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神鍋火山におけるアルカリ玄武岩マグマの生成と起源
（株）建設技術研究所 大阪本社

高橋 崚

1．はじめに

3．研究手法と結果

西南日本の第四紀火山列は、プレート融解起源と考えら
れているアダカイト質火山岩（第四紀）の分布も含めて、
これまでフィリピン海プレートの沈み込みに伴って形成
されたと考えられていた（Kimura et al.，20031））。近年、
地震波トモグラフィーを用いた研究により、西南日本にお
いて、フィリピン海プレートが存在する地域と存在しない
地域があること、深部に太平洋プレートが存在する地域が
あることが示された（図 1：Huang et al.，20132)）
。
そこで本研究では、山陰地域東端のフィリピン海プレー
ト欠損部地域に位置する神鍋火山の化学的特徴（全岩主成
分元素・微量元素組成、同位体比）を分析し、山陰地域の
他の火山とのマグマの生成・分化過程を比較し、噴火の規
模や形態を決定づけている要因を考察した。

マグマの性質は、マグマだまり内の組成変化とマグマの
本源的組成により特徴づけられる。本研究では、噴出物の
化学組成から上記のマグマプロセスの特定を試みた。
3.1 マグマだまり内の組成変化の検討
マグマだまり内で地殻混入が起きた際に、マグマの微量
元素比と元素同位体比の変化が出ることが知られる。本研
究では、まず、この変化を数式化した AFC（Assimilation
and Fractional Crystallization）モデル（DePaolo，19817)）
による微量元素比・同位体比から地殻混入の有無を分析し
た（図 3）
。
マグマにはんれい岩が混入した場合、AFC モデルを使
うと A ラインが推定される。その下位の部分ははんれい
岩が混入した可能性のあるゾーンである（A ゾーン）
。マ
グマに花崗岩が混入した場合、AFC モデルを使うと B ラ
インが推定される。同様にその下位を B ゾーンとする。
対象火山の分析結果がどちらのゾーンにも入らない場合、
地殻混入はなかったと推定できる。
微量元素比（Zr/Y, Nb/Y）と同位体比（Sr, Nd）
、取り
込む地殻物質として花崗岩（山陰花崗岩：西田ほか、
20138)）およびはんれい岩（西南日本：Takagi et al.，
20109)；Iizumi et al.，200010)）を用いて行った。神鍋火
山の分析結果は、同位体比において B ゾーンの範囲に入
るが、微量元素比ではどちらのゾーンにも入らない（図 3）。
したがって、神鍋火山のマグマは地殻混入の影響は受けて
いないと言える。これはマグマ生成から噴火まで外部から
の影響をほとんど受けず、マグマ生成当時の情報を色濃く
残した状態で噴火に至ったことが示唆される。

図 1 西南日本の火山列とプレート（スラブ）存在深度
（Huang et al.，20132)を一部加筆）

2．神鍋火山
神鍋火山は兵庫県豊岡市日高町に位置する第四紀アル
カリ玄武岩火山である。その火山活動は、神鍋溶岩が姶良
Tn 火山灰層と鬼界火山灰層に挟まれていることから、2
万 5 千年前（松本ほか、19873））～7300 年前（福沢仁之、
19954））に噴出したとされる（古山ほか、19935））。神鍋
溶岩は複数の噴出源が確認されており、噴出順に日高溶岩、
荒川溶岩、十戸溶岩、シワガ野溶岩の 4 枚の溶岩流に分類
される（図 2：古山、19736)）
。

図3

図 2 神鍋火山周辺地域の火山と神鍋の溶岩の広がり
（古山、19736)を一部加筆）

AFC モデルによる地殻混入の可能性の検討結果

3.2 マグマの本源的組成の検討
この検討は地殻混入の可能性が否定された場合の検討
手法である。
マントルで生成される初期マグマが上昇し地殻でマグ
マだまりとなるまでの間に、かんらん石を分離することが
知られている。
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初期マグマの全岩主成分元素組成を α、現在採取できる
岩石の全岩主成分元素組成を β1 とする。β1 の組成から晶
出されるかんらん石の組成を「ol1」とする。Tatsumi et al.
（2005）11)の手法に従い、β1 を初期マグマの組成に近づ
けるために β2 = β1+「ol1」
、β3 = β2+「ol2」
、…、βN+1 = βN+
「olN」を、「olN」の組成がマントルと同等になるまで繰
り返す。この手法により α（= βN+1）を推定した（図 4(a)、
(b)）
。求めた α の Ne’、Ol’、Qtz’の割合を求め、マントル
か ん ら ん 岩 の 融 解 実 験 デ ー タ （ Irvine & Baragar ，
197112））と比べることで融解圧力を推定した（図 4(c)）。
その融解圧力と α の MgO 含有量を用いて Sakuyama et
al.（2014）13)の手法に従い融解温度の推定を行った。
その結果、マグマの生成条件は 2.0-2.5 GPa (深さにす
ると 70-80 km)、1400-1430 ℃（H2O = 1.0-1.2 wt%）で
あることがわかった（図 4）
。

また、西南日本では島根県や山口県にも、神鍋火山と類
似の噴火の規模や形態を示すアルカリ玄武岩（阿武単成火
山群など）が分布し、フィリピン海プレートが存在しない
地域とされていることから（図 1）、神鍋火山と同様の成
因の可能性があると考えられる。

図 5 地震波トモグラフィーの断面図（Nakajima &
Hasegawa，200714）を一部加筆）
赤×は神鍋火山を形成したマグマの生成深度を示す。
赤矢印は湧昇する太平洋プレート脱水流体を示す。

図 4 マグマの生成過程の検討図
(a)：(b)の解釈図
(b)：マグマ生成時の組成の検討
(c)：マグマ生成時の融解圧力の検討

4．考察
マグマの生成深度は、地震波トモグラフィーの研究結果
（Nakajima & Hasegawa，200714））を用いて比較した。
神鍋火山におけるマグマの生成深度は山陰地域におけ
るフィリピン海プレートの存在深度（70-80 km）にほぼ
相当する。この深度で融解が起きた場合、起源物質の 1
つとしてプレートに含まれる海洋地殻が考えられる。しか
し、フィリピン海プレートが火山下に確認されている山陰
地域とは異なり、神鍋火山周辺ではプレート融解起源とさ
れるアダカイト質の火山岩は噴出していない。また、
Nakajima & Hasegawa（2007）14）では、地震波低速度
異常域と神鍋火山におけるマグマの生成深度が一致する
（図 5）。以上のことから、神鍋火山はフィリピン海プレ
ート由来ではないことが示唆される。
同位体比（Nd, Pb）からマグマ生成に関与したプレー
ト脱水流体の起源について Nakamura et al.（2008）15)
に従い検討を行った。神鍋溶岩の同位体比は、太平洋プレ
ートの脱水流体の組成範囲に入ってくるため、神鍋火山を
形成したマグマの生成起源は、太平洋プレートの脱水流体
物質であるということが示唆される（図 6）
。
したがって、神鍋火山を形成したマグマは、山陰・山陽
地域におけるフィリピン海プレートの存在深度に相当す
る深度において太平洋プレート起源の脱水流体の影響で
生成され、地殻の混入のない分化過程を経て噴出したもの
とわかった。
今回の研究結果から、こうした西南日本の第四紀火山の
溶岩起源となっている海洋プレート脱水流体には地域性
があることが判明した。太平洋プレートとフィリピン海プ
レート由来の脱水流体物質の違いは、噴火の規模や形態、
火山体の規模や内部構造にも関わってくる可能性がある
ことがわかった。

図 6 太平洋プレート（PAC）およびフィリピン海プレ
ート（PHS）の脱水流体物質と神鍋溶岩の同位体比
（Nakamura et al.，200815)を一部加筆）
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