

乗船時の役割 Physical Property Specialist  

出張期間（移動も含む）   2016 年 6 月 4 日 ～ 2016 年 6 月 14 日 

用務地（国・都市） オーストラリア・パース 

本活動における成果 
 
本ポストクルーズミーティング（６月６日～８日）には、30人の乗船研究者のうち23人が参加し、掘削航海

が終了（2014年7月）してから約２年間の各乗船研究者の「乗船後研究」の成果の発表と議論が行われた。

私は、”Temporal evolution of volcanism at IBM arc over 10 Ma inferred from Unit III melt inclusions: Analytical 
results of major elements and strategy for the future analyses”と題して口頭発表を行い、コアの堆積物層Unit III
（4000万年前から3000万年前にかけて堆積した約1000ｍの層）のメルト包有物の主成分元素の分析結果を

報告した。ミーティング参加者から、有益なコメントを多数頂き、今後、さらに研究を進めていく上での励

みとなった。 
 
私が分析に用いたメルト包有物は、複数の乗船研究者と共有することになっており、今後、同一のメルト包

有物に対して、揮発性成分量、酸化還元状態、微量元素濃度の分析などが分担して行われる予定となってい

る。本ミーティングの期間中に、試料を誰がいつ分析をするかについて関係者同士の話し合いがもたれ、今

後の研究のスケジュールを明確にした。 
 
本ミーティングが終了した後の６月９日～１２日日には、パースの東方約600kmの金鉱山の町Kalgoolieを
中心とするGoldfields地域の巡検が現地の地質学者の案内により行われ、参加してきた。この地域はYilgarn
地塊の中央部に位置しており、約28億年前のプルーム由来の火山活動に伴う火山岩（コマチアイトなど）や

堆積物の層序が観察される。Exp.351で得られたコア中に観察される基盤岩や堆積物とは、年代も化学組成

も全く異なるものではあったが、海底で噴出したり堆積した岩石の産状には共通性があり、いわば、Exp.351
で得られたコアで記載された岩相を、実地で観察することができたという意味で、Exp.351の航海に対する

理解が深まり有意義であった。 

 

注意事項 
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail 

(travel@j-desc.org)でご提出ください。 



様式 3 
（2014.8） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 
 
提出年月日：      2016 年 6 月 23 日 

氏名： 草野 有紀  

所属機関・職名：産業技術総合研究所・研究員  

 

活動の種類 
(該当項目を残す） 2nd Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 
および航海名 Expedition 351 (Izu-Bonin-Mariana Arc Origins) 

乗船時の役割 Igneous Petrologist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む）   2016 年 6 月 4 日 ～ 2016 年 6 月 14 日 

用務地（国・都市） オーストラリア・パース 

本活動における成果 
 
 第 351 次研究航海のポストクルーズミーティングは、航海から 2 年後の開催であった。University of 
Western Australia での 3 日間の会議に乗船研究者（Science Party）のうち 22 名が参加し、参加者全

員が 2 年間の研究成果について口頭発表またはポスター発表を行った。個人的には、会議に参加した

ことによって下記の 3 点の成果を得た。 
1．Unit 1 についての意見交換と論文執筆までの役割分担 
 個人の第一研究テーマとしている基盤海洋地殻の岩相・岩石学・年代学・地球化学について、各研

究者の分析・解析結果を突き合わせて意見を交換した。発表が初日に集中したため、会期を通じて疑

問点を尋ねあい、議論を深めることができた。それぞれの論文執筆めどやその内容について、互いに

協力し合うことを確認した。 
2．島弧形成初期から現在に至るテクトニクス変化についての情報収集 
 約 5000 万年間に起こった火山砕屑岩類の堆積相変化、砕屑岩、斑晶鉱物および鉱物中のガラス包有

物の化学組成変化について情報を収集した。様々な視点からみても、テクトニクス変化がほんの数か

所（数点）に集中しそうだという共通の結果が興味深い。 
3．U1438 掘削孔についての分野横断的な意見交換 
 地質学だけでなく、第四紀地球科学に関する、化学的続成作用や海洋環境変遷など化学分析器を駆

使した最新の研究情報を得ることができた。一つの掘削孔から得られる膨大な情報が様々な方法で利

用されていくことを目の当たりにし、知見を広げることができた。 
 
会議後 4 日間の巡検「Arc-like Volcano-Sedimentary Successions in the Kalgoorlie Area, Eastern 

Yilgarn Craton」が行われ、10 名が参加した。太古代の地層であるものの、火山砕屑物や火山岩類の

産状は U1438 のコアとよく似ており、現象や 3 次元的な理解を深めることができた。また、これらに

伴って産する金鉱床の採掘現場を見ることができ、資源形成場としての島弧を意識した。 

備考 

注意事項 
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail 

(travel@j-desc.org)でご提出ください。 
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