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研究成果の概要（和文）：本領域の「海溝型巨大地震の新しい描像」を、超深度の掘削を含んだ統合的手法によって得
るという目的は、海溝近傍でのプレート境界断層の高速すべりによる地震津波発生性破壊の存在や高速ではすべての断
層は弱化するという断層すべり特性の新しい特徴、それへの水の関与など多くの科学的成果によって達成された。これ
らは従来の地震学、地球物理学的観測に地質学、地形学、地球化学、岩石力学などの手法を加え、統合することによっ
て得られた。この手法の総合も大きな成果である。超深度の掘削によって、地震発生深度を直接観測するという前人未
到の新しい技術の導入が科学的成果へつながった。大きな技術的成果である。

研究成果の概要（英文）：The objective of this project to gain
new perspective of great subduction zone
earthquakes by the super‑deep drilling has been accomplished through the following results of
investigation; high velocity slip is possible along the plate boundary even near the trench, all the
fault forming materials are weaken under the high velocity slip, and the fluid is quite key material to
understand the fault mechanisms and earthquake mechanisms. These new perspectives were obtained from an
integrated research of traditional seismology, geophysics with geology, geomorphology, geochemistry, rock
and soil mechanics and others. Such an integlation is also an important aspect of this project. New
technology of super‑deep drilling for science also contributed a lot to develop the new perspective of
the earthquake in subduction zone.

研究分野： テクトニクス、構造地質学
キーワード： 固体地球物理学
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１． 研究開始当初の背景
海溝付近の沈み込みプレート境界で起こる
巨大地震と津波は、歴史上数々の甚大な災害
をもたらしてきた。日本の南西沖に横たわる
南海トラフでも、巨大地震の繰り返しが記録
されている。すなわち、1944年東南海地震な
ど、マグニチュード8クラスの巨大地震が100
年〜200年周期で発生しており、また来る30
年以内の地震発生確率50〜70％、今世紀中の
地震発生確率はほぼ100％と予想されており、
警戒が強められている。近年、このような遠
地物理観測主体の手法に、巨大地震断層直接
掘削・観測物質科学を融合させた全く新しい
地震研究が日本を中心に展開されつつある。
世界最初の掘削研究は、1995年兵庫県南部地
震を起こした野島断層で行われた。また第二
例は1999年台湾において集々地震を起こした
車籠埔断層である。これらの研究により、地
震発生後の断層の強度回復過程、断層発熱冷
却過程、多様なすべり弱化メカニズムの解明
など、大きな成果が得られた。
しかし、これらはいずれも地震発生域より
浅く、地震発生後の掘削であることから、地
震前にどのような過程が進行したかは未解明
のままである。
これに対し、地震発生域の深度まで掘削を
実施中なのが、北米西岸の横ずれプレート境
界であるサンアンドレアス断層である。2005
年7月に深度約3,000mのところで地震断層を
貫通し、2007年9月には断層試料の回収に成功
している。現在、この掘削孔での連続観測が
開始されようとしている。
一方、沈み込みプレート境界の海溝型巨大地
震発生帯に達する超深度への掘削実施例はこ
れまでになく、2003 年に発足したIODP（22
カ国参加）においても最大の科学的課題とさ
れた。そして、「ちきゅう」による南海トラ
フ地震発生帯掘削計画がIODP により承認さ
れ、2007 年から開始された。南海トラフ地震
発生帯掘削計画では、2012 年までに地震発生
帯の巨大分岐断層とプレート境界断層の超深
度掘削（海底下約6km）が行われる予定である。
このような超深度掘削によって地震準備・発
生過程を総合的に解明しようとする本領域研
究は、海溝型巨大地震準備・発生過程研究の
最先端に位置づけられる。
２． 研究の目的
研究領域の目的は、海溝型巨大地震が繰り
返され、今後も起こると想定される南海トラ
フにおいて、前人未到の沈み込みプレート境
界の巨大地震断層を直接掘削し、試料採取・
分析を行い、更に掘削孔内で計測・観測を行
うことによって、海溝型巨大地震準備・発生
過程の解明に迫ることである。
３． 研究の方法
本領域では、「海溝型巨大地震の新しい描
像」を得るという目的達成のために、方法に
準拠し3つの研究項目を設けた。それぞれの研

究項目は相補的な2つの計画研究から構成さ
れる。総括班がそれらを総括し、目的達成を
促すこととした。
研究項目A：南海トラフ地震発生帯の大局構造
の把握と海底面変動の理解
計画研究A01:巨大地震断層の3次元高精度構
造と物性の解明、計画研究A02:高精度変動地
形・地質調査による巨大地震断層の活動履歴
の解明
研究項目B：断層の物質と力学的・水理学的性
質の理解
計画研究B01:巨大地震断層の力学的・水理学
的特性の解明、計画研究B02:巨大地震断層の
物質科学的研究によるすべりメカニズムの解
明
研究項目C：地震準備発生過程のモデル構築と
検証
計画研究C01:孔内実験・計測による地震準備
過程の状態・物性の現場把握、計画研究C02:
海溝型巨大地震の地震準備・発生モデル構築
４． 研究成果
本領域では以下の主要な成果を得た。
（１）南海トラフのみならず、2011 年東北地
方太平洋沖地震の津波発生断層(日本海溝付
近のプレート境界断層)の回収に成功した。プ
レート境界断層のごく浅部において、高速(地
震性)滑りの痕跡が発見された。断層は粘土鉱
物から構成され、本質的に摩擦抵抗が極めて
小さいことが実験的にも検証された。更に高
速滑りにより間隙水が熱圧化し有効摩擦がほ
とんどなくなり、海溝域まで滑り抜け津波を
発生するに至ったことが判明した。
（２）地球上のどの海溝においても超巨大地
震・津波が発生する可能性があることが明ら
かとなり、日本列島全域、および世界中で最
大マグニチュードの見直しが必要、という認
識に対する科学的根拠を与えた。
（３）南海トラフプレート境界断層の上盤孔
内観測により、水平最大応力場の方向がプレ
ートの相対運動方向と平行であり、かつその
一部は鉛直応力を上回るなど、巨大地震の歪
エネルギーが蓄積されていることが判明した。
断層近傍では逆断層型の応力場になると予想
される。
（４）下盤プレートの観察・観測、実験、理
論を統合した研究により、プレート境界にお
けるゆっくりすべりと巨大地震との関連への
理解が飛躍的に進んだ。今後の連続観測が一
層期待される。
（５）断層帯は、破断によって極めて複雑な
変形をしていることが物理探査からも予想さ
れるが、陸上化石地震断層の分析から、そこ
でダイナミックな岩石−流体反応が起こり、
滑りメカニズムを支配していることが明らか
となった。間隙水圧の変化や間隙水の化学的
変化の連続観測などが一層期待される。
総括班では、これらの研究成果を推進するた
めに領域内外の研究交流を活発化させための

活動を実施した。領域全体の研究集会を毎年
度末に,また独自の国際集会を2 回実施した。
内外の学会で領域名と同じ研究集会を主催も
しくは共催した。たとえば5 年間にわたり連
続的に実施した日本地球惑星科学連合大会で
のセッション（うち2 回は国際セッションと
して実施）は、大会での最大規模のものとな
った。また、アメリカ地球物理学連合（AGU）
大会、アジアオセアニア地球科学会（AOGS）
などのセッションも積極的に開催、研究成果
の普及交流に務めた。
研究成果の一部は総括班が主導して海外から
共同ゲスト編集者を招き、を国際雑誌
Tectonophysics（21 編）及びEarth, Planets
and Space（33 編）に領域名を冠した特集を
組み成果の普及を促した。
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また、ニュースレターを毎年発行、研究成
果の普及に努めた。ホームページの充実とア
ウトリーチ活動も積極的に展開、日本地球惑
星科学連合大会でのブース展示、各地への出
前講演などを多く実施した。
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