
様式 3 
（2014.8） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 
 
提出年月日：   2016  年  2  月  4  日 

氏名： 野坂俊夫  

所属機関・職名：岡山大学・准教授  

 

活動の種類 
(該当項目を残す） 

1. 乗船（port call）  
  

IODP 研究航海番号 
および航海名 Expedition 360 

乗船時の役割 Metamorphic petrologist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2015 年 11 月 29 日 ～ 2016 年 2 月 1 日 

用務地（国・都市） コロンボ（スリランカ），ポートルイス（モーリシャス）  

本活動における成果 
 
 マダガスカル東方のインド洋上で実施された JOIDES Resolution による掘削航海に乗船研究者として参

加し，南西インド洋海嶺近傍のアトランティス海台から採取された岩石試料の観察と記載，およびレポート

の作成に従事した。本航海の目的は，将来のモホ面貫通に向けたリエントリーホールを確立すると同時に，

下部海洋地殻岩の試料を採取することにあった。掘削中，断層破砕帯との遭遇，ドリルローラーコーンの逸

脱，急患の搬送などのアクシデントがあったが，海底下約 790 mbsf の深度に達する掘削と全長約 470 m の

コア採取に成功した。 
 採取された岩石を観察したところ，次のようなことが明らかになった。主な岩相は斑れい岩類であり，初

生鉱物としてカンラン石，単斜輝石，斜方輝石，斜長石，酸化物鉱物を様々な割合で含んでいる。ソリダス

付近の温度条件で形成されたと考えられる二次的単斜輝石と褐色角閃石が，初生単斜輝石を部分的に置換し

て普通に産出する。グラニュライト相から角閃岩相の温度条件での塑性変形作用によって生じた，マイロナ

イト質およびポーフィロクラスト質の斑れい岩が広範囲にわたって出現する。角閃石脈と，角閃岩相の熱水

変質を示唆する緑褐色および緑色角閃石は比較的浅所（<180 mbsf）で卓越して産する。下部角閃岩相から

緑色片岩相またはそれよりやや低温の変質作用を示唆する，無色ないし淡緑色角閃石，緑泥石，滑石，蛇紋

石，および二次的斜長石などは，コア全体に点在するが，珪長質脈岩中や，角閃石－緑泥石脈の近傍で増大

することがある。沸石相に相当する低温で形成されたと考えられる粘土鉱物や方解石は，580 mbsf より浅

所で卓越し，特に粘土鉱物脈や方解石脈の近傍や断層破砕帯で増大する。岩石組織から推定される新旧関係

は，低温の鉱物ほどより後期に形成されたことを示唆しており，斑れい岩体の冷却期間を通しての熱水活動

を反映していると考えられる。 

備考 

注意事項 
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail 

(travel@j-desc.org)でご提出ください。 



様式 3 
（2014.8） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 
 
提出年月日：  2016 年  2 月 16 日 

氏名：阿部 なつ江  

所属機関・職名：海洋研究開発機構・主任技術研究員  

 

活動の種類 
(該当項目を残す） 

1. 乗船（port call） 2. Pre-expedition meeting  
3. Sampling party  4. 1st/2nd Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 
および航海名 Exp. 360 Indian Ridge Lower Crust and Moho 

乗船時の役割 Physical Propoerties and Downhole 
Measurement （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2015 年 11 月 29 日 ～ 2016 年 2 月 1 日 

用務地（国・都市） スリランカ・コロンボ〜モーリシャス・ポートルイス 

本活動における成果 
 インド洋におけるハードロック掘削としては、実に 17 年ぶりに行われた本航海は、JOIDES Resolution 
号における最新の掘削技術や船上ラボ設備、海洋地殻に関する様々な研究進捗を駆使して多くの成果が上げ

られた。 
 本航海は、南西インド洋「アトランティス・バンク」と呼ばれる海洋コア・コンプレックスにおいて、将

来的に約 3kmbsf 付近の低速拡大海嶺モホを貫く複数航海の第 1 回目の航海として実施された。航海半ばに

緊急医療避難などのトラブルが生じ、目標深度の 1300mbsf には到達できなかった。しかし海底面から新た

に掘り始めてリエントリーコーンの設置を行い、789.7mbsf までの掘削および 720m のコアリング（回収率

約 60％、約 400m 長）に成功した。これはハードロック航海としては科学掘削史上最高記録であり、次航

海以降安定して掘削延伸できる孔を残すことが出来た。 
 航海序盤に 11 日間の回航期間は、掘削サイト ODP Leg 118＆176（Hole 735B），Leg 179(Hole 1105A)
により採取されたコアのアーカイブハーフ（KCC より搬送）の再記載・計測を行った。20 年前後も前に行

った記載よりも詳細な記載、および当時船上に備わっていなかった機器による物性計測（帯磁率、カラーイ

メージ等）は、新たに掘削した Hole U1473A のコアの記載・計測の事前練習になっただけでなく、それぞ

れ約 1.5km ずつ離れた掘削孔のコアを比較することで、アトランティス・バンクという大きな海底岩体の

構造や、海底面へ露出する際のテクトニクスの解明に役立った。本航海の主な成果は、下記の通りである。 
１． 約 800ｍにおよぶ掘削区間全般において、Olivine Gabbro が卓越しており、岩相変化に乏しい 
２． 海底下 400m 付近において、断層帯が存在すること 
３． 断層帯に向かって、孔の周囲から冷たい海水が流入（海水循環が開始）しているらしいこと（ロギ

ング、海底カメラによる成果） 
４． 岩相変化が乏しいことで、海底変成作用や、変形作用の変化を詳しく記載することが出来たこと 
５． 岩石物性（P 波速度、熱伝導率、空隙率・密度）は、海底変成作用や変形作用の変化に伴い変化し

ているらしいこと。 
６． Holes 735B, 1105A, U1473A を比較すると、この岩体上部はおよそ 400~500m 削剥された形跡が

有り、ある時期海面上に露出していたと考えられること（現在は、水深 720m）。 
阿部は、主に上記の３と５についての計測を行い、２，６の解釈に至る貢献をした。これらの成果と今後実

施される航海後研究は、海洋プレートの形成・進化過程ひいては、固体地球の進化過程の解明に大きく貢献

すると期待される。 

備考 

注意事項 
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail 

(travel@j-desc.org)でご提出ください。 



様式 3 
（2014.8） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 
 
提出年月日： 2016 年 2 月 15 日 

氏名：森下 知晃 

所属機関・職名：金沢大学・教授 

 

活動の種類 
(該当項目を残す） 

1. 乗船（port call） 2. Pre-expedition meeting  
3. Sampling party  4. 1st/2nd Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 
および航海名 LEG 360 

乗船時の役割 Igneous Petrologist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2015 年 11 月 29 日 ～2016 年 2 月 2 日 

用務地（国・都市） 南西インド洋海嶺，アトランティスバンク 

本活動における成果 
 本航海は，超低速拡大海域におけるマントル掘削(Phase II)を念頭に入れた掘削である（Phase I）．掘削

地点は，アトランティス II 断裂帯に沿って海洋プレート深部起源物質が大規模断層（デタッチメントフォ

ルト）によって露出した地点であり，近傍に Hole 735B（1500m）, Hole 1105A（150m）があることから，

世界で初めて３次元的なプレート深部構造を物質科学的に検証が期待される航海であった。 
 本航海では，およそ 800m 深度まで掘削を達成し，過去の近傍掘削地点から採取された岩石と基本的には

類似する岩相が露出することから，低速拡大海域での海洋プレート深部の形成メカニズムがこれまで以上に

詳細に明らかにされることが期待される。 
 今回は，JR 初航海であったため，反省点を記すことで，今後の初乗船研究者に向けて役にたつことがあ

ればと願う。 
１）調査地および関連掘削について勉強するとともに，略語を理解しておく． 
研究に直接関連する研究だけでなく，関連する掘削について略語も含めて理解しておく必要がある。そうし

ないと，略語の意味がわからず，結局それが引っかかってしまうことが少なくなかった。 
２）乗船研究者の専門や最新研究成果を調べておく． 
乗船研究者は，世界的に有名な方や，博士学生まで様々参加するが，分野を超えて知り合える貴重な場をあ

たえてくれる。私は，英語でのコミュニケーションに難がある。このような時に，折角の話すチャンスも話

題が弾まないまま終わってしまうことも少なくない。このような時に，相手の研究内容について少しでも知

っていれば，相手にとっては話しやすいだろうし，喜んで話をしてくれることが少なくない。 
３）わからないことや，伝わらないと思っても諦めずに話をしよう。 
我々のサイエンスには問題はない。英語が問題であることが少なくない。相手のことがわからなかったり，

自分のやりたいことが伝わらなくて凹むことも少なくないだろう。しかし，諦めずに話す。これしかない。 
 最後に，将来的にマントル掘削をリードすることを念頭に参加したので，２人の性格の異なる主席研究員

の態度について着目して観察した。今回の掘削では 12 時間起きに，問題とその解決が起きる航海であった

ため，それぞれのタイミングで研究をチームとして牽引の仕方の一端を知ることができた。 

備考 

注意事項 
1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構研究推進部内 IODP/J-DESC 旅費サポートに E-mail 

(travel@j-desc.org)でご提出ください。 
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