海事問題調査委員会

若ものよ世界の海で
海洋開発にチャレンジを！
第1部

海洋開発の第一線で日本人海技者の潜在能力を
若ものよ世界の海へ飛び出そう

第2部

「ちきゅう」で未来を掘る

海事問題調査委員会では、公益目的事業活動として海事社会におけるホットな重要テーマ
について取り上げています。今回は、海洋開発についてご紹介します。
第

部

は、昨年日本海事広報協会の「海上の友」
（

月21日号）に掲載されたインタ

ビュー記事「海洋開発の第一線で日本人海技者の潜在能力を！ 」を転載し、第

部

とし

て 、このインタビューで話された山本勝氏に「若ものよ世界の海へ飛びだそう」を書いて
いただきました。
第２部は、新分野海洋開発の実際の業務について、
（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）
の地球深部探査センターの倉本次長に、「海底の科学掘削の実際」について分かり易く解説
していただきました。
なお、昨年の海洋８月号（No. 883）に「海洋掘削装置について」日本海洋掘削㈱の後藤
直人氏の寄稿を掲載していますのでご参照ください。
海事問題調査委員会
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委員長

佐々木真己

第１部

日本人が取り組むべき重要課題のひとつ!!

海洋開発の第一線で日本人
海技者の潜在能力を！
（「海上の友」2013 年７月 21 日号転載）

「日本人船員の潜在能力を生かした、新たな海上の仕事の場あるいは、新しい技術への挑戦の場
としての海洋資源調査や開発、この分野のこれからの可能性は大きく広がっている。そのつもりに
さえなれば新しい世界が広がる。若いみなさんの挑戦に期待している」──元日本郵船代表取締役
専務経営委員で元㈱グローバル・オーシャン・デベロップメント社長の山本勝氏はご自身と海洋開
発へのかかわりを踏まえ、本誌インタビューに対してそう答えている。

新分野への挑戦を
世界のマーケットは拡大する
──まず、ご自身と海洋開発とのかかわりについ
てお聞かせ下さい。
山本氏
私は2003年、日本郵船から関係会社である「グ
ローバル・オーシャン・ディベロップメント」に
移り、ここで海洋調査船「みらい」の運航に携わ
りました。
「みらい」はかつての原子力船「むつ」を改装

元日本郵船代表取締役専務経営委員

して造られた、さまざまな海洋にかかわる科学調

元㈱グローバル・オーシャン・デベ

査ができる世界でも最大級の調査船です。

ロップメント代表取締役社長

また、2005年にはいま新聞やテレビにひんぱん

山本

勝

に登場する地球深部探査船「ちきゅう」が竣工し、
この運航にも携わってきました。
「ちきゅう」もその造られた目的は最新鋭の掘
削設備を使って地球の深部を探査して地震が発生

動をしていますが、同時に資源の調査という国民
の生活に直接かかわるところについても、その機
能を生かして役立っているといえます。

する原因を調べたり、採取した海底下の地質を直

さらに、「ちきゅう」についていいますと、海

接調べることによって地球の成り立ちを研究する

底下数千メートルの深いところに焦点をさだめて

という科学調査です

掘削するという技術やオペレーションは、メキシ

最近、日本列島の周辺に未来のエネルギーと期

コ湾やブラジル沖で行われている石油やガスの深

侍されるメタンハイドレードが広く存在すること

海資源開発のそれとまったく同じです。事実、
「ち

が分かって、大きな話題になっていますが、この

きゅう」は科学調査が行われていない期間を利用

海底下に眠るメタンハイドレードの調査も「ち

してアフリカや豪州などの海域で商業目的の深海

きゅう」を使って行われています。つまり、これ

資源開発に従事した経験も持っています。

らの船は科学を目的に海洋においてさまざまな活

海洋資源調査という分野については現在日本に
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は、海底下の地層を音波をつかって

次元解析す

ることで石油やガスの存在を知ることができる
D物理探査船「資源」や、マンガンやレアアー
スといった海底地下資源の利用や開発のために
2012年に竣工した「白嶺」など最新鋭の調査船が
活躍しています。
もういちど「みらい」に戻っていうと、この世
界最大級の科学調査船もその機能やオペレーショ
ンはこれら海洋資源調査・探査船と基本的には同
じといってよく、
「みらい」や「ちきゅう」の運
航業務の経験は、これからの海洋資源調査や開発
といった分野にかならず生かせるものと思ってい
ます。
──海洋開発の第一線で、今後、日本人海技者は
大いに活躍できるわけですね。
山本氏
私が海運会社で仕事をしてきた時代は、日本の

海洋地球研究船「みらい」（JAMSTEC）

経済規模はどんどん拡大していった一方で、海運
の構造的な不況に急激な円高が追い打ちをかけて、

やる気。授業の半分くらいは英語でやればいいし、

多くの日本人船員が海上を去っていくという厳し

船員という職業がいかに魅力的かを賃金の面でも

い状況がつづきました。

やりがいの面でも具体的に若者に知らせることが

今の外航海運の状祝からすれば、もうこれ以上

肝心です。

日本人船員が減るということは考えられないと思

話は若干ずれてしまいましたが、日本人船員の

いますし、いま外航海運で働く日本人船員、海技

潜在能力を生かした新たな海上の仕事の場、ある

者といった方がいいかもしれませんが、その仕事

いは新しい技術への挑戦の場としての海洋資源調

はかけがえのないものであり、会社の中での存在

査や開発、この分野のこれからの可能性は大きく

感も含めて働き甲斐のある毎日を送っていると思

広がっていると思います。

います。
一方で、世界の海運に目を転ずれば、世界経済
の規模は拡大し、海上貨物輸送も人口の増加にと
もなって伸びています。世界の外航船隊は拡大し、

日本人の優れた対応力で

そこに働く船員の需給は今後ますます逼迫するこ

──「ちきゅう」での日本人海技者の仕事とは具

とが予想されています。

体的にどのようなものなのでしょうか。

世界的にはふんだんに働く場のある海上におい
て、日本人がその能力を生かして出ていくことが
なぜできないのか、これが私が常日ごろ考えてき
たことです。

山本氏
「ちきゅう」の乗り組み要員として60名を超え
る日本人海技者がいます。
「ちきゅう」の機能は大きく分けて二つ、ひと

日本の船員教育、資格制度は世界最高のレベル

つはいわゆる船の運用、運航、それと最終目的で

にあると思っています。しかし、その使われ方が、

ある掘削です。そのための要員も大きく二つの部

あまりにも国内向け、というか国内産業のためだ

門に分かれていて、日本人船員の多くはもちろん

けに過ぎるように思います。同じ海運、同じ船と

運航部門に携わっていますが、当初から未知の掘

いう見方で世界のマーケットで仕事をしてみたい

削部門にも人材を送り込んで育成を図ってきてい

という若者を育てることが大事なことだと思いま

ます。

す。教育内容は十分なんですから、あとは言葉と
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定点保持をマスター

深海掘削船は掘る地点を定めたら数千メートル

のパイプを海底下につないで長期間その場にとど

ルに達してしまうなど、その能力を十分に発揮で

まって作業を続けます。この船を海上の一点に留

きる仕事であると見ています。

めるという仕事が掘削中の運航部門の重要な役目

「ちきゅう」のような数千メートルを掘れる深

です。商船の場合はいかに船を走らせるかが仕事

海掘削船は日本には他にはありませんから、いま

ということからすれば、同じ船の運航といっても

の「ちきゅう」で活躍している日本人たちは日本

やることが随分違います。今は外力の影響をセン

で最初の深海掘削技術者といっていいでしょう。

サーで感知し、GPSで船の位置を多重にチェック

素晴らしいことだと思います。

し、コンピュータで船の動きをコントロールする
という自動化が進んでいますが、海上では台風や

──「みらい」についてはいかがですか。

ら爆弾低気圧やら、機能の限界をこえる自然現象

山本氏

に対してやはり最終的には人間の判断と対処が必

「みらい」についても、調査船ゆえの特殊な運
航技術が要求されます。

要です。
また、肝心の掘削作業も、地質の状況とか、海

通常よく行われる調査として、船尾から長い曳

流の影響とかさらには複雑な機器・機械の故障や

航索につないだ音波発信器を流しつつ測定すべき

不具合などその場その場で対応を強いられますが、

定点間を正確に航行し、当該海域の海底地形・地

運航部も掘削部と都度密接な連携で最適な処置を

層を調べるということがありますが、これなど、

していかないと大変なことになります。

変化極まりない大海原のなかで調査担当の研究責

掘削部門の技術者は残念ながら大部分は欧州系

任者の要求にできるだけ応えながら、船の安全性

外国人となっていますが、運航部の日本人はこの

とのギリギリのところで決断を行っていくなど、

定点保持のオペレーション（DPS）もすでに完全

かなりの高度の判断が必要な運航といえます。

にマスターし、DPオペレーターの資格をもった
船長、航海士も複数名誕生していて、掘削部の外
国人の厚い信頼も得るに至っています。
同じ運航部門にはエンジニアとしての仕事、主

またここ数年、
「みらい」はいま注目される北
極海の調査航海に従事してきでいます。
苛酷な環境での極域航海は毎年困難を極めます
が、長い間の調査の実績は地球温暖化にかかわる

機関の運転・保守整備のほかに掘削船ならではの
高圧力・高電圧の掘削関係設備、機器の運用・メ
ンテという特殊な仕事もありますが、この分野に
も日本人エンジニアたちが果敢に挑戦し、いまで
はこの分野の重要な仕事を任されるまでになって
います。
さらに掘削部門の仕事に近い専門技術者として
さらには掘削作業そのものの技術者であるドリ
ラーの仕事についても日本人海技者が挑戦し、近
い将来、責任者として活躍できるところまできて
います。
日本人船員の高い資質という話を先ほどしまし
たが、わたしが見るところ、日本人船員は基礎教
育ができていて、思わぬトラブルが起こっても、
たとえば図面をひっぱり出してきて原因を見つけ
て自分で直してしまうなど、外国人のすぐにメー
カーを呼びつけるようなやり方に比べて優れた対
応力があると思います。
また、掘削や、運航の極めて専門性の高い技術
についても、外国人からは一人前になるまでに10
年かかるといわれたものを、

年ほどでそのレベ

DPS（自動船位保持装置）のアジマススラスター
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貴重な調査データを提供し、諸外国の調査機関か
ら高い評価を得ていることはもっと国民が知るべ
き事実だと思います。

海洋開発ということでいえばガスや石油などの
資源だけではありません。
いま、再生可能エネルギーの利用ということで、

また「みらい」の調査が、北極海での日本の唯

洋上の風力発電や波の力や海水の温度差を利用し

一とも言っていいプレゼンスになっているという

たエネルギーの取り出しを行おうという計画が進

意味で、この調査そのものの重要性があると思い

んでいます。

ます。

これらが具体的に稼働するためには、洋上にお
ける関連する施設や設備の運用やこれらを維持管

掘削船が大活躍
深海掘削による生産の時代
──今後、海洋開発はどのように展開し、そこに
日本人海技者はどのようにかかわるべきでしょう
か。
山本氏
海洋開発という言葉には、海底、海底下をふく
む海洋の利用について国民に役立つ調査や研究そ
して具体的な開発事業という内容が含まれている
と思います。
この意味では、海洋に存在する様々な資源・エ
ネルギーの調査や開発というのがすぐに浮かぶわ

輸送のためのサービスなど関連するハード、ソフ
トの整備が必要となるでしょう。
日本の周辺の海域というのは世界でも指折りの
厳しい自然環境にあります。
こうした海域での施設の運用、ロジスティック
の確保は船のみならず、あらゆる施設・サービス
で厳しい安全管理と、確実な運用が求められるこ
とになるでしょう。
私は、こうしたこれからの海洋開発にまさしく
日本人海技者の知識と経験そして「ちきゅう」や
「みらい」で証明された潜在能力が生かされるも
のと信じています。

けで、この分野は日本がこれから積極的に取り組

これらの海洋開発分野の仕事はたしかに商船の

んでいかなければならない重要な課題のひとつで

運航とは異なるところが多いと思いますが、ベー

あると思います。

スのセンスは海上での業務というところで十分生

日本は世界で六番目の広さの排他的経済水域を

かされるでしょうし、なによりも新しい技術や能

有する国であり、海洋基本法、海洋基本計画にも

力への取り組みにやりがいを見出すことになって

とづいて、さまざまな施策が計画されています。

ほしいと思っています。

そのなかでもとりわけ、海洋資源開発については
メタンハイドレードや希少金属などの開発、事業
化が具体的なタイムスケジュールのもとで進めら
れつつあります。

資源開発についても日本だけの話ではありませ
ん。
石油、ガスの深海資源開発はいまや数千メート
ルの海底下からの深海掘削による生産の時代に

この世界六番目の広さの海域の資源の利用と

入っていて、「ちきゅう」と同等、いやそれ以上

いっても簡単な話ではありませんし、現在のきび

の能力を持った掘削船が多数、アフリカ、ブラジ

しい財政状態の中で国としても予算をつけていく

ル、豪州、メキシコ湾など世界の海で活躍してい

のは容易なことではないと思います。

ます。

単純に考えても、今の「みらい」や「ちきゅ

こうした施設で仕事をする技術者の多くは欧米

う」
、そして「資源」や「白嶺」をはじめとする

を中心とする外国人に占められています。かれら

国の調査船で、この広い海域をくまなく調査する

の報酬は船員の給料とくらべものにならないくら

のは困難です。

い高額です。

したがって、これから本格的に日本周辺の海域
の資源開発を進めるためには、これを目的とした

日本人がこうした分野の技術者としてやってい
けることは「ちきゅう」で証明済みです。

調査船、探査船の数を増やすことが不可欠です。

さきほど述べたように商船の分野でもまだまだ

開発の事業化には「ちきゅう」のような掘削船

日本人が出ていける世界があるように、そのつも

や資源の採取に必要なさまざまなタイプの船、海
洋施設が運用されることになるでしょう。

● 20

理するための基地や基地と施設を結ぶ物資、人員

りにさえなれば新しい世界は広がります。
若いみなさんの挑戦に期待しています。

若ものよ世界の海に飛びだそう！
山本

勝

東船大 N15

2012年10月の「海洋」
（No.879）に東京商船大

きるはずというのは、実際に厳しい世界で経験を

航海科41回生の吉野愼剛さんが寄稿した「日本人

してきた彼だからこそ説得力のある話と感じまし

海技士が目指す役割」と題する一文が掲載された

た。

ことをご記憶の方も多いと思います。

いうまでもなく、日本の船員をとりまく社会の

彼自身のキャリアと経験をふまえて、外航商船

現実は、彼のいう一歩を踏みだすにも容易でない

乗りに必要な海技力とは、単なる知識や技術にあ

のは、この世界を知る人間にはよくわかるところ

らず、現場感覚、皮膚感覚で会得される貨物取扱

です。

能力、船内管理能力であり、またその平均的職場

しかし、自分が船乗りをめざしたころの若い心

環境は賃金も含めてきわめてドライな免状、能力

は、世界の海に乗り出してみたいという一途なも

序列の世界であることを単刀直入に述べるなど、

のであったし、船員という職業の面白さはまさし

あらためて忘れかけていたものを思い出させてく

く海の上にあるという単純な原点にもう一度帰っ

れています。一方で今のいわゆる大手船社を中心

てみたときに、そこにある世界の海に今の若者の

とする日本人海技者の在り方が、良きにつけ悪し

心を取り戻す努力はしてみたいものだと思う次第

きにつけ、こうした世界からいかに遠いものに

です。

なってきてしまっているのかについても、大いに
腑に落ちるものがあると感じました。

世界に外航商船がどのくらいあるのか定かでは
ありませんが、ざっと日本商船隊2,800隻の10倍

この辺の言い分については、彼の少々正直すぎ

としても28,000隻、そこに乗り組むマリンオフィ

る書き振りもあって、われわれの仲間からも言い

サーは少なくとも20万人は下らないでしょう。さ

過ぎだ、偏りすぎだといった批判の声も聞こえる

らには日本に住むわれわれになじみの薄かった海

ところですが、彼の主張の真骨頂は、これからの

洋資源開発という洋上の分野にも海上の知識や経

日本人海技者が、国際社会から尊敬され、また国

験を生かして大勢の人たちが仕事をしています。

際社会の広い分野に貢献できる海技者集団になっ

世界を見渡せば、こうした働く場があること、

ていってほしいという願いを述べているところに

そしてその働く場の現実の姿を先入観を捨てて評

あると思います。

価しなおし、これを若者に正しく示すこと、まず

「そのためには、日本人海技者が独立心を取り

このあたりから始めることが大事かなと思います。

戻し、こうした集団に変身できるよう主体的に行

いま海洋会では、
「次世代海技者のあり方」と

動を起こすべし」と述べているところは、まさに

題して、世界の海で活躍できる日本人海技者の育

今の海技者への、そしてこれから海の世界をめざ

成をどうするかについて有識者による検討がすす

す若者への〝檄〟だと思いました。

められています。問題意識の原点は吉野さんのい

さらに彼のいう〝外航海技士〟は、後進国船員

わんとするところと通ずるものでありますが、こ

との職域争奪や、船舶管理能力などという狭いも

れをより現実的なものとして考えるにあたっては、

のではなく、国際海事社会から世界の産官学すべ

教育のみなおし、社会の啓蒙、一歩をふみだすた

てに進出して指導的立場に立つことを最終目標に

めの制度や環境の整備といったサポート体制の構

しなければつまらないではないかと、その夢は広

築など、幅広い検討が不可欠です。

大です。

検討の詳細は、今後の「海洋」紙面で紹介され

吉野さんのいわんとするところでもう一つ大事

ると思いますが、今回はこうしたこれからの日本

なことは、日本人がもつ思いやりのこころが世界

人海技者のあり方、働き方のありようの検討の一

の海で世界の船員をリードしていける武器になる

環として、新たな分野である海洋開発の世界につ

との指摘です。日本人の基礎的な学力、高い道徳

いて、昨年の海の日特集に日本海事広報協会の

性、人を思いやるこころがあれば、海の上で、そ

「海上の友」に掲載された私のインタビュー記事

して海事にかかわる社会で人の上に立つ仕事がで

が第１部

として紹介されています。
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第２部

「ちきゅう」で未来を掘る
独立行政法人海洋研究開発機構
地球深部探査センター次長

１．はじめに

倉本

真一

径およそ6,400kmの地球、しかしながら人類は未
だにその極表層部にしか到達できていないのであ

地下を掘るということは、過去の歴史を遡るこ

る。月や火星に到達できる技術を持つ人類にして

とである。地球46億年の歴史のなかで、地球上で

でもある。これまでの最深掘削深度は、ロシアの

現在までに発見されている最古の岩石から、38億

コラ半島で24年かけて行われた掘削により、地表

年程度までの歴史を断片的に遡ることができる。

下約12kmまで到達したのが最深記録とされてい

特に海洋に残された地層からは、連続的におよそ

る。しかしながら地下にまっすぐ掘削されている

億年程度までの連続的な歴史を紐解くことが可

かは疑問の残るところで、12kmよりも浅い可能

能である。地層とは単なる泥や砂の重なりだけで

性も指摘されている。いずれにせよ、大陸での地

なく、生物や流体なども閉じ込められているので

表下10km程度というのは、地球の層状構造（外

ある。それらは地球環境変遷の歴史を物語り、生

部から、地殻、マントル、外核、内核と別れてい

命の起源やその進化の歴史、そして人類の誕生へ

る）の地殻のなかのさらに浅部でしかないのであ

と続く地球の壮大なストーリーを刻んでいる宝箱

る。

でもある。「過去に起こっていたことは現在も起

地球の内部があたかもすべて理解されているか

こっている」という斉一説的な見方は、近代地質

のような印象を多くの読者が抱いていると思うが、

学の祖、ジェームズ・ハットンに端を発し、その

実は実際に手にして確かめられているのはたかだ

後「現在は過去を解く鍵」という明言を地質学者

か10kmまで、つまり10/6400でしかないのである。

ライエルが残している。過去を学ぶことは現在を

子供の頃にテレビで見ていたウルトラマンシリー

知ること、そして未来を知ることでもあると言っ

ズでは、時々地下の空間、時にはマグマが流れて

ても過言ではない。

いるようなところで、怪獣と格闘しているシーン

近年のIPCC（気候変動に関する政府間パネル）

があったのを今でも覚えている。当時も現実の世

レポートにもあるように、人為的な環境変化が現

界の話ではないと思いながらも、地球の内部はあ

在起こりつつある。地球がかつて経験したことの

あなっているのかと思っていた。科学特捜隊はド

ないことが起こりつつある。しかし、地球の平均

リルの付いた乗り物に乗って地下空間まで行って

気温だけをみれば、現在よりも10℃以上も高かっ

いたので、将来はぜひ乗ってみたいと思っていた。

た時代もあった。今から6500万年以上も前のこと

現実には地下に怪獣もいなければ、格闘できるよ

だが。奇跡のバランスを保ちながら今日の地球が

うな空間も無いわけであるが、これまでの地下の

出来上がっている。その歴史を学び、賢い未来の

研究から、別世界（アナザーワールド）が存在し

構築のために、地球深部掘削がどのように貢献す

ている事が明らかになって来たのである。それは

るのか、その一端を本小文でご紹介したい。

微生物研究が切り開いた新たな学問の流れである。
土いじりのお好きな読者も多いと思うが、例え

２．地球内部の研究
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ば畑にいるミミズを発見したとして、このミミズ
がどれくらいの深さの地下まで生息しているかと

46億年の歴史を持つと言われている地球は、青

疑問に思った事は無いだろうか？ミミズも呼吸を

い水惑星という特徴を持ち、それ故に生命を約38

しているので、酸素の乏しくなる深さまでは生息

億年間に渡って育んできた、生命の星である。半

できないようで、したがって地下数m程度までが

生息深度であろう。では数m以上深くなると全く
生物の居ない世界になっているのであろうか？答
えは否。Parkes et al.（1994）によれば、海底下
1000m程度の地下にも

３．地球内部の探査を可能にする地
球深部探査船「ちきゅう」とは？

cm3あたりに107-108程度

の細胞数が確認されている。さらに最近の知見で

この新たな科学を切り開く

道具

としての

は、それらの多くは古細菌（アーキア）と分類さ

地球深部探査船「ちきゅう」を紹介したい。「ち

れる生物で、かなり特殊な（我々から見れば）生

きゅう」は全長210m、全幅38m、全高130m（船

態系を保っているらしい。例えば酸素が無い環境

底から）
、総トン数56,752トン、最大搭載人員200

を好み、高温環境下で生息できるらしいのだが、

人の巨大な科学掘削船である（図−１）。世界最

エネルギーに乏しい環境下では細胞分裂も数百年

先端の掘削技術を盛り込んだライザー掘削船であ

から数千年に

回程度という超スローライフであ

る（ 詳 細 は、http://www.jamstec.go.jp/chikyu/

るらしい。しかしながらこの古細菌は大量に存在

を参照のこと）。ライザー掘削とは船底から海底

する事が明らかになりつつあり、地球全体の炭素

までをライザーパイプ（内径約53cm）でつなぎ、

量の推定としては、海底下の生命圏の理解が鍵を

その中を通すドリルパイプから送り込まれた泥水

握っている。まだまだこのアナザーワールドの理

（でいすい）をライザーパイプとドリルパイプの

解は始まったばかりなのである。しかしそこに

隙間を使って循環させ、掘削孔内が崩れ落ちない

我々も含めた生物の共通の祖先がいると予想され

ように安定化させ、掘削屑を泥水とともに船上

ており、それを今でも地下を掘削し、物質を手に

まで待ち上げ（riseすることからライザー掘削と

入れることによって理解する事が可能なのである。

呼ばれている）、そして掘削ビット（切り歯）を

地球上に初めて生命が誕生したのは約38億年前と

冷却しながら、安定的に地下深部まで掘削する技

されている。その生命の始まりは地球で誕生した

術を言う（図−２）。「ちきゅう」ではロボット技

ものなのか、あるいは宇宙から飛来したものなの

術の導入や、大水深／大深度掘削に対応できる仕

か、この疑問に対する答えはまだ見つかっていな

様になっており、安全にこれまで未知であった大

い。まだ地下に眠る我々の共通の祖先を掘り起こ

深度領域に踏み込めるツールを備えている。また

すことによって、大きな手がかりを得られるに違

科学掘削船ということで、掘削試料を即座に船上

いない。もちろん生物だけではなく、地球は

つ

で処理、分析できる研究室を備えており、これま

の惑星であるわけで、
「はやぶさ」が持ち帰った

で一般の研究船には搭載できなかったような大型

岩石片の試料と同様の物
が地球内部に存在してい
るのである。つまり、地
下探索は宇宙探索と言っ
ても過言ではない。
新しい科学はいつも新
しい発見から導かれて
いる。できる限り深く地
球内部を掘り進み、その
物質、生命を明らかにし
て行くことは、まさに科
学の最前線、フロンティ
アなのである。その道具
を手にした我が国は、科
学に対する大きな責任を
負っているとも言える。
図−１：地球深部探査船「ちきゅう」。科学掘削船として建造され、2005年７月に
JAMSTECに引き渡された。国際科学計画として運用されている。
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図−２：ライザー掘削の概念図。ライザー管は船と海底までを繫ぎ、掘削パイプから泥水が
圧入され、掘削パイプとライザー管の間を通って船まで泥水は戻ってくる（循環している）
。
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機器（X線CTスキャナー、磁気遮蔽室など）や、

ばれるものである。これは、位置情報は基本的

高精度分析装置（質量分析計や電子顕微鏡など）

にGPSから受け、船が受けている外力（風、潮流、

なども備えている。
「ちきゅう」はこれまでに

波浪など）は各種センサーによって計測され、そ

下北沖（水深1200 m）、ケニヤ沖（水深2200 m）
、

れを相殺するように船底のスラスター（推進機）

オーストラリア沖（水深500 〜 1440 m）、熊野灘

の方向と出力を制御し、船が一点に停まるように

沖（水深1940 〜 4430 m）、東北沖（水深6900m）

するシステムである。それにより陸上同様に決め

などで掘削を行い、様々な環境での高い掘削能力

られた地点に停まる事ができる。しかしながら上

を確認した。

下動は抑えることができない（船は基本的に浮い

海洋での掘削には、水深や掘削目的によって

ている物なので）ため、掘削パイプ等の上下動を

使用するプラットフォームが異なるが、「ちきゅ

緩衝する装置が取り付けられている。その後ラ

う」のような船型のものは、比較的水深の深いと

イザー掘削の場合はBOP（Blow-Out Preventer：

ころで使われている。掘削の方法自体は陸上掘削

噴出防止装置；後述）を設置するための土台作り

と変わらないのだが、洋上では陸上のように固定

（コンダクターパイプや複数のケーシングパイプ

して掘削機器を使えないため、掘削船を如何に洋

の設置）を行った後、BOPとライザーパイプを

上に「固定」するかが技術的な鍵である。浅海で

その土台に接続する。これで船と海底が接続され

あれば複数の錨を降ろして船を固定する事も可能

たので、泥水循環を開始し、掘削ビットを先端に

であるが、深海では無理である。そのため、ま

付けたドリルパイプを降下して、掘削を開始する。

ず掘削船が掘削地点に到着したら、GPS（全地球

このライザー掘削で、極めて重要な装置が噴出

測位システム）や海底に設置したトランスポン

防止装置（BOP）と呼ばれる物である。BOPは

ダーからの位置情報をもとに定点保持（Dynamic

地下から噴出する可能性のあるガスや流体を遮断

Positioning）を行う。そのための装置が、ダイナ

し、安全に掘削するためには必要不可欠な物であ

ミック・ポジショニング・システム（DPS）と呼

る。「ちきゅう」が備えているBOPの外観は、約

x

x15mで、重量は約380トン

ある（図−３）
。このような巨大
で重い構造物を海底に設置するた
めに、事前に海底の地盤調査を行
う。一般的に深海底はプランクト
ンの死骸や、非常に細かな粘土や
シルトなどが堆積してできており、
含水率も70％を超えるような、い
わゆる

ブヨブヨ

の状態であ

る。しかし、深度とともに圧密さ
れ、堆積物中の間隙率も小さくな
り、どんどん固く締まった堆積物
へと変化していく。そこで重要な
のは海底地盤の強度を深度方向に
調べる事である。そのため高精度

図−３：噴出防止装置（BOP）の外観。ライザー掘削には不可欠な装置。

地形調査（マルチビームによる地
形調査）
、高分解能地震波探査（シングル／マル

ぶされる事になる。それでは深く掘削できないの

チチャンネルストリーマーケーブルによる弾性

で、孔内には海水ではなく、密度を調整した泥水

波探査）
、高分解能海底画像調査（サイドスキャ

を循環させ、地層の圧力に打ち勝つ水頭圧を確保

ンソナーなどによる可視化）に加えて、試料採取

し、孔内環境を安定させるのである。この泥水を

（一般的なピストンコアリング、あるいは浅部掘

循環させる為にライザー管が必要であり、先に紹

削）を行い、実際の試料での物性計測（剪断強度、

介したように、ライザー掘削の名前の所以でもあ

密度、間隙率など）とあわせて、BOPの土台を

る。泥水の圧力でも抑えきれないような地層の場

どの深さまでどのような方法で設置するかを検討

合は、鉄管（ケーシングパイプ）を挿入し、孔内

する。通常、実際の試料で非排水剪断強度測定

を安定させ、さらに掘削を進めていくのである。

を行った場合、海底下60 m程度の深度で約35 kPa

当然ケーシングパイプはどんどん細いものになっ

以上の強度を持つ事がBOP設置の条件として必

ていくので、最終的に掘削ビットよりも細いケー

要である。一般的には直径36インチ（約90 cm）

シングパイプを使うことができないので、そこで

の鉄管を海底下60 m程度まで水圧をかけながら押

掘削は終了となる。したがって大深度掘削のため

し込み（ジェットイン）
、さらにその内側に直径

には、地下環境の推定に基づいた掘削計画（ケー

20インチ（約50 cm）の鉄管を700 m程度掘削した

シングプランなど）が極めて重要である事は、想

穴に設置し、周りの地層との間にセメントを下

像に難くない。

から上に流し込み（正確には圧入する）、BOPの

ではここで海底下の試料（サンプル）を採取す

土台を作る。これらの作業が水深2,000 mにもお

るための方法、海洋掘削について概説する。掘削

よぶような深海で行われており、海底ではROV

は掘削パイプの先に取り付けたドリルビット（切

（Remotely Operated Vehicle）によって監視し

り歯）を掘削パイプごと回転させて海底下の地

ながら作業が行われている。重く不安定なBOP

層を削っていく。掘削が進むにつれ掘削パイプ

を支える土台作りは、大深度掘削の第一歩であり、

を継ぎ足し（ねじ込み式）
、深く深く掘削してい

またその後の掘削の成否を左右する重要な作業で

く。掘削した穴には地層の削りカスなども溜まる

ある。海底地盤強度の確認作業が、ライザー掘削

ため、海水や特別に泥を調合した泥水を掘削パイ

の基礎を支えている。

プから送り込み、掘削した穴から掃き出すことも

土台ができた後は、どんどん掘削を進めていく

行う。ドリルビットの真ん中には穴が開いていて、

わけであるが、ずっと同じようには掘削できな

ドリルビットが回転しながら掘り進むと中心の部

い。なぜならば、地下深くなればなるほど地層の

分が掘り残され、それを回収している。その試料

圧力は大きくなり、掘削した孔はすぐさま押しつ

の事を「コア」と呼んでいる。また掘削をして試
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料を得るだけでなく、掘削した孔（あな）では検

ている。世界中の海溝型巨大地震の発生場を詳し

層と呼ばれる各種物理センサーや化学センサーな

く検討した結果、南海トラフが唯一過去千年以上

どの付いた機器を掘削孔の中に入れ、連続的に孔

に渡って地震発生の記録が残されている事と、そ

内の壁面での観測（密度、間隙率、弾性波伝搬速

の地震を起こしている場所が、科学掘削によって

度、電気抵抗、間隙水採取などが可能）を行う事

届く範囲にある事が掘削場所として選定された理

が可能である。さらに掘削孔には、長期的に地殻

由である。2013年現在、「ちきゅう」は南海トラ

変動等をモニタリングする観測装置を設置し、海

フで計画された一番深い掘削孔で現在も掘削を続

底ケーブルに接続することにより、海底下の地殻

けているが、これまでの浅部掘削でもいくつかの

変動を陸上でリアルタイムにモニターする事も試

特筆すべき成果が出ている。それらを以下に簡単

みられている。

に紹介する。

このように地球深部探査船「ちきゅう」は、商

南海トラフ軸付近の掘削では、これまでの常

業的な掘削に使われている技術を科学掘削に応用

識を打ち破り、海溝軸付近でも高速の断層運動

し、さらに大水深、大深度の掘削ができるように

が起こっている事を掘削試料から明らかにした

技術開発を続けていると同時に、試料の採取、連

（Sakaguchi et al. (a), 2011）。 ま た 地 震 発 生 帯

続検層データの観測、そして長期孔内計測など科

から分岐して海底まで延びる断層の活動年代を

学に特化したオペレーションが行われている。

明らかにする事に成功し、1944年の東南海地震
がこの分岐断層を動かしていた事も突き止めた

４．地震発生帯掘削を例として

（Sakaguchi et al. (b), 2011）。これは分岐断層が
地震動だけでなく、津波の発生源としても極め

南海トラフ沿いには、繰り返し海溝型巨大地震

て重要であることを意味している（Moore et al.,

が発生している。南海トラフとは，駿河湾から宮

2007）。この様な成果が論文としてまとまり、そ

崎県沖の九州〜パラオ海嶺まで続く地形的な凹地

れを記者発表しようと準備しているときに、東北

であり、フィリピン海プレートとユーラシアプ

地方太平洋沖地震が2011年

レートの沈み込み境界である（図−４）
。総延長

である。海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、地

約770 km、水深は4000 m級の海溝である。これ

震後すぐさまなぜこのような大きな地震、津波が

までの研究から100数十年前後の繰り返し間隔で

起こったのか、その原因を調べるべく海域での調

巨大地震が繰り返されており、一番最近では東南

査を開始した。すると驚くべき事に、日本海溝の

海地震（1944年）、南海地震（1946年）が発生し

海溝軸付近で、陸側のプレートが50 mも水平にず

図−４：南海トラフ地震発生帯の概念図。2013年現在、最深部掘削（C0002サイト）を実施中。
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月11日に発生したの

れている事を見い出したのである（Fujiwara et

解析結果を合わせることで、非常に狭い（薄い）

al., 2011）
。このときの私の直感としては、南海ト

範囲（厚さ

ラフの掘削でわかったこと、記者発表を用意して

断応力（断層を滑らせる力）のもと、海溝軸付近

いた事実が、日本海溝で起こったと思ったのであ

まで大きな滑りが伝播したことを明らかにした

る。海溝軸付近でもプレート境界断層は地震性の

（Chester et al., 2013. Ujiie et al., 2013. Fulton et

滑りをおこし、大津波を発生させる能力を持って

al., 2013）。

いるという事であった。

m以下）の断層部で、非常に低い剪

南 海 ト ラ フ で の 掘 削 孔 に は 既 に 地 震 計、 歪

そこで大急ぎで東北地方太平洋沖地震の震源断

み 計 が 設 置 さ れ、 海 底 ケ ー ブ ル ネ ッ ト ワ ー ク

層、特に海溝軸近傍の断層を掘る事が計画された

（DONET：地震・津波観測監視システム）に接

のである。
（図−５）なぜ、これまで地震性滑り

続され、運用が開始されている。地震発生帯に近

を起こさない領域である海溝軸付近にまで断層運

い場所での精密な観測がリアルタイムにその情報

動としての破壊（滑り）が伝播したのか？採取さ

を陸上に届けているのである。次の巨大地震の準

れた地質試料から実際に巨大地震を引き起こした

備過程を監視し、少しでも生命、財産などを守る

プレート境界断層を構成している岩石の種類と物

為の努力がなされている。一足飛びに地震予知と

性を明らかにするとともに、断層面及び近傍の残

まで行かないまでも、地震国における未来の社会

留摩擦熱の温度変化を長期（ ヶ月間）にわたり

の構築モデルが見えて来ているのではないだろう

直接計測した。残留摩擦熱は、プレート境界断層

か。過去に起こった地震の記録を掘り起こし、そ

の滑りにより発生するもので、この熱が計測でき

の繰り返し周期や、メカニズムを解析し、現在進

れば、そこから地震発生時にどのような滑りが発

行中の現象を理解する為のモデル化やシミュレー

生したのかを解明することができるが、この熱は、

ション、そして未来予測へと研究は継ぎ目無く進

地震発生後およそ

年ほどで周囲の地層中に拡散

化していく。その根底を支えている物質科学的な

し、計測が困難となるため，緊急を擁したのであ

アプローチとして、科学掘削の重要性が見えて来

る。科学掘削で得られた掘削試料、掘削と同時に

ているのではないだろうか。

実施した掘削孔内の検層によるデータの解析結果、
プレート境界断層物質を用いた地震性滑りの再現
実験、断層運動による残留摩擦熱の計測データの

５．これから「ちきゅう」が挑戦する事

図−５：東北沖地震発生帯の概念図。「ちきゅう」は海溝軸付近の水深約6,900mから850mの深度まで掘削した。
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地球深部探査船「ちきゅう」は、その建造の動

問であり、暮らしの知恵となることを願っていま

機が科学掘削である。そのターゲットは、これ

す。単なる未来予想科学ではなく、現在をどうデ

まで掘削できなかったような深さに存在するマ

ザインしていくかが重要で、それは現在を生きて

ントル掘削や、巨大地震発生帯掘削である。そ

いる我々の責務です。科学者として正しい情報の

の他にもIODPでの初期科学目標（Initial Science

発信、説明、理解の促進も必要です。

Plan; http://www.iodp.org/isp/） や、 新 科 学 目

本小文の読者の方々は、少なからず「海」に関

標（http://www.iodp.org/program-documents）

係した仕事をされている方が多いと想像しますが、

に示されているように、地下生命圏の解明や、グ

その「海」関係者は現在大きな期待を寄せられて

ローバル気候変動あるいは急激な気候変動の解明、

いる事がご理解いただけたのではないと思います。

ガスハイドレートのような資源に関する掘削も達

「海」を知っているエキスパートには、それなり

成すべき目標として掲げられている。
「ちきゅう」

の社会的な責任もあるということです。ぜひこれ

は、IODPの初期科学目標のうち、特にマントル

まで学んだ事や経験した事を役立てて、明るい未

掘削、巨大地震発生帯掘削、地下生命圏掘削など

来を築き上げていく事、それを日本から発信して

を重要ミッションとしている。大深度掘削はもち

いこうではありませんか。

ろんのこと、効率的、効果的な「ちきゅう」の利
用は、運用者としての我々の懸案事項でもある。
旬な科学テーマや、長期的な展望をもったテーマ
の選択と集中は、必然的に求められることでもあ
る。
地球内部の理解はまだまだその途に就いたばか
りである。地球の歴史、宇宙の歴史が我々の探究
を待っているのである。それは決して我々から逃
げる事無く、待っているのである。はやく我々の
手を差し伸べ、真摯に過去の地球から学び、安
全・安心でかつ明るい希望に満ちた未来を探究し
たい。それが地球を掘るという事であり、
「ちきゅ
う」はその科学の先端を担っているのである。

６．おわりに
地球の過去を学ぶことによって、未来を予測す
ることはある意味難しいことではありません。む
しろ難しいのは、未来につながる現在をどう生き
るかです。なぜなら、今が未来を創るからです。
地下を掘ることで過去を知り、今の人類の立ち位
置を見極め、未来を創る。科学掘削は、そんな学
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