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小笠原諸島の地質と見所 
 小笠原を“東洋のガラパゴス”に喩えることがあります。孤島で独自の進化をした動植物にあ

ふれた島々は確かに進化論ゆかりの地“ガラパゴス”になぞらえたくなります。しかし，地質学

的にはガラパゴスは比較的よく研究されたホットスポット火山の一つの典型ですが，それ自体希

有な存在というわけではありません。ところが，小笠原の地質はそれ自体とてもユニークで学問

的にも重要なのです。この点に関してはガラパゴス以上に稀少と言ってもよいでしょう。どこに

そんな貴重なものがあるのかとお思いになる方がいらっしゃるかもしれません。実は皆さんが

“路傍の石”としてふだん見向きもしない，そのあたりに転がっている石が小笠原特有の世界で

もとても珍しい岩石なのです。とりわけ“無人岩（あるいはボニナイト）”という岩石は，特異

な化学組成と希有な鉱物を含むことで有名です。長さ 10 cm にもなる大きな乳白色の鉱物を含む

無人岩の溶岩があります（図 1-1）。この鉱物は単斜エンスタタイトという輝石の仲間で，隕石に

はよく含まれますが，地球上の岩石では無人岩の仲間だけ，それも世界で数カ所しか見つかって

いないとても珍しい鉱物です。父島ではループトンネルや小港周辺などで見ることができます。

一方，母島は大昔の火山島で，岩石自体は内地の火山と変わったものはありません。しかし，母

島の地層には貨幣石という大型の有孔虫化石が沢山含まれています。この貨幣石は今から数千万

年前に絶滅した直径数 cm にもなる巨大な単細胞動物です。同時代の近縁の貨幣石は九州の南方

の沖大東海嶺や奄美海台の海底からも見つかっています。このことは，かつて小笠原が沖大東海

嶺や奄美海台の近くにあったことを意味します。皆さんの“路傍の石”は，壮大な地球の歴史を

記した古文書なのです。 
 
図 1-1．単斜エンスタタイトを含んだ無人岩の枕状溶岩(a)。白い単斜エンスタタイトの巨晶は枕の

中央下部に集積している(b)。右下の顕微鏡写真は石質隕石（コンドライト）。左下の灰色の鉱物

が単斜エンスタタイト。 
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§1. 小笠原諸島の地質と成り立ち 

小笠原諸島はどこで生まれたか？ 
 一般の方には“地質”とはちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。植物や農作物などが生

育するところを土壌と言い，その性質が“土質”です。土壌の下にある岩石や土砂のことを“地

層”と言い，その性質を“地質”と言います。地層は私たちの足下深く，はるか地球の中心まで

続いています。いうなれば大地そのもののことです。この大地のでき方やその仕組みを研究する

学問が地質学です。小笠原諸島には西之島から南硫黄島に至る火山列島，父・母両島をはじめと

する小笠原群島，はるか東の南鳥島など（図 1-2），非常に広い範囲の島々が含まれていますか

ら，それらの地質の成り立ちといっても様々です。火山列島はいずれも第四紀の新しい活火山

で，伊豆－小笠原海溝に平行に南北に延びる海底火山群の一部が海面上に顔を出したものです。

伊豆－小笠原海溝と平行に走る火山列はともに東に向かって弓なりに張り出しています。このよ

うに弧状配列した火山列を含む地帯を島弧と言います。東北日本も日本海溝に向かって弓なりに

張り出した島弧ですし，西南日本も南海トラフという海溝に向けて張り出した島弧です。島弧に

ある火山を島弧火山と言います。小笠原群島は古第三紀という地質時代の海底火山と火山島が海

面上に現れたもので，今から 4,800 万年～4,400 万年前の島弧火山です。これに対して，南鳥島

の周りには海溝がありません。太平洋の海底をつくる硬い岩盤（プレート）の上にできた，島弧

火山とは全く違ったタイプの火山なのです。 
 地球の表面は 10 数枚のプレートという堅い岩盤でおおわれています。プレートはじっとして

いるわけではなく，南極の大陸氷河のように年間数 cm から 20 cm くらいの速度でゆっくりと動

いています。プレート同士は衝突したり，片方の下にもう一方が沈み込んだりします。プレート

が沈み込む場所が海溝という深い溝です（図 1-3）。日本列島の周辺は４つものプレートがぶつか

り合っている場所で，そのために地震や火山活動が盛んなのです。小笠原諸島があるのはフィリ

ピン海プレートの東端です。地球の海洋底には総延長 7 万 km にもなる海底火山の大山脈があ

り，地球をぐるりと取り巻いています。この山脈を中央海嶺と呼びます。海洋底のプレートは中

央海嶺にそって裂けながら両側へ広がっています。中央海嶺では地球内部からマグマが湧き出

て，裂け目を埋めるようにして新たにプレートを生み出しているのです。この時テープレコーダ

ー（最近あまり見かけませんが）と同じように，新しく付け加わったプレートはその時々の地球

磁場の方向に磁化されます（図 1-3）。方位磁石の N 極が地球の北を指すのは，北極が S 極に帯

磁しているからです。ところが，地球磁場は常に一定しているわけではなく，数万年に一度くら

いの割で N 極と S 極が入れ替わります。そのため中央海嶺で磁化される海洋プレートには地球

磁場の反転が地磁気異常の正と負の縞模様として延々と記録されます。そこで，この縞模様を解

読することによって，そのプレートがいつ，どのように動いたかという歴史を読みとることがで

きるのです。 
 フィリピン海プレートのほぼ中央を南北に九州－パラオ海嶺という海底山脈が走っています

（図 1-2）。九州－パラオ海嶺と伊豆－小笠原－マリアナの間には四国海盆とパレスベラ海盆とい

う海洋底があります。この海底の地磁気異常の縞模様は，今からおよそ 3,000 万年前から 1,700
万年前にかけて四国－パレスベラ海盆が拡大したことを示しています。つまり，3,000 万年前に

は伊豆－小笠原－マリアナ弧は九州－パラオ海嶺とくっついていて，奄美海台，沖大東海嶺と小

笠原はすぐ隣合っていたのです（図 1-4）。それが近縁の貨幣石が出る理由です。父島や母島の火

山活動は今から 4,400-4,800 万年前なので，さらに時代をさかのぼる必要があります。今から

4,800 万年前には小笠原は今のマリアナ諸島くらいの緯度にありました。小笠原の西の海底で

は，フィリピン海が拡大中で，地下から高温のマントル物質が湧き上がっていました。折りしも

それまで北北西へ動いていた太平洋プレートの運動方向が変化し，小笠原の下に向けて沈み込み

始めました。そのため，通常よりも浅いマントルの溶融が起きて，無人岩の海底火山活動が起き

たと考えられます（図 1-5）。 
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図 1-2．小笠原周辺のプレートと島弧－海溝系。Macpherson and Hall (2001)より。 

 
図 1-3．中央海嶺と島弧－海溝系。中央海嶺で生まれた海洋プレートはその時々の地球磁場の方向

に磁化され，ベルトコンベヤーのように移動していき，やがては海溝から沈み込む。 
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図 1-4．現在から 4,800 万年前までの小笠原周辺のプレートの復元図（新妻, 2006）。今から 1500 万

年前，日本海はまだ生まれておらず，日本列島は中国大陸と地続きだった。四国－パレスベラ海

盆が開く直前の 2500 万年前，小笠原（×印）は現在の奄美海台，沖大東海嶺の近くにあった。小

笠原の海底火山が誕生した 4800 万年前には，小笠原は現在のマリアナ中部くらいにあって，拡大

中の西フィリピン海盆の東縁に位置していた。丁度その頃，太平洋プレートの運動方向の転換に

より，小笠原直下に太平洋プレートの沈み込みが始まり，高温の浅部マントルが溶けて無人岩マ

グマを発生した。 
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図 1-5．5,000 万年前から現在に至る小笠原周辺の火山活動の移り変わり。 
(A) 50 Ma 頃 
フィリピン海プレートと接していた太平洋プレートの沈み込みの始まり。西フィリピン海盆は拡

大中であり､さらにフィリピン海プレート東縁部も沈み込む太平洋プレートに引っ張られて拡大

を開始した。そのため、小笠原下の上部マントルが高温になった。 
 
(B) 48 Ma 
高温のマントル浅部に沈み込む太平洋プレートから主に水からなる流体が供給され、無人岩マグ

マを発生。父島から聟島周辺にかけておだやかな溶岩流出を起こす海底火山群を形成した。火山

活動後半には浅海でストロンボリ式噴火を起こすようになった。 
 
(C) 44 Ma 
冷たいプレートが沈み込みによってくさび型マントルの温度が下がり、マグマの発生深度は徐々

に深くなっていった。それとともに発生するマグマの化学組成も変化し、44 Ma には母島列島の

地下で島弧ソレアイトマグマが発生した。浅海から陸上噴火による穏やかな溶岩流出と爆発的な

降下火砕物と火砕流噴火を繰り返した。 
 
(D) 40 Ma 
西フィリピン海盆は 4000 万年前頃までに拡大を停止。櫛型マントルの冷却により、火山フロン

トは分裂前の伊豆－小笠原－九州―パラオ海嶺の位置（ほぼ現在の火山フロントと同じ）まで後

退した。 
 
(E) Present 
伊豆―小笠原―マリアナ弧は四国―パレスベラ海盆が 2500-1500 万年前に拡大したことにより、

九州―パラオ海嶺から分離。小笠原海台が衝突して小笠原海嶺が上昇し、小笠原トラフが形成さ

れた。父島西方の西之島～火山列島では硫黄島火山を中心に高アルカリソレアイト質安山岩から

アルカリ岩質マグマが活動しており、火山フロント上の火山としてはアルカリ元素濃度が高く注

目される。 
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無人岩（ボニナイト）とはどんな石？ 
  父島では無人岩の枕状溶岩は島の北岸から東の海岸を廻って南の千尋岩の崖にまで分布して

います。手近なところでは宮之浜，釣浜の東岸，初寝浦～石浦などで見ることができます。観光

客がよく行く小港やループトンネルの周辺にある枕状溶岩は残念ながら無人岩ではありません。

古銅輝石安山岩の枕状溶岩です。しかし，これらの安山岩は内地の火山をつくる普通の安山岩で

はなく，無人岩の近縁の特異な安山岩です。その証拠に無人岩のように 1-5 mm くらいの乳白色

の単斜エンスタタイトの結晶を含んでいます（図 1-6a）。 
 無人岩はガラス質の岩石で，割れ口はグリースがにじんだような特徴的な光沢を示します。多

孔質で丸い気泡を白い沸石などの二次鉱物が埋めていることがあります（図 1-6b）。また，3～4
種類の輝石という鉱物の柱状～板状結晶を沢山含んでいます。無人岩を手に取った時にまず目を

引くのは濃緑色の径 1-2mm の結晶です。古銅輝石という鉱物で，大きなものは 1cm 近くにもな

ります。無人岩が風化浸食を受けると堅い古銅輝石だけが残り，やがて波に洗われて海岸に集ま

り緑色のうぐいす砂（図 1-6c）となります。ハワイなどの海岸にはカンラン石という鉱物が集ま

ってできるカンラン石砂というのがありますが，世界的にはさほど珍しいものではありません。

しかし，世界広しと言えどもうぐいす砂が採れる所は小笠原の他には聞きません。 
 無人岩は安山岩という火山岩の一種ですが，普通の安山岩に比べてはるかに高いマグネシウム

含有量を示すことも特徴です（MgO で 8-15%；表 1）。この岩石を世界で初めて研究したのが理

科大学（現在の東京大学理学部）助教授の菊池安です。菊池は 1888 年に邦文で小笠原の地質を

紹介し，1890 年には英語論文で詳細な鉱物記載と化学分析を発表しました。彼の研究成果は大

変すぐれたものであったのですが，残念なことにあまり注目されず 32 才という若さで夭逝した

こともあって，やがて忘れ去られてしまいました。無人岩の英語名をボニナイト boninite と言い

ますが，これはペーターセン Petersen というドイツ人学者が 1890 年に命名したボニニット

boninit という岩石名を英訳したものです。元をただせば小笠原の古名である“無人島（ぶにんじ

ま）”から名付けたもので，“小笠原石”という意味です。もっとも“ぶにん”は“むにん”がな

まったものだそうですから，本来は“ムニニット muninit”と命名するべきだったのでしょう

か。 
 無人岩の特殊な化学組成は，数千万年前に小笠原諸島を形成した火山活動を復元する上で重要

な鍵となります。無人岩は父島列島から聟島列島にかけて見られますが，これらの多くは海底火

山の噴火によって生じた溶岩です。溶岩とは融けた岩石が地表に（海底も含まれます）現れたも

ので，流れている最中も，冷えて固まった後も溶岩と呼びます。融けた溶岩が地下にあるときは

マグマと言います。普通の島弧火山の下では，地下 30 km よりも深いところでマントルカンラン

岩という岩石が部分的に融けて，ケイ酸分が 50%前後の玄武岩質マグマができます。この玄武岩

質マグマが地表に上ってくる途中で変化して，安山岩やデイサイトのもとになるケイ酸分に富ん

だマグマができます。ところが地下 20 数 km という浅いところで水を含んだマントルカンラン

岩が溶融するとケイ酸分が高く(56-58%)，マグネシウムの多い無人岩質マグマとなることが高温

高圧実験によってわかりました。通常ですとこの深さのマントルは温度が低く，溶融することは

ありません。無人岩質マグマが発生したときは何か特別なことが起きて，冷たいマントルを加熱

したに違いありません。それが先程述べた西フィリピン海盆の拡大と太平洋プレートの沈み込み

であろう，と考えられるのです。 
 
図 1-6．無人岩にともなって見られるいろいろな鉱物。単斜エンスタタイト（左上赤矢印の乳白色

の結晶），無人岩の気泡を埋める束沸石の球果状結晶（右上），うぐいす砂（左下），無人岩の偏

光顕微鏡写真（右下）。単斜エンスタタイト(Cen)やカンラン石(Ol)の大きな結晶が見られる。周囲
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の小さな結晶はオージャイトと古銅輝石。 

 
 
小笠原群島の地質 
 小笠原群島の島々は始新世という地質時代に活動した島弧火山です。正確な年代を決めるのは

むずかしいのですが，最新の研究データを加味して考えると，火山活動の時代はおそらく 4,400-
4,800 万年ほど前であろうと思われます。父島以北の島嶼（父島列島，聟島列島）はやや古く

4,500-4,800 万年ほど前の海底火山の集まりで，漸新世（今から 3,400 万年前）までに一旦隆起し

て島となりました。これらの海底火山は現在の伊豆－小笠原の火山では産出しない，無人岩とい

うマグネシウムの含有量が高い特殊な安山岩の溶岩でできています（表 1）。父島や兄島には無

人岩の他にも安山岩，デイサイト，流紋岩の溶岩が出現します。これらはケイ酸分では 56-58% 
（無人岩），58-62% （安山岩），62-72% （デイサイト），72%以上（流紋岩）という違いがあ

ります。  
 一方，母島は始新世中期に活動した火山島で，現在の伊豆諸島の玄武岩や安山岩とよく似た岩

石でできています。まだ詳しい活動年代はわからないのですが，最近得られた溶岩の放射年代は

約 4,400 万年前です。溶岩とほぼ同時期と考えられる堆積岩中の浮遊性有孔虫化石は 4,590-4,020
万年前くらいなので，化石年代と放射年代はほぼ一致しています。母島で一番新しい地層は石門

の石灰岩で，含まれている化石から 3,850-3,380 万年前と考えられます。父島以北の海底火山は

枕状溶岩の急冷ガラス中の含水量から 2,000～3,000 m の深海底で穏やかな溶岩流出の噴火から始

まったと思われます。これに対し，母島の火山は活動の中頃には海面上に陸化していました。ま

た，母島の南東沖の海底には無人岩の海底火山が見つかっています。これらのことから，まず聟

島から父島を経て母島の南方に至る広い範囲で無人岩の海底火山が活動し，小笠原諸島を載せる

海底全体が隆起して海が大分浅くなってから母島火山の噴火が始まったと考えるのが自然でしょ

う。 
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図 1-7．父島列島の地質図(海野ほか, 2009)。 
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父島海底火山と父島列島 
無人岩の溶岩は父島列島や聟島列島では一番古い地層です（図 1-7）。その下にはもっと古い

時代の地層があるはずです。潜水艇などによって小笠原周辺の海底の岩石を採取して調べたとこ

ろ，無人岩の噴火する前に中央海嶺玄武岩とよく似た性質の海底火山活動が小笠原海嶺をとりま

く広い地域で起きていたことがわかってきました。父島では無人岩は主に北東から東側の海岸を

廻って南岸にかけて分布します。ほとんどは枕状溶岩という海底の急斜面を流れた溶岩に特徴的

な形態を示します。海岸の崖に露出する断面を見ると，亀の甲羅に似ているので当地では“亀甲

石”の名でお馴染みです。また枕状溶岩を切って貫入した多数の岩脈を海岸の崖で見ることがで

きます。岩脈とは板状の火山岩体で，厚さ数 10 cm から数 10 m，縦横に数 km も続くことがあり

ます。もともと火山の地下にあったマグマの通り道が冷えて固まったものです。特に石浦から初

寝浦にかけての海岸に多く，東島との間の海上に顔をのぞかせる数多くの岩礁は全て岩脈です。

岩脈が集中しているこのあたりが“父島海底火山”の中心でした。父島海底火山は北北西に延び

た山体を形成し，比高 500m 以上あったと思われます（図 1-8）。現在では山頂と火山体の中心

部はすっかり波に削りとられ，堅い岩脈だけが浸食に耐えて残っています。父島火山の初期の活

動はもっぱら静かに枕状溶岩を流し出す穏やかな噴火でしたが，山が高くなるにつれて次第に爆

発的な噴火を交えるようになりました。このときの噴出物は夜明け山から中央山一帯の周遊道路

沿いに見ることができます。 
 父島の西部，小港から金石浜にかけては父島海底火山のすそ野にあたります。高い山頂で起き

た爆発的噴火で吹き飛ばされた溶岩の破片や火山灰は，水中土石流となって山裾に流れ下り，砂

と泥の層が交互に繰り返す地層となって堆積しました。ブタ海岸から南に続く海岸に沿ってリズ

ミックな縞模様を見せている黄褐色の地層です。 
 無人岩の活動が終わりに近づくと，父島海底火山の山頂付近と西のすそ野にあった野羊山～飯

盛山でもっとケイ酸分の高いデイサイト質マグマの噴火が始まりました。デイサイト溶岩が水中

で噴火すると，水による急冷のため破砕してハイアロクラスタイトという溶岩片の集合物になっ

てしまうのが普通です。ところが，このデイサイトは無人岩に近縁の特異な組成をしているせい

か，立派な枕状溶岩をつくっています。これも小笠原以外ではめったに見られない現象です。野

羊山の壁や象鼻崎では直径数 m を越える巨大なデイサイトの枕状溶岩が見られます。デイサイ

トの火山活動が衰えてくると，噴火が間欠的になって次第に休止期が長くなりました。この時期

に火山体の山稜から山腹を被っていたデイサイト溶岩の浸食が進み，円摩されたデイサイトや安

山岩のレキを含むレキ岩層が堆積しました。 
 しばらくすると再び山稜で噴火活動が始まり，ハイアロクラスタイトを伴った板状の流紋岩溶

岩が山体斜面を流れ下りました。これらの溶岩の多くは浸食によって失われたと思われますが，

今でも旭山と赤旗山，天之浦山から巽崎にかけて見ることができます。 
その後父島列島では無人岩質マグマとは全く異なる種類の火山活動が始まりました。三日月山

一帯と弟島の山稜にはオージャイトとハイパーシンという輝石の大きな結晶を含む安山岩やデイ

サイトの火山性の角レキ岩ないし火山砂岩層が見られます。この安山岩やデイサイトは内地の火

山の石とよく似ています。専門的にはカルクアルカリ岩系と言って，島弧火山を特徴づける岩石

です。この砂岩－レキ岩層は，ほとんどが水中土石流の堆積物です。おそらく，火山体の一部が

地震や噴火を引き金にして崩れたものと思われます。しかし，その火山の噴火中心がどこにあっ

たのか未だにわかっていません。 
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図 1-8．父島火山の成長モデル（4,800～2,700 万年前の様子） 
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南島の地質と成り立ち 
 父島の周辺だけでなく，母島列島を含めて小笠原群島全体で最も新しい地層が分布するのが南

崎から南島一帯に点在する小島群です（図 1-9）。父島の海底火山活動が終息した後，およそ 9 百

万年ほど経った頃には父島の大部分は隆起していたと考えられます。そのために父島海底火山の

山頂を含む高所の大部分が浸食によって失われました。父島南西部の南崎～南島一帯は古い火山

体の裾野にあたる部分で，一旦は陸化して浸食を受けました。当時父島は熱帯にあったため，地

表はラテライトという赤色風化土壌でおおわれました。その後浅い海が広がり，サンゴや石灰

藻，有孔虫のような石灰質の殻をもつ生物が集まってリーフ（礁）を作りました。南崎の付け根

の東では浸食によって斜めに削られたラテライトの上を石灰岩が覆いながら堆積していった様子

を見ることができます。このリーフの時代がどれくらいの期間続いたのかはよくわかりません

が，漸新世という地質時代の初めから中頃（3400-2700 万年前）におよぶことが有孔虫化石の研

究から知られています。これらの地層からは Heterostegina borneensis や Spiroclypeus margaritatus
という底生有孔虫や Globigerina sp.のような浮遊性有孔虫，固着性の有孔虫・コケムシ類，サン

ゴなどの化石を産出します（図 1-10）。 
 南島～南崎一帯のリーフは固まって石灰岩となった後一旦陸化して雨水や地下水による浸食・

溶食を受けました。隆起したのは中新世以降というだけで正確な時代についてはわかっていませ

ん。今からおよそ 2 万年前の最終氷期に海水準が最大 200 m 近く低下しました。そのため石灰岩

台地はすっかり陸化して，今見られるようなドリーネやウバーレなどの規模の大きなカルスト地

形が形成されたと考えられています。南島周辺の海底地形を見ると（図 1-9b），南島から北西沖

にかけて浅瀬が広がり，ドリーネやウバーレの跡らしい丸い窪地が沢山あります。その後北西－

南東に走る数本の断層によって，南島は南崎と切り離されて間にある石灰岩地帯は山稜部をわず

かに残して海中に水没してしまいました。これらの断層は南崎の付け根とジニービーチの海側，

南島の東岸と西岸に平行して少なくとも 4 本あります。小笠原群島を載せる小笠原海嶺の西縁は

断層で西隣の小笠原トラフという水深 3000 m を越える深い海と隔てられています。この断層に

沿って小笠原海嶺は始新世以降ずっと隆起を続けていますから，南島一帯が陸化と水没を繰り返

した原因は汎世界的な海水準変動と父島南西部の局地的な断層運動の結果であろうと思われま

す。 
 南崎から南島にかけて砂丘の中からヒロベソカタマイマイやオオヒシカタマイマイというカタ

ツムリの化石が出てきます（図 1-11）。殻の装飾がはげて白くなった殻をごらんになった覚えが

おありかと思います。かつてはこれらは更新世という 200 万年よりも古い時代の化石と考えられ

ていましたが，炭素年代の測定の結果今からおよそ 1,000-2,000 年前のものとわかりました。こ

のカタツムリの仲間は今でも父島や兄島，母島などに棲息し，独自の進化をとげた小笠原固有種

となっています。また，砂丘下の古土壌や裂か堆積物から見つかるニュウドウカタマイマイは，

直径 8 cm にもなる日本最大のカタツムリで，約２万年前からおよそ１万年前まで生息していた

更新世の化石種です。 
 父島の山稜はどこも温暖多雨の環境で生じるラテライトという赤色土壌で覆われています。南

島～南崎一帯の石灰岩地域でも石灰岩がラテライト化しているのが見られます。これは石灰岩中

の粘土鉱物などの不純物が雨水や地下水などで風化分解して生じた Al2O3 と Fe2O3 分に富むギプ

サイトや針鉄鉱などの鉱物が雨水に流されずに残ったものです。ラテライトの風化がさらに進ん

で Fe2O3 分が溶脱され，Al2O3 分だけが残ったものをボーキサイトと言います。これはアルミニ

ウムの原料となります。ラテライトもボーキサイトも生成には数万年～数百万年という地質学的

な年月を要します。 
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図 1-9．南島周辺の空中写真(a)（上）と海底地形(b)（下）。 

 

図 1-10．南島鮫池北端の上陸地点わきにあるサンゴ化石の路頭。 

 
図 1-11．扇池東の砂丘に埋もれた古土壌（砂の下のうす茶色の地層）（左）とマイマイ化石

（右）。 
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母島火山と母島列島 
 従来母島も父島同様の海底火山と考えられていましたが，近年の調査で火山島として海面上に

顔を出していた時期があったことがわかってきました。母島を構成する岩石は現在の伊豆諸島の

玄武岩や安山岩とよく似ています。 
 母島火山の中心部は猪熊湾から乾崎にかけての北西岸沿であったと考えられます。その少し沖

合に今の母島と平行に火山体の脊梁が走り，北北西に延びた細長い尾根上状の山体をつくってい

たと思われます。また，脊梁の火口列と並んで北港の入り江付近を中心とする割れ目火口列があ

りました。これらの火口列の下には無数の岩脈が走り，猪熊湾から長浜にかけての海岸や北港で

見ることができます。割れ目火口からはしばしば溶岩が噴水のように勢いよく吹き出し，周囲に

溶岩のしぶきや火山弾がうず高く降り積もりました。火山が成長するとともに火口の一部は陸上

に開き，火口から吹き飛ばされた熱い噴石は火山体の斜面を転げ落ち，海底まで降り積もりまし

た。このように細くやせた尾根状の火山体は斜面がもろく崩れやすいので，時折斜面が大崩壊し

て馬蹄型にえぐれた崩壊地形を残しました。これが東港や東崎の南北にある東崎湾と大崩湾で

す。 
 母島で最も古い地層は東海岸の裏南京から裏高根の崖と東崎湾で見ることができます（図 1-
12）。これらは主に安山岩のハイアロクラスタイトと成層した火山砂岩層と火山角レキ岩層が交

互に繰り返した互層からなります。それらを被って２枚の白色およびオレンジ色の軽石凝灰岩層

が裏高根から船木山まで追跡できます。これらの軽石は爆発的な噴火があったことを示す証拠で

す。 
 これらの地層の上位には乾陸上を流れた溶岩や火砕流堆積物，浅い海底を流れた板状溶岩およ

びハイアロクラスタイトからなる地層が母島全島にわたって見られます。火砕流の中には山腹を

勢いよく流れ下り，海中に土石流としてなだれ込むものもありました。沖港の岸壁にはこのよう

な水中土石流の堆積物が露出しています。当時の“母島火山”の海岸では粗い砂地や溶岩のレキ

がゴロゴロする浅瀬で大型の貨幣石や貝類が生息していました。これらの火山活動が収まった

後，徐々に島の沈降が進み水没した山稜をおおうように有孔虫や石灰藻などの造礁生物がリーフ

を形成しました。これが石門の石灰岩です。溶岩の間には貨幣石を含む成層した石灰質砂岩－レ

キ岩互層や規則的な砂岩－シルト岩互層を挟むことがあります。 
母島で最上位にくるのが石門の石灰岩です。石門石灰岩には始新世中期（4,020-3,850 万年前）

の有孔虫化石が沢山含まれています。石灰岩層の下にはほぼ水平に成層した緑色砂岩層がありま

すが，これは下位の溶岩層が浸食されてできた窪地を埋めるように堆積しています。 
母島の南西から南の沖合には向島，平島，姉島，姪島など面積 1-2 km2 の小島が点在していま

す。これらの島々は母島本島と同じく溶岩や火山レキ岩，岩脈などからなりますが，貨幣石を含

む地層は見つかっていません。母島のように安山岩が見られるのは妹島だけで，その他の島々は

主に玄武岩でできています。玄武岩は母島本島ではほとんど見られません。向島と平島では溶岩

や火山角レキ岩層の他に，よく成層した火山弾を含む降下スコリア凝灰岩層が発達しています。

浅海で爆発的な噴火を繰り返していたことを示す証拠です。 
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図 1-12．母島の地質図 (海野ほか, 2009)。凡例は図 1-7 に同じ 
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石門の地質 
石門石灰岩は母島で一番新しい地層です。石灰岩層はほぼ水平に緑色砂岩層を被っています

（図 1-13）。緑色砂岩層は下位の火山岩層が浸食された斜面を埋めるように堆積しています。石

門山から延びる尾根は断層で断ち切られ，石灰岩を載せたブロック全体が東に落ち込んでいま

す。石灰岩は元々石門山よりも高い所に位置していました。石門石灰岩からは 3,850-3,380 万年

前の始新世後期の有孔虫化石が知られています。石門石灰岩は火山活動を終えた母島火山の東の

海岸線を縁取ったリーフでした。 
石門の石灰岩の他，沖村や御幸浜のレキ岩―砂岩は有孔虫や貝の化石を多産することで有名で

す。特に貨幣石は 100 年以上も前から産出が知られた大型の底生有孔虫です（図 1-14）。貨幣石

は古くは Nummlites boniensis HANZAWA という種類にされていましたが，実際は２～３種類の

別の貨幣石と混同していたようです。有孔虫には海面付近で浮遊生活をするものと，海底に住み

つくものがありますが，貨幣石は後者です。同じ貨幣石でも直径数 cm にもなる平らな円盤型の

ものと，小さなソロバン玉型のものがあります。ソロバン球型のものは小型ですが，初房が大き

いので顕球型（大球形），大型の円盤状のものは初房が小さいので，微球型（小球形）と呼ばれ

ます。顕球型は有性世代で，成長すると 2 個体が合体して配偶子を放出します。また，種類によ

っては合体することなく配偶子を放出します。２つの配偶子が合体すると微球型が発生します。

微球型は無性世代で，核の染色体数が顕球型の倍あります。微球型の核分裂によって顕球型（有

性世代）が生まれます。このように有孔虫は有性世代と無性世代が交互に入れ替わりながら繁殖

する単細胞動物です。 
 

図 1-11．石門の石灰岩（崖上の白い地層）。1997 年の崩落前（左）と崩落後（右） 

 
 
図 1-12．御幸浜の貨幣石。大きな無性世代（左）とソロバン玉状の有性世代（右）  
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§2. 地球科学の基礎知識 

 ここでは本ガイドブックを読む際に手助けとなる最小限の解説をします。興味が湧いた方はぜ

ひ参考図書に挙げた教科書やその他の解説書を読んでください。 
 
地球の構成 
 地球の内部構造を調べるのには地震の波を利用します。地球は玉ねぎのようにいくつもの地層

が同心円状に積み重なってできています。中心部にあるのは重い鉄でできた核で，その外側に岩

石でできたマントルがあり，さらに表面を岩石の地殻が覆っています。核の外側は融けていて，

温度の低いマントルによって冷やされた液状鉄は内核に向かって沈み込み，下から高温の液状鉄

が湧き上がってきます。電気をよく通す性質のある鉄が対流運動をすると，電磁誘導によって磁

場を発生します。この磁場は北極が S 極，南極が N 極というようになっています。 
太陽は表面温度が 6000 度にもなるため，様々な電磁波や高速の荷電粒子（イオン）が噴き出し

てきます。癌の治療法に荷電粒子を加速して癌細胞を破壊するというのがありますが，このよう

な高速粒子は癌細胞だけでなく，健康な細胞にとっても危険なものです。もし，太陽から放出さ

れた高速荷電粒子がそのまま地球に降り注ぐと，地表で暮らす生物にとっては一大事です。幸い

なことに地球の強力な磁場によって，荷電粒子のほとんどは弾き飛ばされたり，進路を曲げられ

たりして，地表にまで届きません。私たちが致命的な放射線障害を負うことなく地表で生活でき

るのは，地球磁場のバリアのおかげです。逆に大気圏外や磁場のない月面で活動する宇宙飛行士

は致命的な放射線障害を負う危険を冒しているわけです。 
 マントルと地殻はともに岩石でできていますが，密度や化学組成が異なるために，マントルで

は地震波は速く(8-13 km/s)伝わり，地殻ではゆっくり(2-8 km/s)と伝わります。地殻は私たちの身

の周りにあるお馴染みの岩石でできています。しかし，マントルの岩石は地下 6 km 以上に届くよ

うな大深度ボーリングでもしない限り直接手にすることはできません。ところが，火山の噴火の

際にマグマが地下数 10 km にあったマントルの岩石を持ち上げてくることがあります。宝石のダ

イアモンドも元々マントルにあったものが火山の噴火で地上に噴出したものです。また，地球の

表面を覆う岩盤同士がぶつかり合う場所では，ヒマラヤやアルプスのような高い山脈ができたり

します。その時にマントルの岩石がめくれ上がって地表に露出することがあります。このように

してマントルのごく浅い部分（地下 100 km くらいまで）の岩石についてはある程度知ることがで

きます。それよりも深い地球内部の構成物については，地震波の観測と高温高圧下での岩石の性

質の変化を調べるなどして推測します。 
 
図 2-1．地球の地震波速度構造と構成物 
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プレートテクトニクス 
プレートとプレートテクトニクス 
 地球の表面はプレートという岩盤で覆われています。このプレートには２種類あります。大陸

をつくる大陸プレートと，海底をつくる海洋プレートです。地球と金星の地形を比べると全く異

なっています（図 2-2）。地球は高く盛り上がった陸地が低くて平らな海底に取り囲まれています。

大西洋やインド洋の中ほどには周囲の海底から盛り上がった中央海嶺という山脈があり，延々と

7 万 km に渡って地球をぐるりと取り巻いています。また，太平洋の周囲には海溝という深い溝が

あります。このように地表面はそれぞれ特徴の異なる平均標高 1000 m の陸地と平均水深 4000 m
の海底の２つに分けられます（図 2-3）。これに対して金星では中央海嶺のような山脈も，海溝も

見当たりません。地表面に海陸の区別はなく，高度分布のグラフでもピークがひとつです。これ

は地球の表面が大陸プレートと海洋プレートの２種類のプレートでできているのに対して，金星

ではただひとつのプレートで地表面が覆われているためです。 
 プレートは 10-100 km ほどの厚さがあり，地殻とその下のマントルの一部を合わせた硬い岩

盤でできています。この岩盤のことをリソスフェアと言います。プレートの下のマントルは温度

が高いために比較的柔らかく，アセノスフェアと呼ばれています。アセノスフェアはゆっくりと

年に 1-10 cm くらいの速度で対流していると考えられています。プレートはアセノスフェアの上

に浮いてただよっている状態で，互いにぶつかり合ったり，すれ違ったり，互いに離れていった

りします（図 2-4）。ぶつかり合うところでは，一方のプレートがもう一方のプレートの下に潜り

込む場合（沈み込み帯）と，衝突の結果ぐしゃぐしゃになって高く盛り上がり大山脈を作る場合

（衝突帯）があります。プレート同士がすれ違う境界はトランスフォーム断層と言います。沈み

込み帯，衝突帯，トランスフォーム断層はいずれも大きな地震の巣となります。一方，海洋プレ

ート同士が互いに離れていく場所が中央海嶺です。中央海嶺ではあまり大きな地震は起こりませ

んが，地球上で最も火山活動が活発な海底火山脈です。このようにプレートの相互運動によって

地震や地殻変動などの様々な現象を説明する理論がプレートテクトニクスです。 
地球のプレートは主なものだけでも 10 枚以上あります。太平洋では太平洋プレートという海洋

プレートがアメリカ大陸を載せた北米プレートとカリフォルニアの当たりのサンアンドレアス断

層に沿ってすれ違っていて，その境目では時々大きな地震が起こります。アラスカでは太平洋プ

レートが北米プレートの下に潜り込んでいて，アリューシャン海溝という深い海で接しています。

一方，太平洋プレートの西縁は東北日本から中国東北部を載せたアムールプレートの下に潜り込

んでいます。その境目が日本海溝で，大きな地震が発生することがあります。東海から四国～九

州にかけては南海トラフという浅い海溝からフィリピン海プレートが西南日本の下に沈み込んで

いて，80 年～150 年周期で巨大地震を発生させています。 
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図 2-2．地球(a)（上）と金星(b)（下）の地表面の地形。 

 

 
 
図 2-3．地球と金星の地表面の高度分布。 
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火山とプレートテクトニクス 
 地球上の火山の分布をプレートとの関係で分類すると，プレート拡大境界（中央海嶺），プレー

ト収束境界（沈み込み帯）およびプレート内の３種類の火山に分けられます。 
海洋プレートが拡大する境界では上述の中央海嶺という一大海底火山脈ができます。これは地

球最大の火山帯で，地球上の火山活動の８割近くが集中しています。また，大陸プレートの拡大

境界ではアフリカ東部のリフトバレーのように大峡谷ができて，その谷底で沢山の小さな火山が

作られます。プレートの拡大が続くとやがて谷底は海となり，谷底の火山は中央海嶺に進化して

海洋プレートが生まれると考えられています。 
 一方，海溝で表されるプレート収束境界は，沈み込むプレートに向かって必ず弓なりに張り出

した形をとります。これはプレートが平らな板ではなく，丸い地球の表面を覆う球状の殻だから

です。地球がゴムボールだとすると，ゴムはプレートです。ゴムボールを指でつついて凹ますと，

窪みの縁は丸い円弧を描きます。内側に凹んだ部分が，地球の中に沈み込んだプレートです。地

球では窪みを別のプレートが覆っているので，沈み込んだプレートとの境界は必ず円弧状になる

のです。沈み込み帯は巨大地震の巣となるだけでなく，沈み込まれている上盤側のプレートでは

海溝に沿って活発な火山活動が起こります。このような火山は円弧を描く海溝に沿って弧状に配

列するので，島弧火山と呼びます（図 2-5）。日本列島は東北日本弧と西南日本弧の２つの島弧火

山列でできています。太平洋プレートは伊豆－小笠原海溝に沿ってフィリピン海プレートの下に

沈み込み，小笠原群島や火山列島を含む伊豆－小笠原弧を形成しています。島弧火山は地球上の

火山活動のおよそ１割を担っています。 
 プレート内火山の典型はハワイ諸島やガラパゴス諸島，タヒチのようなホットスポット火山で

す。ホットスポットはマントル深部から高温のアセノスフェアが上昇してくる特異点で，ホット

スポット火山の活動度は全世界のおよそ１割を占めます。世界的なリゾートとして有名なタヒチ

がある南太平洋は，今から７億年前にスーパープルームという大規模なアセノスフェア上昇流が

発生した場所で，今もその名残でマントルが周囲よりも高温になっています。ホットスポットの

他にもプレート内で発生する火山群があります。南半球の東太平洋海膨の西側に広がるラノラヒ

海山群やソージャン海嶺など，ホットスポットのように一定の場所ではなく，火山群の周辺のあ

ちらこちらで噴火が起きます。日本の近海では最近日本海溝のすぐ東で見つかった宮古沖海底火

山群があります。これらの火山群の成因についてはまだよくわかっていません。そういえば南鳥

島もそのような謎の海底火山群のひとつです。 
 



 令和 2 年度版 小笠原諸島の地質 
 

 

- 27 - 

図 2-4．プレート境界の種類（上）と分布（下）。 
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図 2-5. 1973-74 年に噴火した西之島の今昔。1978 年 4 月（上）と 2003 年 3 月（下）。 
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鉱物と岩石 
鉱物は天然の結晶 
 一定の化学組成で規則的な構造を持つ物質のことを結晶と言います。結晶は有機物のこともあ

れば無機物のこともあります。パソコンや携帯電話などの電子機器で使われる半導体も人間が作

り出した結晶です。一方，鉱物とは天然の無機物の結晶のことです。自然にできた雪や水溜りに

張った氷も天然の水の結晶ですから，鉱物ということになります。私たちの体の中にも鉱物はあ

ります。歯とか骨の一部の硬組織を作っています。また，貝殻やサンゴの骨格も炭酸塩鉱物でで

きています。バクテリアの中には体内に磁鉄鉱という磁石になる鉱物を持っていて，磁走性とい

う性質を示すものがあります。渡り鳥などの脳内にも磁鉄鉱はあって，方向を知るのに使われて

いるという研究があります。最近インド洋の深海底からとんでもない巻貝が見つかりました。ス

ケーリーフットと呼ばれるカタツムリのようなその貝は，軟体部の表面に硫化鉄の鎧をまとって

いるのです（図 2-6）。まるで小松左京の SF に出てくる「鉄を食べて体が鋼になった新人類」のよ

うです。SF も全くの絵空事とは言えなくなりました。このように生物が自らの体の一部として作

る鉱物を生体鉱物と呼んでいます。 
鉱物が集まって固まったものが岩石です。一見してどこに鉱物が含まれているかわからないか

もしれませんが，ほとんどの岩石では顕微鏡で拡大すると鉱物の粒を見ることができます。岩石

を作る鉱物は鉄やマグネシウムを沢山含むものと，含まないものの２種類に分けられます。前者

は黒色や茶色などの色があるため有色鉱物またはマフィック鉱物と言います。一方，後者は無色

ないし白っぽい色をしていて，無色鉱物またはフェルシック鉱物と呼ばれます。有色鉱物には無

人岩の主要な構成鉱物である古銅輝石，普通輝石，カンラン石，単斜エンスタタイトなどが含ま

れます。一方，無色鉱物には石英，長石，方解石，沸石などがあります。アメジスト，ダイアモン

ドやルビーのような淡色宝石も鉄やマグネシウムを含まないので無色鉱物です。色が着いている

のに無色鉱物とはおかしな日本語ですね。元の英語でフェルシック鉱物と言った方がよいかもし

れません。 
有色鉱物の色は鉄，チタン，クロムなどの重い金属元素が原因です。これらの元素は最外殻の

電子軌道が原子核から遠く離れているため，原子核との結びつきが弱く，光のエネルギーで容易

に励起状態になります。その際，ある波長の光のエネルギーが吸収されると，私たちの目には他

の波長の光だけが届くことになります。例えば，赤色の波長の光が吸収されると，赤と補色の関

係にある緑が強調されて見えるのです。ルビーが赤く見えるのは，主成分であるアルミニウムを

置き換えて少量のクロムが含まれるためです。また，蛍石が無色鉱物なのに色づいて見えるのは，

結晶構造の一部が不完全で電気的に中和していないため，その欠陥に電子が引き寄せられるから

です。そういう電子は弱い静電気力でトラップされているので，光のエネルギーを吸収・励起す

ることで着色します。 
 
図 2-6．硫化鉄の鎧を身にまとった巻貝 Crysomallon（スケーリーフット）。海洋研究開発機構に

よる。 
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図 2-7．斑レイ岩（a: 上）とガラス質の玄武岩（b: 下）の偏光顕微鏡写真。赤，オレンジ，青な

どの色がついた鉱物は普通輝石とカンラン石。灰色の鉱物は斜長石。およそ 1 億 2 千万年前に形

成されたオマーンオフィオライトの層状斑レイ岩。オマーン首長国。 

 
無色透明の柱状結晶は主にカンラン石。周囲の暗色部は火山ガラス。東太平洋海膨で 1500 万年

前に噴出した玄武岩溶岩。中米沖 ODP 第 1256D 孔。 

 

 
岩石の成因による分類 
 岩石には火成岩，堆積岩，変成岩の３種類があります。融けた岩石のことをマグマと言います

が，マグマが冷えて固まった岩石が火成岩です。海底や砂漠に溜まった砂礫や泥が固まってでき

るのが堆積岩，火成岩や堆積岩が高温の地下深所で化学変化を起こしてできるのが変成岩です。

火成岩はさらにマグマが地上に噴火して冷え固まった火山岩（噴出岩）と，地下でゆっくりと冷

え固まった深成岩（貫入岩）に分けられます。 
 グラスや窓ガラスはソーダガラスと言って主な成分は珪酸，ソーダ灰，石灰です。これらの原

材料を高温で溶かしたものを急冷するとガラスになります。この化学組成は天然のマグマと似て

いるため，マグマが地表で急冷すると同じように天然のガラスができます。これを火山ガラスと

言います。ガラスとは液体に近い構造を保ったまま固体化した物質のことです。マグマが火山の

地下に留まったまま固化する場合，地下では地表に比べて温度が高いので，マグマはゆっくりと

冷えていきます。そうすると液体のマグマは鉱物の結晶に変化していき，最終的には鉱物の結晶

集合物になります。このようにしてできた岩石を深成岩と言います（図 2-7a）。マグマから鉱物結

晶への変化はとても時間がかかるので，急冷した場合には中途半端な状態で終わってしまったり，
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あるいは全く変化が起こらなかったりするのです。そうするとガラスの中に鉱物の結晶が浮いて

いるような火山岩ができたり，全く火山ガラスだけからなる火山岩になったりします（図 4-7b）。  
火山岩や深成岩は含まれている鉱物の種類と量によって明るい色をしたものから黒っぽいもの

まであります。有色鉱物が多いと火成岩は黒色～暗灰色になります。岩石中に含まれる有色鉱物

の割合のことを色指数と言います。色指数は火成岩の化学組成の違いを反映しているので，火成

岩は色指数にもとづいて表 1 のように分類され，名前が付けられます。無人岩は安山岩の一種で

すが，特殊な岩石なのでこの表には載っていません。 
堆積岩は，岩石や鉱物の破片が集まってできた“砕屑性”のものと，生物の遺骸が集まり海水

や地下水から“化学的”に沈殿した成分によって固まった“生物化学的”なものがあります（表

2）。“砕屑性”堆積岩には砂岩（砂粒が固まったもの）や礫岩（砂利やレキが固まったもの）があ

ります。また，“生物化学的”堆積岩の代表は石灰岩で，サンゴ礁などが石化してできます。 
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表 1．火成岩の分類と名称 

 
 

表 2．堆積岩の分類と名称 
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地質時代 
 地質学者は古生代とか中生代，ジュラ紀，白亜紀などという時代区分を使います（表 3）。こ

の区分は生物の大量絶滅が起きたり，その境界の前後で生物の種類が大きく変化した時を境とし

て定められました。過去にどのような生物が繁栄し，衰退し，絶滅したかは，それぞれの時代の

地層から産出した化石を調べることによって知ることができます。このようにして定められた地

質時代区分は相対的なもので，実際にその出来事が何年前のことであったかはわかりません。そ

れが明らかとなったのは 20 世紀に入って放射化学が発展し，放射性同位体元素を用いた年代測

定法が開発されてからのことです。父島・聟島列島の無人岩や母島列島の安山岩の噴火年代はお

よそ 4,800-4,400 万年前ですが，これは K-Ar 法と Ar-Ar 法という放射年代測定法で決められたも

のです。 
 化石 fossil とは地中から掘り出されたものを意味するラテン語”fossilis”に由来します。実際の

生物の遺骸のこともあれば，生物が活動していた痕跡も化石とされます。例えば，恐竜の足跡と

か，ゴカイの巣穴などは“生痕化石”と呼ばれます。砂浜に捨てられたペットボトルが砂ととも

に地中に埋もれて石になれば，ペットボトルは人間活動を示す生痕化石ということになります。

「地中投棄された有毒産業廃棄物と生物の大量絶滅は 20 世紀から 21 世紀初頭の人類の生態を表

わす生痕化石です」などと後世の人々に言われたくありませんね。 
生物の中には世界中で広く繁殖し，ごく短い時間で種分化を起こしたり，絶滅してしまったも

のがあります。そのような生物が化石としてよく産出すると，ある限られた時代を示す重要な指

標となります。これを示準化石と言います。母島から産出する貨幣石は古第三紀の示準化石とし

て有名です。 
 
表 3．  



 令和 2 年度版 小笠原諸島の地質 
 

 

- 34 - 

累　代　　　　代　　　　紀　　　　世　　 年　代 （Ma:百万年前）

完新世
更新世
鮮新世
中新世
漸新世
始新世
暁新世

第四紀

新第三紀

古第三紀

白亜紀
ジュラ紀
三畳紀
ペルム紀
石炭紀
デボン紀
シルル紀

オルドビス紀
カンブリア紀

新生代

中生代

原生代
始生代
冥王代

古生代

顕生代

先カンブリア代

現在
1.17万年 1.17Ma
259万年 2.59Ma
533万年 5.33Ma
2303万年 23.03Ma
3390万年 33.9Ma
5580万年 55.8Ma
6550万年 65.5Ma
1億4550万年 145.5Ma
1億9960万年 199.6Ma
2億5100万年 251.0Ma
2億9900万年 299.0Ma
3億5920万年 359.2Ma
4億1600万年 416.0Ma
4億4370万年 443.7Ma
4億8830万年 488.3Ma
5億4200万年 542.0Ma
25億年 2500Ma
40億年 4000Ma
46億年 4600Ma

地質年代表　（国際地質科学連合　2009年）
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