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Osam SANO＊＊＊ and Hitoshi KOIDE＊＊＊＊
科学掘削は，露頭からは得られない試料やデー

ティーに対して，ICDP やそのほかの陸上科学掘

タを取得するための重要な手段である。深海掘削

削の科学的意義を周知し，その活動の活発化を目

計 画（Deep Sea Drilling Project; DSDP）
（1968

的として，本特集号を計画，出版する次第であ

年開始）から統合国際深海掘削計画（Integrated

る。本特集号が，陸上掘削に対する関心を高める

Ocean Drilling Program; IODP）に至る一連の

契機となることを期待したい。

海洋底掘削は，プレートテクトニクスの証明や白

本特集号は，今後，日本において陸上科学掘削

亜紀／古第三紀境界における大量絶滅に関する議

を実施していくうえで重要な内容を含む 9 編の

論にピリオドを打つなど，地球科学にとって重要

論文で構成される。以下に各論文の概略を記す。

な成果をあげてきた。これに対して，陸上掘削に

第一番目の新妻論文では，20 世紀後半のなかで

関する国際共同研究である「国際陸上科学掘削計

も，ICDP が開始される前の陸上掘削計画の歴史

画（International Continental Scientific Drilling

が総括されている（新妻, 2013）
。当時行われた陸

Program; ICDP）
」が開始されたのは，DSDP の

上掘削の代表例は，ソビエト（現ロシア）のコラ

開始から約 30 年後の 1996 年である。日本では，

半島における超深度掘削とドイツの大陸科学掘削

雲仙科学掘削プロジェクトが，ICDP の一環とし

計 画（Kontinentales Tief bohrprogramm: KTB）

てはじめて実施された（掘削経費の一部に ICDP

である。これらの掘削計画により，孔壁崩壊防止

からの資金を使用，本特集の中田論文を参照）
。日

や高温下での掘削のための技術が大きく進歩し

本のみならず世界の地球科学コミュニティーにお

た。しかしながら，得られた成果は科学者の予想

いても，残念ながら ICDP は IODP に比べて規模

とは大きく異なっており，当時の地球内部に関す

が小さい。そこで，日本地球掘削科学コンソーシ

る理解の不十分さが指摘される。また，同時期

アム陸上掘削部会では，日本の地球科学コミュニ

に，日本で計画され，大部分が実現に至らなかっ
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た掘削計画の概要が紹介される。

細に描き出された。このほかに，6 つの湖沼およ

第二番目の浦辺論文では，ICDP の歴史と科学

びその近傍，ならびに湖沼堆積物が陸上露出して

的成果が，とくに日本人研究者に焦点をあてて，

いる 2 つの地点で行われた掘削の結果も紹介さ

総括されている（浦辺, 2013）
。ICDP は，陸上掘

れる。また，本論文では，湖沼堆積物のコア試料

削計画を世界規模で推進し，国際協力を強化する

を研究する際の標準的な手順（プロトコル）も紹

ことを目的として開始された。ICDP は，IODP な

介・提唱される。

どの海洋掘削に比べると，予算や組織の規模はは

海岸平野の地質学的・水文学的・地質工学的特

るかに小さいものの，優れた科学的成果をあげて

徴の理解を目的とした陸上掘削も実施されてい

きた。し かしな がら，浦 辺 が 指 摘 するように，

る。田辺（2013）は，越後平野を流れる信濃川

ICDP では掘削提案が受理されたとしても，掘削

の開析谷を埋積する上部更新統～完新統堆積物

経費が全額支給されるわけではなく，計画を主導

（沖積層）から得られたコア試料（3 本）について，

する研究者（PI）は，巨額の資金を確保しなけれ

堆積相解析および放射性炭素年代測定を行い，地

ばならないという困難な問題がある。そのような

震性沈降と融氷パルスの影響も考慮した 1,000 年

問題があるものの，陸上掘削の成果は，科学面の

スケールの堆積パターンを明らかにした。さら

みならず持続可能な社会の形成に有益であり，そ

に，同論文は，日本国内の沈降傾向にある地域に

の重要性は今後ますます増大すると思われる。

おいては，地層形成に地震が大きな影響を及ぼし

日本ではじめての ICDP の一環として行われ

ていることを述べている。
2011 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）

た掘削プロジェクトは，上述の通り，雲仙科学掘
削である。PI であった中田は，雲仙科学掘削を

では，強震動のみならず，津波による被害が甚大

含む火山掘削の科学的意義を総括するとともに，

であった。そのため，津波に対する防災対策を確

将来の展望について言及している（中田 , 2013）
。

立することが急務とされており，海岸平野を構成

火山掘削は，火山の地質や地熱の三次元構造，地

する沖積層から津波堆積物を見いだし，過去数千

下におけるマグマの状態，噴火史・形成史を理解

年間の地震および津波の発生履歴を明らかにする

するために最適の研究手法である。また，掘削に

ことが求められている。藤原ほか（2013）は，

よって得られる知見は，上部地殻におけるマグマ

浜名湖東岸六間川低地で得られたコア試料中の津

プロセスを理解し，将来の噴火予測や火山災害の

波堆積物の特徴，およびその解析法を紹介してい

軽減に有用である。そのような観点から，ハワイ

る。同論文で示された津波堆積物の認定基準は，

のマウナケアや日本の富士山など，多くの火山で

類似する堆積学的セッティングにある他の地点で

も掘削が実施されてきた。また，掘削孔に設置さ

も適用可能であろう。

れた各種計測器は火山活動の現場観測にも用いら
れている。

地震発生や断層の滑り挙動の理解を目指して，
世界各地において活断層の掘削が実施されてい

過去の気候変動や構造運動（テクトニクス）の

る。廣野ほか（2013）は，1995 年兵庫県南部地

理解を目的とした陸上掘削も実施されている。湖

震 の 震 源 断 層 の 1 つ で あ る 野 島 断 層 の 掘 削，

沼堆積物はそれらを復元するための優れた古文書

1999 年台湾集集地震を引き起こしたチェルンプ

であるため，陸上掘削の主要な対象の 1 つとさ

断層の掘削，米国カリフォルニア州のサンアンド

れてきた。そこで日本における湖沼堆積物の科学

レアス断層の掘削などの概要と成果を要約すると

掘削を公文（2013）が総括する。日本の湖沼に

ともに，地震現象の理解が具体的にどのように進

おける最初の深層掘削は，1971 年および 1982

展したのか，とくに地震時の断層での滑り挙動と

～ 1983 年に実施された琵琶湖での掘削である。

動的弱化機構，およびそれらの物理化学的側面に

同掘削により，琵琶湖およびその周辺域における

ついて解説している。

過去 160 万年間の気候変動および構造運動が詳
—

東北地方太平洋沖地震では，福島第一原子力発
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電所にて炉心溶融と建屋爆発事故が発生したた
め，原子力発電所の安全性の大きな見直しおよび
代替エネルギーの確保が急務となっている。後者
の有力な候補としては地熱発電があげられる。し
かし，従来の地熱発電様式では，注入水の低回収
率および誘発地震という問題点が存在する。村岡
ほか（2013）は，脆性帯より深所に位置する脆
性―延性遷移帯での地熱発電を提案している。こ
の発電方法では，注水により延性帯中に局部的脆
性貯留層を造成できるため，上記の問題点の克服
が可能であると提案されている。
最後に，地下生命圏は，陸上掘削および海底掘
削によってのみ試料採取可能という制限があるに
も関わらず，科学的な興味・関心は年々増大して
いる。長沼（2013）は，この地下生物圏を対象
とした研究を総括している。陸域の地下生命圏研
究は，科学的関心よりも，人間活動に関連する諸
問題（例えば，持続可能性，資源，廃棄物貯蔵な
ど）を対象としており，これは前者が重視されて
いる海洋底の地下生命圏研究とは方向性が異なっ
ている。これを 1 つの要因とし，地下生命圏の
研究において最も重要な，コア試料の人為的汚染
物質の防止策は，IODP によって整備・導入され，
ICDP では大きく遅れている。しかし，陸海の両
域における地下生命圏研究で得られる知見は，生
命の起源や地球外生物といった未解明の科学的諸
問題を解決するために重要であり，今後，陸上掘
削は地下生命圏研究に対しても貢献することが望
まれる。
以上，本特集号に掲載される論文が，現在実施
中および今後，計画・実施される陸上科学掘削計
画に対して，有益な情報および新たな視点を与
え，日本における陸上科学掘削研究の活性化にも
繋がることになれば幸甚である。
文
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