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Place Kanazawa 

Brief report 
 
A common pre-cruise meeting was held in Kanazawa on February 17th and 18th, 2014 for IODP Exp. 
350-351 and 352. After a brief introduction about the IBM (Izu-Bonin Mariana) project made by 
Yoshihiko Tamura, Kan Aoike, Junichi Kimura and Sanny Saito, The afternoon of the first day (Feb. 
17th) was devoted to presentations and discussions about the second IBM cruise (Arc origin), planned on 
The Joides resolution for May 30th to July 29th, 2014. 
 
The morning of the second day (Feb. 18th) was devoted to presentations and discussion about the first 
IBM cruise (Backarc), planned on the Joides resolution for March 29th to May 29th, 2014. During the 
afternoon of the same day, discussions about the last IBM cruise (Forearc) were held, which is 
programed for July 30th to September 29th, 2014 with a departure from Yokohama and a disembarking 
place at Keelung, Taiwan. I made myself a presentation about the magmatism and magmatic sources in 
the Oman ophiolite. Recent consensus about ophiolites suggested that all ophiolites formed at some arc 
tectonic environment (forearc or backarc). I intent to constrain the ophiolitic model by studying in 
parallel ophiolites (in particular the Oman ophiolite), fast spreading ridges (East Pacific Rise - EPR, as I 
already boarded on two IODP expeditions devoted to this ridge: Exp. 335 Superfast Spreading Ridge 4, 
and Exp. 345 Hess Deep Plutonic Crust) and the IBM forearc. 
 
 

Notes  
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海洋研究開発機構 地球深部探査センター 
企画調整室／J-DESC サポート 御中 
 

提出年月日： 平成   年   月   日 

氏名：清水 健二        

所属（職名）： 地球内部ダイナミクス領域（研究員） 

 

乗船航海名 IODP exp. 352 

出張期間（移動を含む） 平成 26 年 2 月 17 日 ～ 平成 26 年 2 月 18 日 

実施場所 石川四高記念文化交流館 

実施による成果と今後の計画（400 字以上） 

 

本年行われる伊豆-小笠原-マリアナ弧（IBM arc）の３つの IODP 航海(exp. 350, 351, 352)の

日本からの乗船研究者と関係者が集まり、２日間のトレーニングが石川県金沢市の石川四高記

念文化交流間にて行われた。３つの航海と今後期待される「ちきゅう」を用いた中部地殻掘削

航海の意義、期待される成果、お互いの研究分野や行ってきたことの紹介、掘削における技術

的な概要や採取される試料の分析やデータ解析などについて、参加者全員が発表を行った。各

人の本航海における役割について話し合い、理解と親睦を深めることができたのは非常に有意

義であった。今後の掘削航海に大いに役に立つトレーニングであった。 

備考  
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プレクルーズトレーニング開催報告書 

 

海洋研究開発機構 地球深部探査センター 
企画調整室／J-DESC サポート 御中 
 

提出年月日： 平成 26年  2月 19日 

氏名：柵山 徹也  

所属（職名）：地球内部ダイナミクス領域（研究員）  

 

乗船航海名 IODP Exp.352 

出張期間（移動を含む） 平成 26 年 2 月 17 日 ～ 平成 26 年 2 月 18 日 

実施場所 石川四高記念文化交流館 

実施による成果と今後の計画（400 字以上） 

トレーニングでは、掘削に際して行う物理探査やコア試料の解析、掘削技術の紹介のみなら

ず、運営組織体制などの簡単な紹介もあり、研究掘削についての幅広い知識が身についた。特

に、コア試料の解析に関しては、具体的にこれまで行われた航海で採取された試料を例に、ど

ういう目的でどのような解析を行い、それによってどのような情報がどの程度の解像度をもっ

て得られるのかがよくわかり、乗船中に自分が行うであろう解析作業に関して、具体的なイメ

ージを掴むことができたように思う。 

またそれ以外にも、IBM 掘削航海（Exp350, 351, 352）に乗船予定の、日本に本拠地を持つ研

究者が一同に会したことから、各々の研究目標を紹介しながら、議論を行うことができたのも

大きな成果であった。参加者は、古地磁気、物理探査、岩石学、地球化学、地質学、構造地質

学、など幅広い研究手法を用いて、様々な地質試料（火山岩、深成岩、堆積岩など）の取り扱

い経験を有することから、それぞれの発表に対して、異なる角度での指摘・アドバイスなどが

なされ、知識を深めるとともに、横のつながりを強めることができた。 

備考  
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海洋研究開発機構 地球深部探査センター 
企画調整室／J-DESC サポート 御中 
 

提出年月日： 平成 26 年 3月 5日 

氏名：道林克禎  

所属（職名）：静岡大学理学研究科（教授）  

 

乗船航海名 Expedition 352 

出張期間（移動を含む） 平成 26 年 2 月 17 日 ～ 平成 26 年 2 月 18 日 

実施場所 金沢市四高記念文化交流館 

実施による成果と今後の計画（400 字以上） 

 

本トレーニングは，IBM 掘削航海である Exp350, Exp351, Exp352 への日本からの乗船者の情報

交換と相互理解を深める目的で開催された．Exp352 の乗船予定者である道林・Python・清水・

柵山の 4名が参加して，それぞれの現在の研究と掘削航海で取り組む課題を発表した．道林は，

小笠原前弧で採取された超マフィック岩の微細構造と結晶方位ファブリックの研究から小笠原

前弧には太平洋プレートが沈み込みを開始した当初のマントル構造が残されている可能性を指

摘した．Python はオマーンオフィオライトにおけるハンレイ岩岩脈の岩相分布と岩石学的特徴

から高速拡大軸との関係性を示した．清水は火山岩中のメルト包有物から初生マグマの酸化状

態を分析できることを示した．柵山はマリアナ海溝南部陸側斜面に分布する超マフィック岩の

岩石学的特徴には前弧と背弧の両方の性質があることを示した．これらの発表をふまえて，

Exp352 では主目的である前弧火山岩研究の進展に加えて，下部地殻やマントル物質の採取も期

待されることを確認した．本トレーニングでは，他の 2 航海についても発表があり，島弧発達

過程の解明に向けて IBM 掘削の重要性を再確認できた．また，初日の夕方に懇親会も催され，

互いに航海への期待を語りながら親睦を深める良い機会となった．  

備考  
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