
2021年度 IODP・ICDP 関連ワークショップ等支援事業

Post-IODP時代へ向けた科学海洋掘削の展望
2022年

3日
4日

木

金

3月

DAY 1 3 月 3 日 ( 木 )

開会挨拶

休　憩

川幡 穂高（J-DESC会長／東京大学大気海洋研究所）
櫻井 克年（高知大学学長）

13：00 ～ 13：10

15：00～16：00

開催方法：オンライン（Zoom）

事前登録制：詳細はJ-DESCホームページをご覧ください
参加登録すると Zoom 参加情報が配付されます。

※ JAMSTEC横浜研究所での開催を予定しておりましたが、
　 まん延防止等重点措置の延長により完全オンライン開催となります。

○主　催：日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）

○共　催：高知大学、海洋研究開発機構（JAMSTEC）

○世話人：池原 実（高知大学）、森下 知晃（金沢大学）、山口 飛鳥（東京大学）、井上 麻夕里（岡山大学）、  
尾張 聡子（東京海洋大学）、濵田 洋平（JAMSTEC）

○趣　旨 ： 国際深海科学掘削計画（IODP）は大きな転換期を迎えようとしている。現行の IODPは 2024年まで継続
する予定であるが、その後の国際的な枠組み、プロポーザルの提案・評価プロセスなどについての検討が始まっ
ている。IODPフォーラムなどで検討されている情報を可能な限りコミュニティに提供するとともに、大き
く変わろうとしている科学海洋掘削の将来を展望し、既存プロポーザルの実現に向けた方策や日本の掘削科
学コミュニティが取り組むべき課題、新たな掘削プロポーザル提案に向けた準備などについて検討するため
のワークショップを開催する。

Post-IODP へ向けた国際動向

諸野 祐樹（JAMSTEC）
益田 晴恵（大阪市立大学）
江口 暢久（JAMSTEC）

13：10 ～ 14：40

・趣旨説明　
・海洋科学掘削2050サイエンスフレームワーク紹介
・Post-IODP へ向けた国内準備状況
・IODPを取り巻く国際動向アップデート
・質疑応答

IODP科学評価パネル（SEP）内プロポーザルの今後の方針
＜各プロポーザルについて10分程度で概要紹介と質疑応答＞

（座長：池原 実）

（座長：森下 知晃 /山口 飛鳥）

海野 進（金沢大学）他

池原 実（高知大学）

小原 泰彦（海上保安庁）

佐野 貴司（国立科学博物館）

仲田 理映（東京大学地震研究所）

・Drilling Mature Oceanic Crust on North Arch off 
Hawaii（951-Full: Chikyu）

・Plio-Pleistocene Paleoceanography of the 
Southwestern Indian sector of the Southern Ocean 
(PePSI-SO)（918-Pre: JR）

・The nature of the back-arc basin lower crust and 
upper mantle at the Godzilla Megamullion
（941-Full2: Chikyu & JR）
・Testing the Ontong Java Nui hypothesis
（967-Full2: JR）
・Drilling and monitoring in Hyuga-Nada: Unveiling 
effects of regional segmentation and local ridge 
subduction on slow earthquake  
（990-Full2: JR or Chikyu）

Zoom会場オープン12：30

J-DESC 主催ワークショップ



・（自主的）若手アンケートから見えてきた課題
・J-DESCのプロポーザル支援体制の整理と見える化（WS支援、SCORE）
・高知コアセンターおよびレガシーコアの活用策
久保 雄介（JAMSTEC）：KCCバーチャルエクスペディションのコンセプト
松井 浩紀（秋 田 大 学）：50年近く前に掘削されたDSDP296 の活用例
諸野 祐樹（JAMSTEC）：微生物サンプルの保存、経年変化の検討（速報）

・ICDP・陸上掘削とのコラボレーション（Land-2-Sea）
・将来的な掘削に向けた事前研究・サイトサーベイ（白鳳丸・新青丸等の共同利用を活用）、   
陸上アナログ研究・新規アイデアの掘り起こし

・その他

 
＜各航海・事項について 10 分程度で概要紹介と質疑応答＞

（座長：尾張 聡子）

（座長：濵田 洋平 / 井上 麻夕里）

（座長：池原 実）

＜準備中の掘削計画の紹介と今後の準備方針などについて議論を深める（各 20 分）＞

斎藤 実篤（J-DESC 事務局／JAMSTEC）
池原 研（産業技術総合研究所）
中岡 礼奈（神戸大学）
池原 実（高知大学）
桑野 太輔（千葉大学）

16：00～17：00 SCORE プログラムの実施と成果 

・SCOREプログラム紹介
・SCORE Exp.912 Leg1 遠州灘掘削
・SCORE Exp.912 Leg2 鬼界海底カルデラ周縁掘削
・SCORE Exp.913 四国沖掘削
・SCORE教育乗船の体験談とその効果

DAY 2 3 月 4 日 ( 金 )

昼休み

新規掘削計画の紹介と検討

秋澤 紀克（東京大学大気海洋研究所）
道林 克禎（名古屋大学）

9：30 ～ 12：00

12：00 ～ 13：00

【マ ン ト ル】

【地 震 津 波】

【気 候 環 境】

【海と地球の健康】

・北西太平洋の古海洋研究のためのポ
テンシャルサイトのレビューと今後
の方向性

・礁／炭酸塩プラットフォーム堆積物掘削

・ハードロック掘削

・On-going spreading of continental 
margin, Okinawa Trough

・ポストNanTroSEIZE の南海トラフ
掘削に向けて

・ゆっくり滑りの広域把握を目指した
南海トラフでのネットワーク孔内観
測に向けて

閉会挨拶15：00

Zoom会場オープン9：00

総合討論13：00 ～ 15：00

大坪 誠（産業技術総合研究所）

山口 飛鳥（東京大学大気海洋研究所）

荒木 英一郎（JAMSTEC）

岡崎 裕典（九州大学）

・海洋と陸上掘削による海底カルデラ
火山のマグマ活動および噴火過程の
解明

清杉 孝司（神戸大学）

益田 晴恵（大阪市立大学）

高柳 栄子（東北大学）


