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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：      2014 年  10 月 6 日 
氏名：道林克禎  
所属機関・職名：静岡大学・教授  

 
活動の種類 

(該当項目を残す） 
1. 乗船（port call）  
 

IODP 研究航海番号 
および航海名 EXP352 IBM Fore Arc: Testing subduction initiation and ophiolite model 

乗船時の役割 Physical Properties Specialist  

出張期間（移動も含む）   2014 年 7 月 30 日 ～ 2014 年 9 月 30 日 

用務地（国・都市） 横浜港〜台湾・基隆港 

本活動における成果 
 
本航海は，太平洋プレートがフィリピン海プレートへ沈み込みを開始し，最初に形成された前弧玄武岩とそ

の次に形成されたボニナイト火山岩の関係を探ることを目的とした。当初計画では前弧玄武岩１カ所とボニ

ナイト１カ所それぞれで 1000m 程度掘削して両者の時空関係を明らかにする予定であった。本掘削航海で

は，結果的に深堀は小断層や破砕帯のため断念したが，代わりに前弧玄武岩２カ所，ボニナイト２カ所を掘

削した。これらの掘削によって沈み込み初期の火山活動を研究するために十分な岩石試料が得られた。航海

の概要については，今年１２月の AGU ミーティングで報告される。なお，本航海のポストクルーズミーテ

ィングは 2016 年 5 月頃にキプロス島で開催されることになった。 
 
Physical Properties Specialist としては，前弧堆積物と火山岩の物性（P 波速度，帯磁率，密度，空隙率，

自然ガンマ線量，熱伝導度）を測定し，その特徴を解析した。火山岩の回収率は 20％以下であったが，良

質の物性測定値を得ることができた。今後は岩石試料を詳しく解析して物性値の意味を調べていく。 
 
本航海は EXP305 に続いて２回目であった。ジョイデスレゾリューション号はその間に改造され，前回と

は比較にならないくらいに快適な研究環境だった。住環境も改善されており，２ヶ月の長期航海でも低スト

レスで過ごすことができた。掘削技術自体は建造時と変わっていないが，３５年以上のベテランスタッフの

もつノウハウと研究設備の継続的な更新によって，より便利に快適な掘削航海を推進している姿勢を感じ

た。機会があれば，また乗船したい気持ちにさせられた航海だった。 
 
 

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：  2014 年 10 月  17 日 
氏名：清水 健二  
所属機関・職名：海洋研究開発機構・技術研究員  

 
活動の種類 

(該当項目を残す） 
1. 乗船（port call） 
 

IODP 研究航海番号 
および航海名 IODP Exp. 352 Izu-Bonin-Mariana Fore Arc 

乗船時の役割 Core describer (igneous petrologist) （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む）   2014 年  7 月  31 日 ～   2014 年  9 月  30 日 

用務地（国・都市） 小笠原沖 

本活動における成果 
 
前弧玄武岩（FAB: forearc basalt）とボニナイトで特徴付けられる沈み込み帯初期の火成活動とテク

トニックな発達史を解明することは沈み込み帯の経年変化を追うのに必要不可欠な研究である。しか

しながらこれまではドレッジやしんかいダイブなどによって限られた試料しか得られておらず、系統

的に火成活動と発達史を研究するのは非常に困難であった。 

 

今回の航海によって、４つの掘削サイトから 1.22km の基盤岩と 0.46km の堆積物が掘削され、変質を

逃れた火山ガラスを含む FAB やボニナイトが得られた。ポストクルーズの研究のため、多くの火山ガ

ラスを得たので、今後は揮発性物質や硫黄化学状態を分析し、最初期の沈み込み帯における火成活動

やテクトニックな発達史の解明に貢献したい。 

 

今回は EXP324 に続いて二回目の乗船で、初めての時よりも時間や気持ちにゆとりを持ち、次に起こる

状況も把握できたので、前回の航海の時に常に感じた切迫感は少なく、IODP 航海の印象が変わったが、

やはり 2か月は長かった・・・。 

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。 
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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：  2014 年 10 月 3 日 
氏名：柵山徹也  
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） 
1. 乗船（port call） 2. Pre-expedition meeting  
3. Sampling party  4. 1st/2nd Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 
および航海名 Exp352 Izu-Bonin-Mariana Forearc 

乗船時の役割 Physical Property Specialist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2014 年 7 月 31 日 ～ 2014 年 9 月 30 日 

用務地（国・都市） 小笠原沖 

本活動における成果 
 

本研究航海では、小笠原沖前弧域の 4 箇所（U1439, U1440, U1441, U1442）にて堆積物および基盤岩の

掘削を行った。これまで陸上の地質調査や海底の探査船による調査などにより提案されていた仮説では、プ

レート沈み込み開始から定常的な沈み込みに遷移する間に、前弧玄武岩からボニナイト、島弧マグマへとマ

グマ活動が時間変化することが提案されていた。しかしその遷移境界はまだ確認されていなかったため、そ

の境界を掘削によって確認することが第一の目的であった。掘削の結果、各岩相同士の境界を直接確認する

ことはできなかったが、幅広い化学組成幅をカバーする岩石試料や新鮮なガラス試料などを採取することが

できた。 
私自身は Physical Property Specialist として乗船し、岩石の各種物性（密度、自然ガンマ線強度、P 波速

度、熱伝導率、磁化強度、空隙率等）の計測を行った。岩石物性計測に関する経験はこれまでになかったた

め、船上で方法を習得しながらの任務となった。岩相ごとに自然ガンマ線強度や磁化強度に違いが見られる

ことが新たにわかり、化学分析以外でも比較的信頼でき、迅速にかつ客観的に岩相を区分する手法があるこ

とを知ったのは新鮮であった。 
個人的には合計約 160 個の岩石試料を採取した。全岩主成分・微量・同位体分析までが可能な 25cc 程度の

サンプルを中心に、レーザー分析用厚片作成やガラス分析用の 10cc、5cc 試料などである。その他に、乗船

研究者同士で共有するサンプルを 10 個程度採取した。 
また、少しでも研究者以外の方々にも掘削航海の意義、面白さをお伝えするべく、日本の高校生・中学生

を対象に、インターネットを通じた中継授業を船上から行った。試料が船上に上がってきてから、物性計測、

切断などを経て記載や化学分析に至る一連のプロセスを説明し、船上での生活なども紹介した。国際的な掘

削航海でも日本人が参加し、活躍していることを若い人たちにお見せできたのは良かったと思う。 

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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Report on IODP Expedition Related Activities 

 

 

Reporting date (Day/Month/Year):  15/10/2014   

Name:    Marie Python   

Affiliation and job title:  Hokkaido University, Assistant Professor    

 

Type of activities 
(leave one) 

1. Expedition (port call) 2. Pre-expedition meeting 
3. Sampling party      4. 1st/2nd Post-expedition meeting 

IODP Expedition 
Number and Name Exp. 352 Izu-Bonin Mariana Fore Arc 

Responsibility in the 
expedition Alteration Petrologist (ex Sedimentologist) 

Activity Period  
(including transportation) From (Day/Month/Year) 31/07/2014   to (Day/Month/Year) 29/09/2014 

Venue 
(city and country) Yokohama (Japan) – Keelung (Taïwan) 

Result of the activity 
 
IODP Exp. 352 was held near the Ogasawara archipelagos in August-September 2014. In total four holes 
were drilled in three sites: 

• U1439A and U1440A were drilled in the sediment cover at the two main sites; 
• U1439C, U1440B were drilled next to the two previous holes, in the corresponding basement; 
• U1441A and U1442A were drilled at the alternate site BON5 and BON6 and covered the sediment 

cover and the basement. 
At all sites, 200 to 450 m of basaltic to boninitic hyaloclastites, pillow lavas and dolerites were drilled with a 
variable recovery (from 7 to 70%). The Expedition was from all points of view a great success, a unique 
collection of boninite, fore arc basalts and dolerites was collected. About 220 thin sections in total were 
made from selected samples from the collected cores. From a practical point of view, the two months long 
Expedition was spent observing and describing cores, rock samples and thin sections. The net result of 
shipboard work was stored in the IODP LIMS database and will be published in the Expedition report. 
More specifically, the original rocks were affected by a variable pervasive alteration degree and carbonate 
and zeolite veins, patches and vesicles were omnipresent in all holes. Veins and patches, vesicles and 
other alteration features are diagnostic of active hydrothermal circulation and reaction with the host-rock in 
the drilled zone. The omnipresence of these features suggest that hydrothermalism was an extensive 
process occurring broadly in the Izu-Bonin Mariana Fore arc. As an alteration petrologist, my work onboard 
consisted by the specific description and characterisation of the alteration features present in the recovered 
cores. All the hole are characterised by a background alteration dominated by clays and zeolites, likely in 
relation with low temperature interaction with seawater. Higher temperature minerals assemblage were 
found only in some limited sections at greater depth in each holes. The same minerals as those 
characterizing the background alteration are mostly filling the veins and vesicles in the same rock. These 
mineral assemblage are strongly related to the hydrothermal fluids that affected the original lithologies. 
Carbonates veins are extremely abundant in some sections and in association with carbonate filled vesicles 
and carbonate pervasive replacement of the basalt and boninite glass and groundmass. 

Notes 

Note: 
1. The report should be submitted to the J-DESC/IODP Travel Support by email (travel@j-desc.org) within two weeks 

after the activity. 
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