
2014 年度の調査活動概要 
 
2014 年度、明治大学ガスハイドレート研究所および連携する大学・研究所等の

研究者チーム（表層ガスハイドレート研究コンソーシアム）は、延べ 125 日間

に６つの調査航海を実施した（図１）。６つの調査航海のうち、７K14、GR14, 
HR14, NT14 は、経済産業省のメタンハイドレート開発促進事業の一環として

行われたものである。 
 
１ 広域地形地質調査 （7K14 航海） 
2013 年度から継続している資源量評価作業の中で最も基本的なものである。4
月 15 日に境港を出港、6 月 15 日に八戸に入港し、この間の２ヶ月間で、表層

ハイドレート分布可能海域でガスチムニー構造の探索を行った。ガスチムニー

構造とは海底付近から深部へ向かって鉛直に発達する音響的透明帯（ブランキ

ング・ゾーン）で、この内部にメタンハイドレートが集積することが分かって

いる。ガスチムニー構造は海底に凸地形（マウンド）を作り、マウンド上には

メタンハイドレートが露出し、メタン酸化に由来する炭酸塩コンクリーション

が発達することがある。このため、ガスチムニーの探索と発見が表層型メタン

ハイドレート探査の鍵である。 
調査方法：（１）第七開洋丸の船底に設置されたマルチビーム測深器を用いて調

査対象海域の詳細海底地形を調査し、ハイドレートに関係するマウンドやポッ

クマークと推定される特異地形を抽出する。バックスキャッター（後方散乱）

イメージからハイドレートや炭酸塩が露出する“堅い”海底の強反射海域を抽

出する。これら２つの特異イメージから、ガスチムニー分布可能性の高い場所

を抽出する。（２）抽出された場所の直上を通る測線を設定してサブボトムプロ

ファイラー調査を行い、海底下に垂直に発達するガスチムニー構造を探索する

（図２）。2013 年には上越沖と隠岐トラフの一部、合計 11,000 平方キロメート

ルを調査し、225 カ所でガスチムニーを確認。今年度は隠岐西方の対馬海盆、

隠岐トラフ、上越沖、最上トラフ、日高沖で約 20,000 平方キロメートルの調査

を終了し、データ整理と解析を実施中である(図３)。 
 
２ 浅層掘削同時検層(LWD) (GR14 航海) 
6 月 20 日から 7 月 17 日までの 28 日間、上越沖と最上トラフで実施。 



調査方法：多目的調査船 Greatship Ragini 号(3306 トン) （図４）上に設置さ

れた Gepquip Marine 社の掘削吊り上げ能力 120 トンの掘削リグを用いて、海

底からの深度 150 メートル付近まで掘削。掘削調査点は、広域地形地質調査と

AUV を用いた詳細地形地質調査の結果に基づいて選定した。シュランベルジャ

ー社の LWD ツール GeoVISION, SonicVISION, ProVISION を用い、海底から

120 メートル付近までのガンマ線強度、P 波速度、比抵抗、 NMR（核磁気共鳴）

などのパラメータを測定し、堆積物物性の深度プロファイル、メタンハイドレ

ート量を評価した。掘削調査は、上越沖５カ所、最上トラフ６カ所の計 11 カ所

である。 
比抵抗値 R は殆どの層準で 10~1000 ohm.m を示した。ガスチムニー内では比

抵抗値 R が特に高く(R>100 ohm.m) 、ガンマ線 GR が極めて小さい (GR<20 
gAPI)層準が頻繁に確認された （図４）。このような深度ではメタンハイドレ

ートが高い濃度で密集あるいは純粋のメタンハイドレート層として存在してい

る可能性がある。現在、他のパラメータとも合わせデータの解析中である。 
 
３ 浅層掘削地質試料採取（コアリング調査） (HR14 航海) 
6 月 21 日下関出港—7 月 10 日下関入港の 3 週間、JOGMEC(石油天然ガス・金

属鉱物資源機構)の研究調査船「白嶺」(6283 トン)を用いて上越沖と最上トラフ

で掘削コアリング調査を行い、ガスチムニーを BSR 深度(110-120 メートル)ま
で掘削し堆積物とメタンハイドレートのコアを多数回収した。 
調査方法： コアリング地点は、本調査に先行する広域調査、AUV 詳細地形地

質調査（産総研が実施）、LWD 掘削で得られたデータに基づいて決定し、上越

沖では海鷹海脚上のハイドレートマウンドと上越海丘上のハイドレートマウン

ド、最上沖では、ハイドレート・マウンドとマウンドに近接する参照点（リフ

ァレンスサイト）とした。掘削作業は、「白嶺」に搭載された R140 リグを用い、

ロータリーコアリング、圧入コアリングを併用して行なった。 
ハイドレートマウンドではガスチムニー内をメタンハイドレート分布下限であ

る BSR 深度（110-120 メートル）まで掘削し、下限までのほぼ全層準からメタ

ンハイドレートを回収した（図５）。メタンハイドレートは、サイズ（厚さ）が

数 10 センチメートル以上で堆積面に平行に発達する層状・塊状集積体から、厚

さ数センチメートル程度の板状集積体、直径１センチメートル未満の球状・不

定形の粒状、厚さ数ミリメートルで堆積面に斜交するハイドレート脈まで様々



である。層状・塊状ハイドレートは、LWD 検層で著しく低いガンマ線強度、異

常に高い比抵抗を示す深度に対応することが多く、比較的浅い層準に集中して

いる。ハイドレート脈は数10メートルよりは深いところに出現する傾向がある。 
回収されたメタンハイドレートはいずれもメタンが卓越する構造 I 型であるが、

メタンの炭素同位体は場所による変動がみとめられた。ガスチムニー内のハイ

ドレート量については、現在、目視観測と間隙水の化学組成、同位体組成等か

ら検証中である。 
 
４ ピストンコアリング調査 (UT14) 
7 月 22 日博多港出港〜28 日金沢無量寺岸壁入港、隠岐トラフの南西端および中

部（若狭海盆）におけるピストンコアリングを目的とした、海鷹丸(東京海洋大

学)による１週間の航海である。当初は東京大学、現在は明治大学ガスハイドレ

ート研究所を中心とした学術調査チームは 2004 年に上越沖で初めてガスハイ

ドレートを回収して以来、ほぼ毎年海鷹丸によるピストンコアリング航海を続

けており、UT 航海はいわば、日本海メタンハイドレート調査のルーツとも言う

べき学術調査である。今年は、東京海洋大学、東京家政学院大学、千葉大学、

東京大学、信州大学、秋田大学、神奈川県立博物館などに加え、地元鳥取大学

および鳥取県水産試験場の教員、研究者の参加も得て、充実した体制で調査を

行なえた。 
調査方法とツール：ピストンコアラはパイプ長８m、錘 800kg、メインワイヤ

ー長 11m で投入する（図６）。錘まで貫入してしまう程堆積物は軟らかく、回

収中のフローインが多かったが、海底反射が強く明瞭なマウンド地形を示す場

所からは塊状のハイドレートを回収することができた（図６）。調査期間中には、

地中温度計を用いた熱流量測定、隠岐トラフ域における表層および中層海流の

流向、流速の測定、海洋から大気へのメタンフラックスの測定なども行なった。

鳥取大学、県水産試験場とは今後も連携して隠岐トラフ域の共同調査を続けた

い。 
 
5 海底土質調査 (3K14) 
本調査も学術共同研究の一部として実施されたものである。第三開洋丸（図７）

を使った、8 月 17 日から 27 日までの 11 日間航海である。 
調査方法：UT14 で用いたとおなじピストンコアラによる採泥とともに、CTD-



ニスキン採水装置による海底から表層までの 12〜24 層準での海水採取、mTPT 
（多目的三本足ツール）（図７）による表層堆積物（< 3m）の含水量、Vp 速度

の測定を行なった。 
結果は現在解析中であるが、mTPT により、海底直下堆積物の Vp が 1.4km/sec
と異常に遅いことが観測された。このように、海水よりも遅い速度を実測した

のは初めてのことである。これは、表層堆積物中にフリーガス(気泡)が含まれて

いることを示唆する。 
 
6 ROV 海底環境調査 (NT14) 
2014 年度最後の調査は JAMSTEC（海洋研究開発機構）の研究船「なつしま」

および無人探査器「ハイパードルフィン」による海底の環境調査である。「なつ

しま」は 10 月 4 日に横須賀新港を出港、Leg1 (7 日〜16 日)は上越沖で 10 潜航、

17 日に新潟西港に寄港、その後 Leg2（18 日〜23 日）に最上沖で 8 潜航の調査

を行なった。 
調査方法：2013 年 9 月に、上越沖ハイドレートマウンドのメタン湧出点付近に

長期(1 年間)モニタリング装置を設置し、カメラと音響ロガーにより海底環境を

記録するとともに、水温、水圧、水質の変化を記録、Osmo Sampler により深

層水を 1 年間、連続的に採取した。潜航調査では昨年設置した装置の回収、デ

ータ読み出し、一部改良・改修し、再度投入・設置することを最優先で行なっ

た。その後、今年度 AUV 詳細調査や掘削調査を行なったハイドレートマウンド、

ガスチムニー分布域の海底観測調査を行なった （図８）。 
掘削点への潜航では、掘削した孔がきれいに残っていることを確認した。ハイ

ドレートマウンド上の崩壊痕の壁では、塊状のメタンハイドレートが 3 メート

ル以上の高さで露出しているのが確認された （図８）。 
 
       （松本 良） 
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掘削リグを搭載したGreatship Ragini.
後ろは上越市の米山 993メートル GR14航海で得られたLWD記録の一例

左がガンマ線 右が比抵抗

図４ GR１４航海

ガンマ線強度 比抵抗値

〜100 gAPI 〜2000 ohm.m



図５ HR14航海

白嶺が回収したメタンハイドレートコア（後ろ）
と燃える日本海表層メタンハイドレート試料

研究調査船「白嶺」（JOGMEC)



図６ UT14

UT14 海鷹丸航海乗船研究者

隠岐トラフ中部海域から回収された
ガスハイドレート結晶。



図７ 3K14 第３開洋丸

mTPT観測装置



図８ NT14

ROVによるモニタリング装置の回収と設置

ハイドレートマウンドの崩壊痕の壁に露出する層状メタンハイドレート（厚さ40-50cm)
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