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南海トラフ地震発生帯掘削計画 
Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment 

(NanTroSEIZE) 
なんとろさいず

2007年9月より開始 
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/nantroseize/



IODP南海掘削の実績
研究航海：12航海 
(Expedition 314, 315, 316, 319, 322, 326, 332, 333, 338, 348, 365, 380) 

掘削地点：15地点（サイト） 

掘削孔数：68孔（ホール） 

総掘削長：34,219.7m 

総コア長：6,671.1m 

参加研究者：のべ228人（15カ国）

※IODP: International Ocean Discovery Program, 国際深海科学掘削計画





強震動堆積物の発見 1950 ±20年
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!  強震動の場所と規模の新指標 
!  X線CTによって初めて確認 
!  最新の年代は東南海地震と一致 

	



南海トラフと東北沖での共通性を新たに見いだす 
海溝軸付近まで地震性高速滑りが発生してた！

三次元地殻構造探査

Sakaguchi et al. (2011)

掘削試料を使って地震
時に発生した摩擦熱を
推定すると、400℃を
超える。掘削試料に見
られる断層試料の特徴
と合わせると、これま
での定説を覆し、海溝
軸付近でも高速滑りが
発生したと考えられる。
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3.11地震直後の海底調
査、掘削により、海溝軸
付近でのプレート境界断
層の実態（物質、物性）
を地震直後に世界で初め
て明らかにし、大津波発
生のメカニズムを明らか
にした。

Chester et al., (2013)



IODP Exp. 365

 

 
 

回収した装置

  

新たに設置した装置

2016.04.01三重県沖地震を記録 
1944年東南海地震、1946年南海地震以来のプ
レート境界地震が発生し、震源のほぼ直上で観測
に成功した。

掘削孔内の間隙水圧は、本震時に2kPa急上昇し、その後も2日間にわたってさらに30％程度上昇を続けた 
本震後に遅れて、震源から10km程度離れた場所の余震活動が活発化 
本震後周囲のプレート境界面がゆっくりと滑っている可能性を示唆 
本震震源がゆっくり滑りを起こす領域と深部の固着域の間の遷移域で発生したことを示している

紀伊半島

2016年4月1日に発生し
た地震（Mw6.0）は、約
７０年ぶりに発生したプ
レート境界地震であるこ
とをDONET及び孔内観
測データの統合的解析か
ら明らかにした。



C0002

緯度・経度：　33°18.05' N、136°38.20' E 

水深：1939.0m 

これまでの航海：第326次航海（2010年度）、第338次航海（2012年度）、第348次航海（2013年度） 

これまでの掘削深度：3,058.5m 

掘削予定深度：海底下5,200m程度 

新宮市からの距離：約75km



海洋開発分科会提言（平成26年8月）

1. 早期に巨大分岐断層/プレート境界断層接合部を掘り抜く事を目
指す。 

2. そのため、超深度掘削（ステージ3）は、連続する2会計年度内
での完遂を目指す。様々な理由によりそれ以上かかると見込まれ
る場合には一旦休止することを含め技術の進歩や社会情勢などを
鑑みて決定する。 

3. 掘削方法の選択に当たっては、計画案それぞれのリスクを徹底的
に検証し、上記第2項の方針を考慮しながら、できるだけ成功確
率の高い手段が選択されるよう技術合理性に基づいた判断を行う。



C0002サイトの特徴

高速度
層 

（ひず
みエネ

ルギー
蓄積場

？）



14-1/2" Hole TD
4927.5 mBRT
2960 mbsf

12-1/4" Hole TD
5026 mBRT
3058.5 mbsf

11-3/4" Liner Casing Shoe
4890 mBRT
2922.5 mbsf

12-1/4" Open hole w/LWD
5667.5-6467.5 mBRT

3700-4500 mbsf (800 m)

9-1/2" Open hole w/LWD
6467.5-6917.5 mBRT

4500-4950 mbsf (450 m)

7-3/8" Coring
7117.5-7217.5 mBRT
5150-5250 mbsf (100 m)

6"bit x 8-1/2" Open hole w/LWD
6917.5-7267.5 mBRT

4950-5300 mbsf (350 m)

Kickoff 50m below shoe

Strong Reflector
5200 mbsf

Sidetrack Hole
5000-5100 mbsf (100m)

Suspend hole

Smart Plug

Plate boundary fault

100 m

100 m

Bridge Plug

8-1/2" Coring
6666.5-6717.5 mBRT

4700-4750 mbsf (50 m)

12-1/4" Open hole w/LWD
4889.5-5667.5 mBRT

2882.5-3700 mbsf (817.5 m)

Whipstock Kick off with
Window @
4842-4850 mBRT
2874.5-2882.5 mbsf

Liner top @
4792 mBRT
2824.5 mbsf

17" Hole
4297.5 mBRT
2330 mbsf

11-3/4" Liner &
Liner Packer
Top of Liner

9-5/8" x 13-3/8"
Casing Hanger
with Tie Back
Casing
3867.5 mBRT
1900 mbsf

3882.8 mBRT 
1915.3 mbsf

Whipstock
13-3/8" Casing 

Window
3904-3912.6 mBRT

18-3/4" WH housingSeabed 
1967.5 mBRT 
(1939 mMSL)

36"
2021.5 mBRT

54 mbsf
20"

2827.8 mBRT
860.3 mbsf

21" Riser pipe 21" Riser pipe 21" Riser pipe 21" Riser pipe

50 m

9-5/8" ESET shoe @
5667.5 mBRT
3700 mbsf

9-3/8" Liner shoe @
6467.5 mBRT
4500 mbsf

7-5/8" ESET shoe @
6917.5 mBRT
4950 mbsf

Liner top: 50 m above
Top of window

C2 Drilling Sequence

1 2 3 4 5 6

掘削計画

3,058.5mbsf

3,700mbsf

4,500mbsf

5,000mbsf
5,200mbsf

新たな技術の導入 
•リアルタイムモニタリング 
•適切な泥水の使用と比重のコントロール 
•拡張型ケーシングパイプの採用



「ちきゅう」

黒潮大蛇行中

25号

28号
26号

29号
27号

10月以降発生した台風の軌跡

10月10日の出港以降、黒潮は大蛇行を続け、掘削海域は平均1ノット以下の潮流であった。 
また大きな海気象の変化（台風、寒冷前線など）は無く、比較的安定した海況が続いている。
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3,058.5mbsf

3,262.5mbsf
科学掘削世界最深記録

複雑な地質構造

褶曲や断層等による複雑な地質構造

12月7日達成



高トルクでパイプジョイント変形 (1月6日)

 

拡掘機器の破壊 (1月9日)

硬くて崩れやすい複雑な地層を掘削した機器

掘削ビット（上段：これまでに９個使用） 
ケーシング穴あけ用ミル（下段）

破壊箇所



1月16日現在の状況
R-2孔浅部約60m部に拡張型ケーシ
ングパイプを設置。引き続き掘進中。



地層の状態をモニタリングし、サンプルを船上で分析・解析中

泥岩（シルト岩～粘土岩）



今後の予定

• 掘進（時間短縮のため、下部ケーシングパイプ枚数減） 

• カッティングス記載・分析、ガスモニタリングの継続 

• 歪蓄積領域～プレート境界まで到達


