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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２４年 ７月 ２４日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  独立行政法人海洋研究開発機構  

地球内部ダイナミクス領域      

（ふりがな） 

職・氏 名  研究員・黒田
く ろ だ

潤一郎
じゅんいちろう

            
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス ）とのセミナー（振興会対応機関： CNRS ） 

 

 

2.セミナー名 （和文）地中海掘削 GOLD 計画の提案書作成に向けたシンポジウム   

 

（英文）Symposium for drawing up a proposal on the western Mediterranean drilling project (GOLD) 

 

2． 期   間  平成 24 年 6 月  4 日 ～ 平成 24 年 6 月 7 日（ 4 日間） 

 

 

3． 開 催 地 

（都市名と会場名）  海洋研究開発機構横浜研究所三好記念講堂（横浜市）                    

 

4． 参加者数   日本側      ４７ 名（うち、滞在費等本会負担  １５ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ６ 名（うち、滞在費等本会負担   ０ 名） 
 

その他の国   ３ 名 
 

参加者  計  56  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 
所属・部局・職名 

 

長谷川 精＊ 

風呂田 郷史＊ 

井龍 康文＊ 

高清水 康博＊ 

伊藤 孝＊ 

安間 了＊ 

久田 健一郎＊ 

西田 尚央＊ 

多田 隆治＊ 

鈴木 庸平 

高橋 聡 

尾崎 和海＊ 

荒岡 大輔＊ 

烏田 明典 

喜岡 新 

須藤 斎 

徳山 英一＊ 

村山 雅史＊ 

長谷川 四郎＊ 

岡崎 裕典 

川村 善久 

新居 恭平 

三木 清香 

平 朝彦 

鳥海 光弘 

末次 大輔 

鈴木 勝彦 

阿部 なつ江 

Maria L.G. Tejada 

稲垣 史生＊ 

大河内 直彦 

高井 研  

高野 淑織 

川口 慎介 

小林 照明 

江口 暢久 

Kyaw T. Moe 

澤田 郁郎 

青地 寛 

上西 敏郎 

杉原 孝充 

真田 佳典 

西尾 嘉朗 

北沢 一宏 

福富 淳 

北海道大学・大学院理学研究院・JSPS 学振ポスドク研究員 

北海道大学・大学院理学研究院・大学院学生（修士課程） 

東北大学・環境学研究科・教授  

新潟大学・教育学部・准教授 

茨城大学・教育学部・准教授 

筑波大学・生命環境科学研究科・講師 

筑波大学・大学院生命環境科学研究科・教授 

産業技術総合研究所・地質情報研究部門・ポスドク研究員 

東京大学・大学院理学系研究科・教授 

東京大学・大学院理学系研究科・准教授 

東京大学・大学院理学系研究科・助教 

東京大学・大気海洋研究所・特任研究員 

東京大学・大気海洋研究所・大学院学生（博士課程） 

東京大学・大学院理学系研究科・大学院学生（修士課程） 

東京大学・大気海洋研究所・大学院学生（修士学生） 

名古屋大学・環境学研究科・助教 

高知大学・海洋コア総合研究センター・所長 

高知大学・海洋コア研究センター・教授 

熊本大学・大学院自然科学研究科・教授 

九州大学・理学研究院・准教授 

IODP-MI・Operations Manager 

国際石油開発帝石株式会社（ＩＮＰＥＸ）・ユーラシア中東事業本部 

文部科学省・海洋地球課・専門官 

海洋研究開発機構・理事長 

海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域・領域長 

海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域・プログラムディレクター 

海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域・チームリーダー 

海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域・技術研究主任 

海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域・研究員 

海洋研究開発機構・高知コア研究所・チームリーダー 

海洋研究開発機構・海洋極限環境生物圏領域・プログラムディレクター 

海洋研究開発機構・海洋極限環境生物圏領域・プログラムディレクター 

海洋研究開発機構・海洋極限環境生物圏領域・主任研究員 

海洋研究開発機構・海洋極限環境生物圏領域・研究員 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・副センター長 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・グループリーダー 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・グループリーダー 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・グループリーダー 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・サブリーダー 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・技術主幹 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・技術主幹 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター・技術研究副主幹 

海洋研究開発機構・海底資源研究プロジェクト・技術主任 

海洋研究開発機構・経営企画部・特別参事 

海洋研究開発機構・事業推進部国際課・調査役 

博士 

学士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

修士 

学士 

学士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

 

 

 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

博士 

 

博士 

博士 

博士 

博士 
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池田 道則 

境 聡子 

海洋研究開発機構・事業推進部国際課・事務主任 

海洋研究開発機構・研究支援部・事務専任スタッフ 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  CNRS, UMR6538, Domaines Oceaniques・Chargee de Recherche CR1 

Marina Rabineau  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Daniel Aslanian 

 

Christian Gorini 

 

Phillipe Pezard 

 

Maria-Angela Bassetti 

 

Veronique Gardien 

IFREMER-Brest・Head of Laboratory 

of Geophysics and Geodynamics 

Univ. Pierre et Marie Curie (Paris 6)・Professor 

 

Univ. Montpellier・Professor 

 

Univ. Perpignan・Professor 

 

Univ. Claude Bernard Lyon 1・Permanent/CDD/Autre 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Bilal Haq 

 

Francisco Sierro 

 

Feancisco J. 

Jimenez-Espejo 

National Science Foundation・Professor 

 

Univ. Salamanca・Professor 

 

Univ. Granada・Post-Doc Researcher 

USA 

 

Spain 

 

Spain 

 



     

- 5 - 

7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

セミナーの開催目的 

  本セミナーの目的は「地中海掘削プロジェクト」の実現に向けて１）日本の研究コミュニティーにプロジェクトを周知

すること，２）具体的な掘削計画の戦略を議論することである．地中海掘削プロジェクトは，フランス南部マルセイユ沖

の Lion 湾海底斜面下部で超深部掘削を行うという計画である．深海掘削船「ちきゅう」を使った掘削によって，地中海

底に眠る厚さ約 6000m の堆積層と，基盤である海洋地殻の最上部を回収する．これまでフランスの研究者を中心とし，

日・米・独・英などの研究者が共同チームを作って地中海計画の立案に向けた議論を続けてきた． 

  地中海の歴史の中で最大のイベントは，「メッシニアン塩分危機Messinian Salinity Crisis (MSC)」である．中新世最

後の約 100 万年間（600～500 万年前），地中海は大西洋から孤立して干上がり，広大な範囲に大量の岩塩や石膏が

沈殿した．地中海が干上がることで，一帯の海水準面は現在より 1500m も下がったと考えられている．地震波探査の

結果によると，この時に沈殿した蒸発岩の厚さは 1500m に達する．MSC は，新第三紀以降の最大級の極限環境イベ

ントのひとつである．これまで MSC の歴史は，主に沿岸域の陸上露頭調査で明らかにされてきた．また，過去の科学

掘削計画によって，地中海の数か所の海底で MSC 蒸発岩の最上部が掘削回収されている．こういった地質記録をパ

ッチワーク状につなぎ合わせて，地中海の歴史が復元されてきた．しかし，地中海の海盆底に眠る厚い蒸発岩層のご

く表層をかすめただけで，メインの岩塩層には到達していない．もちろん，完全シーケンスで回収した実績は一例もな

い．地中海の「深海部」の歴史は謎に包まれたままである．掘削船「ちきゅう」は，ライザー掘削機能を有する世界唯一

の科学掘削船であり，この機能を用いて地中海盆底に眠る厚い蒸発岩を完全シーケンスで回収できると期待される． 

  透水率の低い岩塩は，石油やガスなど炭化水素の重要なキャップロックとなる．Lion 湾の蒸発岩もまた，炭化水素

資源科学の分野から注目されている．さらに，地中海 Lion 湾の堆積層の下には，西地中海がリフティングにより開い

て誕生した時の地殻が眠っている．この地殻は異常に薄いという特徴があり，リフティング最初期の情報が得られると

期待される．Lion 湾は，リフティング初期のダイナミクスを理解する上で重要な場所である． 

  他に例をみない大規模な高塩分の極限環境と，それが生み出す地球科学的な影響を，一本のコアでさまざまな

角度から研究することができる点が，地中海掘削計画の最大の魅力である．つまり，１）MSC の極限海洋環境変動，２）

現在の海底下生命圏，３）資源研究，４）ジオダイナミクスという４つの科学領域について，画期的な研究が可能となる．

いずれのテーマも，陸上露頭での研究では遂行不可能であり，深海底掘削だからこそ実現できる．  

  今回のシンポジウム/ワークショップに先駆け，掘削計画に向けた提案書（プロポーザル）を作成し国際統合深海

掘削計画（IODP）の科学諮問委員会（SAS）に提出した (Rabineau et al., MDP-798)．審査パネル（PEP）でこのプロポ

ーザルの科学的意義や掘削サイトの妥当性などが評価された．この結果は「提案書の取り下げ deactivate 」であった．

理由は，掘削サイトと科学目的との整合性に関する説明不足．MSC の解明を主目的とする場合，本サイトは MSC の

層準が深く埋没しているため，最適な場所とは判断されなかった．MSC の解明を主目的とするならば，他のサイトを探

す．あるいはLion 湾にこだわるのであれば，地殻掘削を主目的とするべきであると提案を受けた．本シンポジウムでは，

この評価結果を受けてどのようにプロジェクトを立て直すかについて議論することも重要な目的である． 

 

セミナーの実施状況と成果 

  セミナーの詳細なプログラムは添付試料に記す．セミナー初日（６/４）は，IODP や掘削船ちきゅうの現状と今後の

見通しについてオーバービュー講演を行った後，地中海掘削計画のプロポーザル概要紹介，５月に行われた評価パ
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ネルの審査結果の紹介を行った．午後は地中海研究者によるレビュー講演が行われた．主にアメリカ，フランス，スペ

インからの参加者は地中海研究の第一人者で構成されており，彼らによるこれまでの研究史の概要，未解決の問題，

そして掘削を通じて解決することが期待される問題について紹介する講演を行った．現状として，地中海研究に携わ

る日本人研究者は少ない．この計画が実現すれば，日本から数１０名に上る研究者が乗船することになる．より多くの

日本人研究者の参画が望まれる．日本の地球科学コミュニティー（特に若手研究者）に広くこの計画を知ってもらい，

興味を持ってもらうことが一つの主目標である．その意味で，多くの日本人研究者に地中海研究史を紹介することが

できた，意義深い一日であった． 

  セミナー２日目（６/５）は，午前中に日本人若手参加者による研究紹介やアイデア紹介（地中海掘削を通して，何

ができるか？），過去の地中海掘削で得られたコアの紹介を行った．午後から実際の掘削に向けた戦略について，特

にコアリング（採泥）-カッティングス（掘屑）-ロギング（孔内検層）-サイスミック（音響探査）インテグレーション（略称

CCLSI）の紹介とこれまでの実績，特に岩塩掘削で用いられた CCLSI の実績紹介が行われた．Lion 湾でのライザー

掘削では，時間の都合上全ての層準を回収することができない．実際に南フランスの陸上掘削で岩塩層を回収した

際，SLCCI 技術が未回収層準の岩相推定に大きな威力を発揮することを知ることができた．  

  セミナー３日目（６/６）は，午前中に石油掘削コンサルタント企業の Blade Energy 社から２名の技師を招き，これま

での岩塩掘削の実績やその問題点について講演した．実際に東地中海で厚い岩塩層を掘り抜き，その下位の貯留

層に到達した掘削時のオペレーション例について多くの新知見を知る機会となった．この日の午後から，翌日６/７に

かけては，プロジェクトの再構築のための議論を徹底的に行った．セミナー直前に行われた評価パネルＰＥＰによる評

価では，Deactivate という厳しい判定であった．理由は，掘削の科学目的と掘削サイトの関係が不明瞭であるというも

のであった．MSC の解明を主目的とする場合，本サイトはローヌ川からの土砂の供給が盛んであるため MSC の層準

が深く埋没しており，最適な場所ではないと判断された．MSC の解明を主目的とするならば，他のサイトを探す．ある

いは本サイトにこだわるのであれば，地殻掘削によるジオダイナミクス研究を主目的とするべきであると提案を受けた．

また，目的が多くあり過ぎてポイントが不明瞭であるという指摘も受けた．各目的に応じたサイトの選出をすべきというコ

メントであった．本シンポジウムでは，この評価結果を受けてどのようにプロジェクトを立て直すかについて議論した．

その結果，Lion 湾は MSC を理解する上でも最良の場所であり，あくまでこのサイトが最重要であるという認識となった．

次回のプロポーザルでは，MSC を理解するには Lion 湾でなければならない点を強調し，加えて他のサイトでは目的

が達成できない点を明確に示す必要性を認識した．さらに，ポイントを明確にするため，ジオダイナミクスをメッシニア

ン塩分危機の話題と融合させ，Basin evolution というトピックに変えることとした．つまり，地中海が孤立し，干上がっ

て蒸発する一連のイベントにジオダイナミクスがどのように関わったのか，海盆形成史を大きな視点で見ることでジオ

ダイナミクスと海洋変動のリンクを明らかにするという研究目標となった．その一方で，より沖合の Balearic Basin での

掘削の可能性を探る必要性も認識した．また，このプロジェクトを国際的な研究コミュニティーから強力にサポートして

もらえるような国際チーム作りに向けた議論も行った． 

 


