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独立行政法人海洋研究開発機構 

 

 

 

 

統合国際深海掘削計画（IODP）第 324次研究航海の結果について 

～ジョイデス・レゾリューション号によるシャツキー海台形成モデルの検証に関する掘削研究～ 

 

 

統合国際深海掘削計画（IODP）の一環として、昨年 9月 4日から 11月 4日の間に実施さ

れたジョイデス・レゾリューション号を用いた IODP 第 324次研究航海について、統合国際

深海掘削計画中央管理組織（IODP-MI）及び米国の IODP 航海実施機関である USIO（United 

States Implementing Organization）からニュース発表がありましたので、参考としてお知

らせいたします。 

 

独立行政法人海洋研究開発機構（理事長 加藤康宏）は、日本国内の研究者が IODP への

参加に関わる支援等国内における IODPの総合推進機関としての役割を担っています。本航

海では、日本人研究者が共同主席研究者を務め、日本国内から他７名の研究者が乗船しまし

た。 

 

 

（参考添付） 

・日本語要約版（参考１） 

・統合国際深海掘削計画中央管理組織（IODP-MI）ニュース発表（原文）（参考２） 

・統合国際深海掘削計画（IODP）における研究航海の開始について（平成 21 年 8 月 7 日文

部科学省報道発表）（参考３） 

 

 

 

お問い合わせ先： 

（IODPについて） 

独立行政法人海洋研究開発機構 

 地球深部探査センターIODP推進・科学支援室 科学計画グループ 

グループリーダー 菊田 宏之 TEL:045-778-5644 

 

（本航海について） 

IODP 第 324次研究航海共同首席研究者 

国立科学博物館 

研究主幹 佐野 貴司 TEL:03-5332-7178 

 

（報道担当） 

独立行政法人海洋研究開発機構 

経営企画室 報道室長 中村 亘 TEL:046-867-9193 

4/12（月） 

配付先：文部科学記者会、科学記者会 



 

 

海底下に眠る古代の「超巨大火山」の謎にせまる 

 

１．概要 

2009 年秋、IODP 第 324 次研究航海「シャツキー海台形成」へ参加した国際研究チームは

1 億 4千 5 百万年前に噴火したシャツキー海台という海底火山列の成因を知るために 5地点

において海洋底を掘削した。この海底下の海山列は世界中で最も大きな「超巨大火山」の 1

つである。  

「超巨大火山」の噴火は、多量のガスやマグマを地表へ放出し、海底の地形をも大きく変

えるため、生物の大量絶滅の原因となっている。このような大規模噴火の結果、生物種が減

少し、大気中の温室効果ガスが増加し、海流系が変化してしまう。このように「超巨大火

山」の形成は、地球規模で大変動を引き起こす出来事であるのにも関わらず、その噴火の原

因やメカニズムは良く分かっていない。最近、太平洋で行われた統合国際深海掘削計画

（IODP）の研究調査で得られた新データは、地球史において未解決となっているこの問題を

解く鍵となるであろう。 

 

２．背景 

IODP 第 324次航海「シャツキー海台形成」は科学深海掘削船であるジョイデス・レゾリ

ューション号を用いて 2009年 9月 4日から 11月 4日の間に実施された。ジョイデス・レゾ

リューション号（JR号）は IODP の代表的調査船の 1つであり、海底下の掘削やモニタリン

グにより地球の科学的理解を助けるための国際海洋研究計画に役立ってきた。JR号は、オ

ーシャン・リーダーシップ、テキサス A&M大学、コロンビア大学ラモント・ドーティー地球

科学研究所の連合による IODPアメリカ実施機関によって運航されている。 

 

３．結果 

航海中に採取された堆積物や微化石の特徴から、シャツキー海台の一部はかつて陸上化し

ていたことが推定され、白亜紀前期（約 1億 4千 5百万年前）には火山列島を形成していた

可能性が明らかになった。さらに，赤道付近でマグマが一気に噴出して多量の溶岩流が積み

重なってシャツキー海台がつくられたことが船上の研究で明らかになった。今後、数ヶ月ま

たは数年間分析を積み重ねることにより、研究航海で得られたデータが、50年以来論争が

続いている巨大海台の成因と起源を解明するのに役立つであろう。 

 

４．今後の研究課題 

IODP 第 324次研究航海は超巨大火山の形成とプレート境界との関係を解読することに重

点を置いた。この研究は超巨大火山を形成する原因は何なのかを知ることの解決に繋がるで

あろう。最も幅広く受け入れられている巨大海台の形成モデルは、巨大なマグマの起源物質

の球体（「プリューム・ヘッド」と呼ばれる）が地球深部から地表へ上昇してきたとき、巨

大海台が生産されるというものである。もう 1つ別のモデルは，「三重会合点」と呼ばれる

三つのプレートの境界点で巨大海台は形成されるというものであるが、このメカニズムは十

分に検証されていない。シャツキー海台は三重会合点に形成されたので、超巨大海台の成因

論争に決着をつける鍵となるかもしれない。  

 

 

参考 1 



 

 
2009 年 9月 7 日、シャツキー海台航海へ向けての出港の準備のため横浜に停泊中の科学掘

削船「ジョイデス・レゾリューション号」 

 

 



 

 
日本沿岸から遠方に位置するシャツキー海台の 5つの掘削地点の中の 1カ所で掘削のために

必要な海底カメラの配備の準備をしている科学掘削船ジョイデス・レゾリューション号の船

員達 

 



 

 
ジョイデス・レゾリューション号に乗船中，試料採取台で作業をしている変質岩学者のデラ

コウア・アデリ（フランス・パリ地球物理研究所）と副研究室役員のペン・チエ（IODPア

メリカ実施機関/テキサス A&M大学）。 

 

 
ジョイデス・レゾリューション号に乗船中，試料採取台で岩石コアを確認しているキュレー

ターのブロイヤー・チャド（IODP アメリカ実施機関/テキサス A&M 大学）。 



 

 

 
シャツキー海台から採取されたコアについて議論を行っているキュレーターのブロイヤー・

チャド（IODP アメリカ実施機関/テキサス A&M大学）、航海プロジェクト責任者でありスタ

ッフ研究者でもあるゲルドマッハー・ヨルグ（IODP アメリカ実施機関/テキサス A&M 大学）、

共同首席研究者である佐野貴司（国立科学博物館）、そして共同首席研究者であるセイガ

ー・ウィル（テキサス A&M 大学）。 
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Deciphering the Mysteries of an Ancient Seafloor Goliath 

 

“Supervolcanoes” have been blamed for multiple mass extinctions in Earth’s history, but 

the cause of these massive eruptions remains poorly understood. To explore the origins of 

these seafloor giants, scientists drilled into a large, 145 million-year-old volcanic 

mountain chain lying underwater off the coast of Japan.  

 

The eruptions of “supervolcanoes” on Earth’s surface have been blamed for causing mass 

extinctions, belching large amounts of gases and particles into the atmosphere, and re-

paving the ocean floor. The result? Loss of species, increased greenhouse gases in the 

atmosphere, and changes in ocean circulation. Despite their global impact, the origin and 

triggering mechanism of these eruptions remain poorly understood. New data collected 

during a recent Integrated Ocean Drilling Program (IODP) scientific research expedition 

in the Pacific Ocean may provide clues to unlocking this unsolved mystery in Earth’s 

geologic record. 

 

In fall 2009, an international team of scientists participating in IODP Expedition 324 

“Shatsky Rise Formation,” drilled five sites in the ocean floor to study the origin of the 

145 million-year-old Shatsky Rise volcanic mountain chain.  Located approximately 

1500 kilometers (930 miles) east of Japan, Shatsky Rise measures roughly the size of 

California.  This underwater mountain chain represents one of the largest supervolcanoes 

in the world: the top of Shatsky Rise lies three and a half kilometers (about two miles) 

below the sea surface, while its base plunges to nearly six kilometers (four miles) below 

the surface. Shatsky Rise is composed of layers of hardened lava, with individual lava 

flows that are up to 23 meters (75 feet) thick.   

 

“Seafloor supervolcanoes are characterized by the eruption of enormous volumes of lava. 

Studying their formation is critical to understanding the processes of volcanism and the 

movement of material from the Earth’s interior to the surface,” remarked Dr. William 

Sager of Texas A&M University, who led the expedition together with co-chief scientist 

Dr. Takashi Sano of Japan’s National Museum of Nature and Science in Tokyo.  

 

About a dozen supervolcanoes exist on Earth – some are found on land, while others lie 

at the bottom of the ocean.  Those found on the seafloor are often referred to as “large 

oceanic plateaus.” Current scientific thinking suggests that these supervolcanoes were 

caused by eruptions occurring over a period of a few million years or less – a rapid pace 

in geologic time. Each of these supervolcanoes produced several million cubic kilometers 

of lava – about three hundred times the volume of all the Great Lakes combined – 

dwarfing the volume of lava produced by the biggest present-day volcanoes such as 

Hawaii. 

 

参考２ 

 



 

Since the 1960s, geologists have debated the formation and origin of these large oceanic 

plateaus. The mystery lies in the origin of the magma, which is molten rock that forms 

within the Earth. A magma source rising from deep within the interior of the Earth has a 

different chemical composition than magma that forms just below the Earth’s crust. Some 

large oceanic plateaus exhibit signs of a deep-mantle origin. Others exhibit chemical 

signatures indicative of magma originating from a much shallower depth.  

 

The IODP Shatsky Rise expedition focused on deciphering the relationship between 

supervolcano formation and the boundaries of tectonic plates, which may prove crucial to 

understanding what triggers supervolcano formation. A widely-accepted explanation for 

oceanic plateaus is that they form when a huge blob of magma source (a “plume head”) 

rises from deep in the Earth to the surface.  An alternative theory suggests that large 

oceanic plateaus can originate at the intersection of three tectonic plates, known as a 

“triple junction,” but this mechanism is poorly understood. Shatsky Rise could play a key 

role in this debate, because it formed at a triple junction, but also displays certain 

characteristics that could be explained by the plume head model. 

 

“Shatsky Rise is one of the best places in the world to study the origin of 

supervolcanoes,” Sager pointed out. “What makes Shatsky Rise unique is the fact that it 

is the only supervolcano to have formed during a time when Earth’s magnetic field 

reversed frequently.”  This process creates “magnetic stripe” patterns in the seafloor. As 

Sager explained, “We can use these magnetic stripes to decipher the timing of the 

eruption and the spatial relationship of Shatsky Rise to the surrounding tectonic plates 

and triple junctions.” 

 

According to preliminary results, sediments and microfossils collected during the 

expedition indicate that parts of the Shatsky Rise plateau were at one time at or above sea 

level, and formed an archipelago during the early Cretaceous period (about 145 million 

years ago). Shipboard lab studies further show that much of the lava erupted rapidly and 

that Shatsky Rise formed at or near the equator.  As analyses continue in the months and 

years ahead, data collected during this expedition may help scientists to resolve the 50 

year-old debate about the origin and nature of large oceanic plateaus. 

 

IODP Expedition 324 “Shatsky Rise Formation” took place onboard the scientific ocean 

drilling vessel JOIDES Resolution from September 4 to November 4, 2009. The JOIDES 

Resolution is one of the primary research vessels of IODP, an international marine 

research program dedicated to advancing scientific understanding of the Earth through 

drilling, coring, and monitoring the subseafloor. The vessel is operated by the U.S. 

Implementing Organization of IODP, consisting of the Consortium for Ocean Leadership, 

Texas A&M University, and Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University.  

 

IODP is supported by two lead agencies, the U.S. National Science Foundation and 

Japan's Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology. Additional 

program support comes from the European Consortium for Ocean Research Drilling 

(ECORD), the Australian-New Zealand IODP Consortium (ANZIC), India’s Ministry of 



 

Earth Sciences, the People's Republic of China (Ministry of Science and Technology), 

and the Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources. 

 
For more information about IODP Expedition 324 – Shatsky Rise Formation, visit 

http://iodp.tamu.edu/scienceops/expeditions/shatsky_rise.html 

 

For more information about the JOIDES Resolution, visit www.joidesresolution.org.    
  

For more information about the Integrated Ocean Drilling Program, visit www.iodp.org.   

 
### 

 

Media Contacts: 

Kristin Ludwig 

Consortium for Ocean Leadership, Washington, D.C. USA 

kludwig@oceanleadership.org 

+1-202-448-1254 

 

Jamus Collier 

Integrated Ocean Drilling Program Management International, Inc. (IODP-MI), Tokyo, 

Japan 

jcollier@iodp.org 

+81-3-6701-3185 
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