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Abstract
To better understand seismic fault rupturing mechanisms, recent research results from sci-

entific ocean drilling projects in seismogenic subduction zones such as Japan Trench and Nankai 
Trough carried out under the International Ocean Discovery Program （IODP） are reviewed and 
summarized.  Stress states in the vicinity of faults and in wall rocks penetrated by drillings are 
determined or constrained using borehole wall resistivity images and drill core samples.  The 
stress measurement methods are summarized and the stress results are interpreted.  Fluid 
transportation properties and thermal properties within and around the faults are determined 
from retrieved core samples.  The results are both useful and necessary for examining fault rup-
turing lubrication mechanisms, e.g., coseismic thermal pressurization.  Dynamic frictional be-
havior of fault gouges is elucidated through rotary frictional experiments over a wide range from 
intermediate to high velocities covering  the real coseismic fault slip velocity at around 1 m/s; the 
results indicate that frictional coefficients of plate boundary fault gouges in subduction zones are 
very low.  In addition, high-temperature history examined with vitrinite reflectance measure-
ments and minor element movements from isotopic analyses using the fault core samples give 
important evidence of the frictional heat of faults.  Such historic high-temperature signals also 
enable inversion estimations to reveal past fault-rupturing parameters.  It is hoped this review 
paper will be valuable and helpful for planning and implementing future scientific fault drilling 
programs.

Key words： seismogenic fault, stress state, permeability, frictional coefficient, temperature, 
thermal property
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I．は じ め に

日本列島の下に太平洋プレートとフィリピン海
プレートが沈み込むことによって，東北地方太平
洋沖地震（以下，東北地震と略する）や東南海地
震・南海地震のような海溝型巨大地震は繰り返し
発生している。これらの地震の震源断層であるプ
レート境界は海底下にあるため，近年，国際深海
科学掘削計画（International Ocean Discovery 
Program，略称 IODP）により，東北日本と西南
日本の沈み込み帯である日本海溝と南海トラフ
での深海科学掘削プロジェクトが行われてきた。 
2011年 3月 11日に発生した東北地震では，M
（マグニチュード）9という地震の規模もさるこ
とながら，とくに巨大津波によって甚大な被害が
発生した。その津波発生の直接の原因に関する共
通認識は，プレート境界断層が海溝軸付近では
50 m以上もすべった（例えば, Fujiwara et al., 
2011）結果，海底が大きく隆起して大量の海水
を一気に押し上げたというものである。なぜ東北
地震の震源断層がそれほど大きくすべったかを解
明するために，IODP第 343次研究航海「東北
地方太平洋沖地震調査掘削（Japan Trench Fast 
Drilling Project，略称 JFAST）」は宮城県牡鹿
半島東方沖で地球深部探査船「ちきゅう」により
プレート境界断層の掘削を行った（Mori et al., 
2012; Chester et al., 2012）。
西南日本沖合にある南海トラフではM 8クラス 
以上の大地震がこれまで 100⊖200年の間隔で繰
り返して発生してきた。次の南海トラフを震源と
する大地震は，今世紀中に発生する可能性が高く， 
場合によって 2011年の東北地震よりも大きな被
害をだすと懸念されている。南海トラフの地震発
生帯の状態を解明して，プレート境界型の巨大地
震発生のメカニズムに対する理解を飛躍的に向上
させるために，IODPによる南海トラフ地震発生
帯掘削計画（Nankai Trough Seismogenic Zone 
Experiments，略称 NanTroSEIZE）は 2007年
から実施され，現在まで断続的に行われている。
これまでに，NanTroSEIZEは紀伊半島沖にお
いて，すでに 10数本の掘削を行ってきている

（Kinoshita et al., 2014; Tobin et al., 2014）。今
後は，これまで海底下深度約 3 kmまで掘り進ん
だサイト C0002において，海底下深度 5 kmよ
りも深い巨大分岐断層を掘り抜くことを目指して
いる。
日本海溝では 2011年の東北地震のみならず過
去の歴史地震の知見も得る必要があると考えられ，
JFASTで掘削した 1点に限らず，より広範囲に
わたって地震断層の物質・流体・応力に関する知
見を得たい。したがって，今後の新しい深海地震
断層掘削として，Tracking Tsunamigenic Slips 
in the Japan Trench（略称 JTRACK）は JFAST
の後継 IODP掘削プロジェクトとして提案され，
近い将来実現される可能性が高い。また，日本海
溝の海側の太平洋プレート内に正断層タイプのア
ウターライズ地震も多発しており，そのような地
震断層も研究対象の 1つとしている「アウター
ライズ海洋掘削」の科学提案がなされている。
これまでに巨大地震発生の場である沈み込み帯
の地震発生帯掘削をはじめ，陸上における地震断
層の掘削や地表調査などにおいて，地震断層およ
びその周囲の応力状態，各種物理と化学的性質，
実際の地震時の断層すべり速度領域における断層
物質のすべり摩擦挙動，断層すべりの痕跡からそ
の挙動の解明に関する研究は大きく進展してき
た。詳細は後述するが，その一例として JFAST
ではそれぞれ独立に測定された断層と周囲の応力
状態・物性・すべりパラメーターは，東北地震時
に 50 mにも及ぶ断層の巨大なすべり挙動の包括
的な解明に大きく寄与した。本稿では，科学掘削
による地震断層の応力状態・物性・すべりパラ 
メーターの評価に関するこれまでの取り組みと成
果をとりまとめ，今後の地震断層掘削等の研究立
案およびその実施の参考として役立つことを期待
したい。

II．地震断層周囲の応力状態

一般的に，断層面上にせん断応力と垂直応力が
作用している。せん断応力は断層をすべらせよう
とする原動力であり，有効垂直応力（垂直応力と
間隙水圧の差）と摩擦係数の積は断層の摩擦抵抗
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となる。間震期（Interseismic，すなわち非地震
時または地震の準備期間）に，このせん断の力と
摩擦抵抗の力（応力と面積の積）は力学的な平
衡状態にある。また，地震時（Coseismic）には
断層面上のせん断応力と断層周囲地層中の応力が
断層のすべりとともに急激に降下するが，間震期
にはその応力が徐々に蓄積する。このように断層
面上の応力は，間隙水圧，摩擦係数とともに断層
のすべり挙動を大きく左右するパラメーターであ
る。したがって，断層とその周囲の応力状態の空
間分布と時間変化を知ることは，地震断層の挙動
を解明するために重要である。

1） 検層データおよび掘削コアによる応力の測
定方法

地下深部の現在応力状態は，基本的に遠隔測定
ができないため，その深度まで掘削してアクセス
する必要がある。現在応力の測定は，リークオフ
テスト（Leak-off test）や水圧破砕法のような孔
内実験による方法（例えば, Lin et al., 2008; Ito 
et al., 2013）と，検層データの解析および掘削コ
ア試料の測定による方法がある。上記の孔内実験
は，人為的に掘削孔の一部区間または全部を密封
して，水圧を加えることにより孔壁に引張き裂を
生成させて，最小水平主応力値や主応力の方向を
測定するものである。これらの測定は，掘削オペ
レーションを止める必要があるため，通常の海洋
科学掘削では実施例が稀である。本稿では，検層
データ解析とコア試料による応力測定の方法を以
下に概説する。
掘削する場合，掘削孔壁の周りに応力の集中が
発生する。この応力集中で大きくなった圧縮応力
の大きさが孔壁岩石の強度を越した場合，ボア
ホールブレークアウト（Borehole Breakout）も
しくはブレークアウトと呼ばれる局所的な圧縮破
壊と崩落が発生する。また，孔壁の周りに生じた
引張応力が岩石の引張強度を越した場合，引張性
のき裂である Drilling Induced Tensile Fracture 
（DITF）が発生する。検層のキャリパーデータ
（孔径）や孔壁のイメージ（例えば，図 1）を用
いて，ブレークアウトや DITFを解析することに
より，原位置応力を得ることが可能である（例え

ば, Zoback, 2007; Chang et al., 2010）。
近年，コア試料を用いた原位置応力の測定方
法として，非弾性ひずみ回復（Anelastic Strain  
Recovery，略称 ASR）法による応力測定が，沈
み込み帯等の国際深海科学掘削計画において実施
されるようになった（例えば, Byrne et al., 2009;  
Yamamoto et al., 2013）。岩石コア試料は掘削に
より原位置応力から解放されると，瞬時に回復す
る弾性ひずみと，数日～数週間の時間をかけて
ゆっくり回復する非弾性ひずみが発生する。コア
の回収後に，弾性ひずみの回復はすでに終了して
おり，その回復のプロセスは測定不可能であるが，
非弾性ひずみ回復の一部は測定可能である。この
非弾性ひずみ回復を測定して，原位置応力を得る
のが ASR法による応力測定である。

ASR法は当初，コア試料の軸方向を 1つの
主応力の方向と仮定して，軸に直交する平面内
で測定を行う二次元的な手法として，提案され
た（Voight, 1968; Teufel, 1983）。その後，松木
（1992）とMatsuki and Takeuchi （1993）は，
6方向の非弾性ひずみ回復を測定して，三次元の
非弾性ひずみのテンソルを決定することにより，
完全な応力テンソルを得る三次元手法として理論
的に拡張した。それ以来，主要な ASR法の応力
測定研究はこの手法によって行われた（例えば, 
Lin et al., 2006, 2007; Cui et al., 2014; Nagano 
et al., 2015）。ASR法は，岩石コア試料の応力解
放後の小さな非弾性ひずみ回復を測定して応力を
評価するので，精度よくそのひずみを測定するこ
とが重要である。一般的に，非弾性ひずみ回復の
量は弾性ひずみ回復の量より遥かに小さい。した
がって，ASR法は応力レベルの高い大深度の場
合や，非弾性ひずみコンプライアンス（単位応力
あたりの非弾性ひずみ回復量）が大きい岩種に適
用しやすい。深海科学掘削では，ひずみゲージと
いう測定センサーをコア表面に貼り付けられるほ
どの固結した堆積物であれば測定が可能である
以外，海洋地殻の玄武岩も成功例がある（Yama-
moto et al., 2013）。
コア試料の非弾性ひずみ回復は，掘削に伴う応
力解放の瞬間からはじまるため，その測定はコア
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回収後になるべく早くはじめなければならない。
したがって，ASR法は掘削船上で採取直後のコ
ア試料にひずみゲージを貼付して，応力解放後
の非弾性ひずみ回復（基本的に自由膨張）を 1⊖2
週間連続測定する（図 2）。測定するコア試料は，
均質等方線形粘弾性体としてとり扱うため，試料
をサンプリングする際は，なるべくき裂等を含ま
ない均質なコアを選ぶ。

2）JFAST断層掘削サイトの応力状態
東北地震の震源断層を掘り抜く掘削プロジェク
ト JFAST（図 3）において，孔壁のブレークア

ウト（図 1）の解析から震源断層近傍の掘削時
（地震発生後）の応力状態を測定した（Lin et al., 
2013）。その結果，水平最大主応力方向は，太
平洋プレートの沈み込む方向とほぼ平行で，か
つ，地震前（1999年）に行われた ODP（Ocean 
Drilling Program）掘削サイト 1150，1151での
応力方向（Lin et al., 2011a）ともおおむね平行
であった（図 3a）。
ブレークアウトの方位から水平主応力の方位が
推定できるが，それに加えてブレークアウトの幅
とコア試料を用いて測定された岩石の圧縮強度か

図 1　 掘削同時検層（Logging While Drilling，略称 LWD）による孔壁の電気比抵抗イメージの一例，比抵抗値が低
い領域の黒色帯状の模様（向きがほぼ 180° 異なる 2本）がブレークアウトである（Expedition 343/343T Scien-
tists, 2013）．mbsfは海底下深度（meters below seafloor）を示す．

Fig. 1　 Unwrapped and three-dimensional borehole wall resistivity images obtained using Logging While Drilling  
（LWD） show the presence of borehole breakouts, which occur on the borehole wall and appear on the resistivity 
image as a pair of vertical black bands （conductive bands） approximately 180° apart （Expedition 343/343T Sci-
entists, 2013）. “mbsf ” denotes meters below seafloor. 

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



― 227―

ら，応力値がとり得る範囲を推定することも可
能である（例えば, Chang et al., 2010）。JFAST 
では，ブレークアウトの認定と岩石の圧縮強度の 
測定が共にできたのは，2深度だけであった。

図 4は海底下深度 720 mbsf（meters below sea-
floor）の例であり，原位置応力の絶対値は，図 4b
中の斜線の範囲内と推定され，NFで示されてい
る正断層の応力状態（Normal Faulting Stress  

図 2　 （a）ASRコアサンプルの一例（NanTroSEIZEのサイト C0002の海底下深度 912 mbsf），（b）円柱コア表面に貼
り付けるひずみゲージのレーアウト模式図，（c）コア（（a）の試料）回収後 8 日間にわたる非弾性ひずみ回復曲
線，ラベル X，Y，Zなどは測定方向を示しており，Maximum，Intermediate，MinimumおよびMeanはそれぞ
れ，最大，中間，最小主ひずみと平均ひずみ，（d）非弾性回復主ひずみから決定された主応力方向の下半球シュ
ミット投影図（Byrne et al., 2009）．

Fig. 2　 （a） A photograph of ASR core sample taken from 912 mbsf at NanTroSEIZE drilling site C0002, and （b） its 
schematic illustrations of X, Y, Z axes of a local coordinate system and layout of strain gauges glued to the sur-
face of a cylindrical core sample, （c） As an example of anelastic normal strain recovery raw data, strain curves 
（thin curves labeled X, Y, Z etc. showing measurement direction） measured in nine directions over approximate-
ly eight days of the same core sample with （a）. Four thick curves （three principal strains, i.e. Maximum, Inter-
mediate, and Minimum strains, and Mean principal strain） are calculated from anelastic strain raw data in nine 
directions, （d） Stereo projections （lower hemisphere） of orientations of three-dimensional principal stresses, 
which are the same as those of the principal anelastic strains from ASR measurements with respect to the true 
north coordinate system （Byrne et al., 2009）.
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Regime；伸張場ともいう）の領域にあることが
判明した。すなわち，鉛直応力（Sv） ＞ 水平最大
主応力（SHmax） ＞ 水平最小主応力（Shmin）で表
される応力状態である。深度 813 mbsfでの応力
状態は，正断層応力状態と横ずれ断層応力状態
（Strike-Slip Faulting Stress Regime，図中の略
称 SSで示されているエリア；鉛直方向の応力
が中間主応力となる）の境界付近であった（Lin 
et al., 2013）。
地震後の断層近傍は，衝上断層の上盤を押し上
げる最大水平主応力と鉛直応力との差応力がほ
ぼ完全に解放された（Lin et al., 2013）。すなわ
ち，プレートの沈み込みに伴って蓄積したテクト
ニク応力がほぼなくなり，重力起源の応力場，い
わゆる“正断層型”の応力状態になっていたこと
が明らかになった。一方，地層の層理や小断層の

構造解析に基づき，既存の研究成果をも考慮しな
がら，地震前の応力状態を推定したところ，その
応力状態は断層の上盤を衝上させる水平最大主応
力（SHmax）が鉛直応力（Sv）よりも大きい“逆
断層型”であったことがわかった。図 5に示し
たように，地震前に海洋プレートの沈み込み方向
とほぼ平行であった最大主応力 σ1が地震時に小
さくなり，地震後には中間主応力 σ2となった。
地震前の中間主応力 σ2は地震時に小さくなり，
地震後には最小主応力 σ3となった。また，地震
前の最小主応力 σ3であった鉛直方向の応力 σvは
重力起源のため，その大きさが地震時に変化しな
いため，地震後には最大主応力 σ1となった（Lin 
et al., 2013）。

3）南海トラフ掘削サイトの応力状態空間分布
現世沈み込み帯の応力状態を知ることは，地震

図 4　 深度 720 mbsfにおいて，ブレークアウトの幅（WOB），孔内の水圧と間隙圧との差（ΔP），岩石試料の一軸圧縮
強度（UCS）および摩擦係数 0.6から求められた応力値のとり得る範囲（aとその拡大図 b）；地層中の応力は，
岩石の耐えられる限界があり，すなわち，応力値は必ず，鉛直応力（Sv）と摩擦係数で決定される応力の多角
形（Polygon）の範囲にある．この Polygonは，正断層型エリア NF，横ずれ断層型エリア SSと逆断層型エリア
RFからなる．図 b中の青線と赤線は，それぞれWOB± SD，最大と最小 ΔPから求められた応力値の上限と下
限であり，いずれは正断層型応力状態 NFのエリア内にあることがわかった．縦軸と横軸の赤線はそれぞれ，
SHmaxと Shminの範囲を規定する（Lin et al., 2013）．

Fig. 4　 Constraints on horizontal stress magnitudes at 720 mbsf （a and b）. Stress polygons are based on the Anderson 
theory of faulting with coefficients of sliding friction of 0.6. Because the stress regime must lie inside the polygon 
defined by vertical stresses （SV） and assumed sliding friction, only a restricted range of values of SHmax and Shmin 
is possible. Three triangular areas labeled NF, SS, and RF in the polygon （a） show normal faulting （NF）, strike-
slip faulting （SS）, and reverse faulting （RF） stress regimes, respectively. Red and blue curves in （b） at 720 mbsf 
show lower and upper stress conditions for WOB （Width of Breakout） of 58± 22° （mean± SD） and ΔP of 0 and 
0.8 MPa, respectively, are located within the NF regime. Hatched area is the constrained horizontal stress mag-
nitude range. Red bars on the axes （b） give the possible ranges of SHmax and Shmin magnitudes, respectively （Lin 
et al., 2013）.
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サイクルに伴う地震発生帯のエネルギーの蓄積と
解放を理解するために重要である。また，断層近
傍の応力の蓄積を定量評価できれば，地震発生の
“切迫度（プレート境界断層に作用するせん断応
力と断層の有効摩擦強度の比）”を測り得ると期
待されている。したがって，これまでの NanTro 
SEIZEでは，多くの応力測定関連の研究実績が
あげられてきた（Byrne et al., 2009; Lin et al., 
2010; Chang et al., 2010; Song et al., 2011; 
Moore et al., 2011; Tsuji et al., 2011; Wu et al., 
2012, 2013, 2015; Lewis et al., 2013; Lee et al., 
2013; Yamamoto et al., 2013; Kinoshita and 
Tobin, 2013; Ito et al., 2013; Saffer et al., 2013; 
Conin et al., 2014; Yamada and Shibanuma, 
2015）。Lin et al.（2016）はこれまでに公表され
た NanTroSEIZEの応力測定結果（海底下深度 
1.6 kmまで）をとりまとめた（図 6）。全般的に

みると浅部（例えば，1 km以浅）では基本的に
正断層型の応力場であり，1.5 km付近では横ず
れまたは逆断層型応力場になる兆候が認められ
た。とくに，応力測定の結果は，熊野海盆の海側
辺縁部（C0002サイト）付近の応力が沈み込み
方向の伸張場であることを解明した。このような
応力状態は掘削の結果がでるまでに予測されてお
らず，その意外性から南海掘削ではもっとも注目
された結果の一つとなった。

III．地震断層およびその周囲の物性

沈み込み帯における地震発生の挙動や断層の特
性は，間隙流体の高間隙水圧帯（静水圧よりも高
い水圧）の有無や温度構造に依存する。また，高
間隙水圧の発生は，沈み込む海洋プレートの上載
堆積物（スメクタイト・アモルファスシリカなど）
や海洋地殻を構成する玄武岩の脱水反応・圧密の
ほか，地層の流体移動特性によって決まる。さら
に，断層および断層近傍の流体移動特性構造は，
断層の動的すべり挙動を大きく左右する。一方，
温度構造は，深部からのヒートフローに依存する
ほか，地層の熱物性にも大きく影響される。

1）JFAST断層掘削試料の水理学的解析
JFASTで得られた掘削コア試料を用い，圧力

を上げて現場環境を再現した室内水理実験により
流体の移動特性を評価した。その結果，東北地震
ですべったプレート境界断層付近では周囲の岩石
と比較して非常に透水性が低い（すなわち水が流
れにくい）ことが明らかになった（図 7a）。また，
透水性が低い原因は，粘土鉱物の含有率が高く，
なかでもスメクタイトの含有量が非常に多いため
であることがわかった（Kameda et al., 2015）。
室内実験で求めた断層帯の流体移動特性をもと
に，一次元熱流体移動拡散モデルをベースとし
た断層のすべり強度の変動（熱圧化：Thermal 
pressurization）を解析した結果，地震断層のす
べりに伴う摩擦発熱により流体の圧力が増加し，
すべり摩擦力が大きく低下する（断層のすべり摩
擦抵抗の減少：すべりやすくなる）ことがわかっ
た（図 7b）。それが一因でプレート境界断層の浅
部で大きなすべりが生じたことを明らかにした

図 5　 東北地震に伴う海溝軸付近断層直上の応力状態
変化を示す模式図（Lin et al., 2013）．応力状態
が地震発生前の逆断層型から正断層型へ変化を
示す．

Fig. 5　 Schematic of inferred coseismic three-dimension-
al stress state change in the lower portion of the 
frontal prism （Lin et al., 2013）.
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（Tanikawa et al., 2013）。
2） 南海トラフ沈み込み帯の断層とその近傍の
流体移動特性

IODP南海掘削計画 NanTroSEIZEにより掘
削されたコア試料を用いて，流体移動特性と摩擦
特性を測定し，流体移動特性が摩擦特性へ与える
影響および，分岐断層とデコルマ断層の特徴の相
違を考察した（Tanikawa et al., 2012, 2014a）。
室内摩擦実験の結果，低速度域から中速度域
（0.01⊖10 mm/s）では分岐断層ガウジ（サイト
C0004）はデコルマ断層ガウジ（サイト C0007） 
よりもすべり摩擦が高くなる傾向を示した。また，
高速度領域（＞ 100 mm/s）では両方の断層ガウ
ジは低速時に比べ低い摩擦係数を示した（Tani-
kawa et al., 2012）。一方，透水係数を比較する
と，分岐断層ガウジとデコルマ断層ガウジはとも

に熱圧化が発生するポテンシャルをもつ程度の低
い透水性（約 10－18 m2）を示すことが明らかと
なった（図 8）。また，分岐断層ガウジがデコル
マ断層ガウジよりもやや高い透水係数を示した。
摩擦実験ではすべりに伴うせん断圧密変形（断層
ガウジの短縮化）は分岐断層がデコルマ断層より
も進行しやすかったことから，流体移動特性の測
定結果により，分岐断層ガウジは排水効率がより
高い（透水性が高い）ために圧密しやすく，その
結果低速すべり時においては，分岐断層のせん断
抵抗が高くなったと考えられる。一方高速すべり
時には，両断層ともに透水係数が低いため，熱圧
化が機能し，摩擦を大きく低下させたものと考え
られる。低速時の摩擦挙動を支配したと考えられ
る圧密変形のしやすさの違いはカルサイトおよび
粘土鉱物の含有量の違いが反映しているものと考

図 6　 南海トラフ掘削ステージ 1⊖2から得られた浅部の応力場分布（Lin et al., 2016）．番号（例えば，C0002）は掘削
サイトを示す．各矢印は三次元主応力の方向を示しており，赤は最大主応力 σ1，黒は中間主応力 σ2，また水色
は最小主応力 σ3 の方向を示している．中間主応力と最小主応力は，ほぼ等しい場合（σ2＝ σ3），両者とも水色
で表されている．

Fig. 6　 Distributions of semi-three-dimensional stress state in NanTroSEIZE transect. Codes （e.g. C0002） are the 
number of drilling sites. Red, black, and light blue arrows are the orientations of maximum, intermediate, and 
minimum principal stresses, respectively. Two pairs of arrows in the same light blue color in the deeper parts 
of C0009, C0002, and C0012 mean that intermediate and minimum principal stresses are nearly equal to each 
other, or intermediate and minimum principal stresses are highly variable （Lin et al., 2016）.
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えられる（分岐断層物質のカルサイト量が多い）。
当該研究の結果，摩擦特性の違いは流体移動特性
の違いに大きく依存し，現実的な地震動力学モデ
ルの構築には断層内流体の水理拡散過程を十分に
考慮する必要があることを示している。
断層帯が流体の流路となるかシールとなるかは，
石油トラップや深部物質移動をはじめとして昔か
らさまざまな分野で議論されている問題である 
（Jones et al., 1998）。南海トラフに限っていえば，
高間隙水圧帯の断層帯近傍での形成（Tsuji et al.,  
2014）やデコルマ帯の形成プロセス（Housen 
et al., 1996）に断層シール問題が大きく関わって
くる。地下深部では断層破砕帯中にフラクチャー
が卓越することにより断層が流体の流路として機
能することが予想される（Faulkner et al., 2010）。 
一方，塑性・流動的な性質を示すような比較的浅
部（地表付近から数 km深度まで）の断層物質で

は，流体の通路となる十分な開口幅をもつフラク
チャーの形成・維持が可能か定かではない。
そこで，南海掘削計画 NanTroSEIZEの掘削
試料を用いて，（比較的浅部の）断層近傍の透水
性構造を評価した。その結果，分岐断層帯は周囲
の岩石（とくに断層下部の岩石）と比較して断層
帯の透水性が低いことが明らかとなった。一方，
デコルマ帯は深部ほど透水性が小さくなるが，断
層帯と周囲の岩石とでは大きな違いは認められな
かった。以上の結果，分岐断層は流体シール能力
が高く，断層近傍での脱水反応や下位からの流体
流入が期待される環境下であれば，断層帯近傍で
高間隙水圧が形成する可能性が高いことを示唆す
る。高間隙水圧の発達は断層の強度低下を促進す
るため，南海トラフ地震発生時に分岐断層がデコ
ルマと比較して活動しやすいというシナリオにつ
ながるかもしれない（Kimura et al., 2012）。

図 7　 （a）JFAST掘削サイト C0019の深度 680 mから 830 m区間の透水係数の深度分布．プレート境界断層は 820 m
付近に位置する．（b）数値解析による断層すべりに伴う断層のせん断応力の変化の推定結果．プレート境界断
層の 4 つの深度の違いを考察して，流体圧の上昇により断層のすべり摩擦の低下を招き，また深部ほどその影
響が顕著に現れた（Tanikawa et al., 2013）．

Fig. 7　 （a） Permeability structure near the plate boundary fault at site C0019 （JFAST）. （b） Numerical modeling 
results for thermal pressurization analysis of the plate boundary fault at depths from 820 m to 4000 m. Average 
changes of shear stress in the slip zone at various depths for a slip zone 10 mm thick and a friction coefficient of 
0.2. The results show that the build-up of fluid pressure induces a reduction of shear stress, and reduction rate 
increases with depth （Tanikawa et al., 2013）.
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図 8　 南海掘削コア試料を用いて推定した南海トラフ浅部の水理構造．断層近傍のガウジ物質（図 aと d中の正方形
とひし形マーク）はガウジ化とせん断変形により透水性が 1 桁以上低下している（a, e）．分岐断層が下部より
透水性が 1 桁以上低く，断層下位から上位への流体の流れに対してシール機能の役目をする．デコルマ断層に
比べて，分岐断層がわずかに低い水理拡散係数を示す（Tanikawa et al., 2014a）．

Fig. 8　 Depth distribution of transport properties at site C0004 （a⊖c） and site C0007 （e）. Permeability of fault gouge 
materials near faults decreases one order of magnitude from initial values with shear deformation （Square and 
Rhombus in （a） and （d））. Permeability of spray fault is one order of magnitude smaller than sediments below 
the fault zone, and the fault may act as a barrier for fluid migration from the depths. Hydraulic diffusivity of the 
splay fault is slightly smaller than that of the frontal thrust （Tanikawa et al., 2014a）.
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3）地震時の動的現象の再現に向けた取り組み
流体が断層すべり挙動および断層帯内物理化学
反応へ寄与していることはこれまでも地震学的・
物質科学的な分析から推定されていた。しかし，
それを再現・実証するための実験的考察は一歩後
れをとっていた。そこで，断層内部の流体を保持
および制御した環境で地震時の断層すべり挙動
を再現できる装置の開発を行った（図 9a， Tani-
kawa et al., 2010）。この装置では数 10 MPaま
での高い流体圧を保持した状態で最大約 1 m/sの
すべり速度で摩擦実験が可能である。

1999年の台湾集々地震時に活動した台湾チェ
ルンプ断層（Taiwan Chelungpu Fault）では，
断層内部の微量元素量と同位体比に異常が認めら
れ，熱圧化に起因する 350℃以上の熱水と岩石の
相互反応で説明づけられることがわかった（Ishi-
kawa et al., 2008）。そこで，開発した装置を用
いて熱圧化現象に起因する「熱水⊖岩石反応」を
検証したところ，摩擦実験中に 300℃以上の高温
に達した試料のみ微量元素異常が認められ，断層
内動的化学反応を再現することに成功した（図

9b; Tanikawa et al., 2015）。
また，断層帯の透水性は地震すべりとともに大
きく変動し，そのことが熱圧化プロセスにも影響
を及ぼすと考えられる。しかし，実験スケールで
検証されていなかった。そこで，摩擦実験装置を
改良し，摩擦実験中に透水性の変動を測定する装
置の開発を行った（Tanikawa et al., 2012）。異
なる透水性をもつ 2種類の模擬試料を用いた実験
から，高速断層運動に伴う透水性の変化は，発熱
に伴う流体の粘性率の変化，母岩の浸透率，すべ
り速度，および生成磨耗物質（ガウジ）の分布に
大きく依存することが明らかとなった（Tanikawa 
et al., 2014b）。さらに，初期透水性が大きい場
合すべりとともに透水性が減少し，一方，透水性
が低い場合は透水性が増加することが明らかと
なった。当該研究結果は南海トラフ震源域が仮に
低い透水性をもつ場合，すべりに伴い透水性が増
大し熱圧化作用が抑制される可能性を示唆する。

4） 掘削コア試料による熱伝導率と熱拡散率の
同時測定

JFAST掘削プロジェクトでは，2011年の東北

図 9　 （a）断層物質の含水・圧力条件をより地下深部環境下に再現できる流体制御型中高速摩擦試験機．（b）高
流体圧環境下での摩擦実験後の模擬断層物質（台湾チェルンブ断層掘削物質）のリチウム（Li）濃度の変化
（Tanikawa et al., 2015）．

Fig. 9　 （a） Photo image of fluid-control medium- to high-velocity friction testing system. （b） Li concentration plotted 
against Nb concentration in gouges before and after friction tests （Tanikawa et al., 2015）.
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地震時にプレート境界断層のすべりによる摩擦熱
の残熱（正の温度異常）を検出することができた
（Fulton et al., 2013）。この正の温度異常を解釈
するために，また，温度異常から断層の動的摩擦
パラメーターを定量的に評価するために，岩石の
3熱物性値を決定することが必要である。船上で
行われているコア試料のルーチン物性計測では熱
伝導率（Thermal Conductivity）しか測定されな
いため，我々は JFASTの掘削コア試料（Whole- 
Round-Core，円柱状コア試料）を用いて，Tran-
sient Plane Heat Source法（通称，Hot Disk法） 
により熱伝導率と熱拡散率（Thermal Diffusiv-
ity）を同時に測定したうえ，体積熱容量（Volu-
metric Heat Capacity）を算出した（図 10；Lin 

et al., 2014）。使用した装置（Hot Disk社の TPS  
1500）による熱伝導率，熱拡散率と体積熱容量
測定の再現性はそれぞれ，2％，5％と 7％とされ
ている（Hot Disk, 2007）。これらの熱物性値は，
JFASTのプレート境界断層付近の温度異常が地
震時の摩擦熱によるものとの結論づけに用いられ
た（Fulton et al., 2013）。また，IODP第 347次
研究航海の掘削コア試料による熱伝導率と熱拡散
率の同時測定が行われ，下北沖の温度構造の推定
に寄与した（Tanikawa et al., 2016）。

5）コア試料の高圧環境下での熱物性測定
「ちきゅう」によるライザー大深度掘削で採取
されるコア試料は，原位置の高圧環境下にあった
ために，それの物性測定はその高圧条件を考慮す

図 10　 （a）熱伝導率（赤丸：円柱形コアを用いた Hot Dick法の測定結果，青四角：ハーフコアの TK04による測定結果，
緑三角：粒試料を用いた測定結果），（b）熱拡散率，（c）体積熱容量の深度プロファイル．熱伝導率と熱拡散率
は測定結果であり，体積熱容量はその他の 2 つから算出されたものである．水平破線 PBFは，JFASTの掘削
サイトにおけるプレート境界断層の深度を示す（Lin et al., 2014）．

Fig. 10　 Depth profiles of thermal conductivity （a）, thermal diffusivity （b）, and volumetric heat capacity （c）. Thermal 
conductivity values were measured for all round core samples （red circles）, half-core samples （blue squares）, 
and rock-chips samples （green triangles） retrieved from JFAST borehole C0019E. Thermal diffusivity （b） was 
measured, but volumetric heat capacity （c） was calculated from the two measured values. The broken line 
shows the depth of the plate boundary fault （PBF） that ruptured during the 2011 Tohoku-Oki earthquake （Lin 
et al., 2014）.
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る必要がある。そのため，最高 100 MPa（深度
約 5 kmの圧力相当）までの封圧下における熱伝
導率の測定装置を開発した（Lin et al., 2011b，
図 11）。予察的な研究として，南海トラフ掘削の
コア試料を含めて，各種岩石コア試料の高圧下の
測定を行った結果，熱伝導率は圧力の増加に伴
い，上昇することが明らかになった（Lin et al.,  
2011b）。南海トラフ掘削のサイト C0001の 183  
mbsfと 293 mbsfから採取された堆積物の実験
結果から，深度約 1 kmに相当する圧力は熱伝導
率が約 7％の上昇，約 3 kmでの圧力は約 20％の
上昇をもたらすことが判明した。使用した熱伝導
率測定装置による結果の不確定さは 5％未満とさ
れており，上記の圧力効果は有意なものと考えら
れる。したがって，深度条件ならびに要求される
精度によっては，掘削コア試料を用いて原位置の
熱物性を評価する場合，この圧力の効果は無視で
きないといえよう。
一般的に，岩石は高い有効拘束圧下において，

間隙の量が小さくなる。間隙の部分に含まれる水
の熱伝導率が鉱物と比較して小さいので，間隙量
が少なくなると，熱伝導率の比較的大きい鉱物の
割合が多くなるため，全体の熱伝導率は大きくな
る。したがって，熱伝導率の正の圧力依存性は，
岩石の一般的な性質であるといえる。さらに，岩
石の種類によって，組成鉱物の熱伝導率が異なる
ため，圧力依存性の強弱が認められた（詳細につ
いて Lin et al.（2011b）を参照されたい）。これ
は組成鉱物と水の熱伝導率のコントラストが異な
るためであり，比較的大きい熱伝導率の鉱物（例
えば，石英）を多く含む岩石は圧力の効果が大き
い。

IV．断層物質のすべりパラメーター

2011年の東北地震では，プレート境界浅部が
大きくすべって大津波が発生し，甚大なる被害が
でた。地震波を用いた解析によると，この時プ
レート境界断層は静止していた状態から秒速 1 m

図 11　 高圧下における熱伝導率の測定システムの模式図，（Lin et al., 2011b）．このシステムは，200 MPaまでの静水
圧タイプの高圧容器，サーボコントロール付の封圧負荷装置，圧力容器内に設置される熱線法センサー，熱伝
導率計（QTM-500），試料からの排水量を測定する電子天秤とデータロガーからなる．

Fig. 11　 Schematic diagram of apparatus developed for measuring thermal conductivity under high-pressure conditions. 
The system consists of a hydrostatic pressure vessel with a servo-controlled pump, which provides pressures 
up to 200 MPa, a wire-type line-source sensor in the pressure vessel, a thermal-conductivity meter （QTM-500） 
to measure thermal conductivity from the wire sensor, an electrical balance to monitor drained water mass for 
calculating volumetric deformation of wet samples associated with consolidation, and a data logger （Lin et al., 
2011b）.
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程度まで加速・減速しながら大きくすべり，日本
海溝付近の断層浅部のすべり量が 50 m以上に達 
したとされている（例えば, Ide et al., 2011; Fuji-
wara et al., 2011）。しかしながら，このような大 
地震時に断層が高速で大きくすべる時の断層の摩
擦すべり特性は，今世紀になるまでよくわかって
いなかった。1990年代中頃，高速で大変位条件
下における岩石の摩擦すべり特性を精度よく測定
できる回転式の摩擦試験機が開発され（嶋本・堤, 
1994），それ以来断層の高速摩擦に関する多くの
知見が得られるようになってきた。本章では，高
速摩擦特性の概要，日本海溝プレート境界および
南海沈み込み帯の付加体から採取された断層物質
の地震時における摩擦特性，および自然界の断層
から地震時の高速すべりを検出する試みについて
紹介する。

1） 地震時の断層物質の摩擦力学特性（断層潤
滑効果）

地震時の高速・大変位運動を再現した高速摩
擦実験によって明らかになってきた重要な点は， 
（1）数 cmから数十 cm以上に達するすべりを伴
いながら摩擦強度が著しく低下する現象（すべり
軟化）と，（2）すべり速度が数 cm/sに達すると
急激に摩擦強度が減少する現象（速度弱化，図
12）が確認されたことである（例えば, Di Toro 
et al., 2011）。すべり軟化と速度弱化は地震が起
こるための必要条件である。このような断層の摩
擦すべり挙動を引き起こす物理化学プロセスの理
解が地震の仕組みを解き明かす鍵となるとの考え
のもと，今世紀になって岩石の高速摩擦研究が大
きく進展した。
これまで摩擦実験によって明らかとなってきた
断層の動的強度低下プロセス（断層潤滑作用）に
は，摩擦熔融，ゲル状物質の形成，熱分解による
物質変化やナノサイズ物質の形成，断層物質表面
水の吸・脱着，摩擦熱による断層間隙水圧の上昇
などが提唱されている（例えば, 堤, 2009）。それ
ぞれの詳細については参考文献をあたっていただ
きたい。重要なのは，多くの断層強度低下プロセ
スが，高速すべり時に発生する摩擦熱に起因する
ことである。例えば，断層帯に普遍的にみられる

断層粘土はその結晶内に水分子をもつ。典型的な
粘土鉱物の 1つである蛇紋石を秒速数mの高速
ですべらせると，すべり開始直後にアスペリティ
が 500℃以上の高温になって脱水分解反応が起こ
り，断層面には脱水分解した水やサブミクロンサ
イズの橄欖石が形成される（Hirose and Bystric-
ky, 2007）。さらに，摩擦熱によって分解反応で
生成した水の圧力が上昇する効果と，低摩擦の性
質をもつナノ粒子の形成の効果によって，著しく
断層の強度が低下するのである。このように，複
数の物理・化学的要因が複雑に絡み合って，断層
の強度が著しく低下して大地震が発生することが
明らかとなってきた。

2） 日本海溝のプレート境界断層物質の
 摩擦特性
本節では，東北地震時のプレート境界浅部での

図 12　 プレートの運動速度（約 10－9 m/s）から地震時
のすべり速度（数 m/s）における，さまざまな
岩石の定常摩擦係数のコンパイル．断層を構成
する岩種が異なっても，断層潤滑効果によって
すべり速度が数 cm/sより速くなると，摩擦係数
が 0.6⊖0.8から 0.3以下に著しく減少する．凡例
等の詳細は，Di Toro et al. （2011）を参照．

Fig. 12　 Steady-state friction coefficient of rocks as a 
function of slip rates ranging from 10－9 m/s 
（nearly plate moving rate） to 101 m/s （seismic 
slip rate）. The friction coefficient decreases 
markedly from 0.6⊖0.8 to below 0.3 when the 
slip rate reaches more than 10－2 m/s, irrespec-
tive of rock type. See Di Toro et al. （2011） for 
more details.
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大きなすべりの要因を解明する目的で行った，断
層物質の摩擦特性に関する研究結果を紹介する。
本研究では，東北日本弧に沈み込む直前のプレー
ト境界物質（Deep Sea Drilling Project（DSDP）， 
Leg 56，Site 436で採取）を用いて低速から地
震時の高速すべり摩擦実験を，Mizoguchi et al. 
（2007）の手法に従って行った。その結果，
JFASTで採取されたプレート境界物質に対応す
ると考えられる粘土質堆積物（Kameda et al., 
2015）は，摩擦係数が幅広い速度領域で 0.2以
下と著しく小さいこと（図 13a），そして地震性
高速すべり伝播のしやすさを規定する破壊エネル
ギーが他の断層物質と比較しても数桁小さいこと
をはじめて明らかとなった（図 13b）。このよう
な地震高速すべり時の低摩擦は，JFASTで採取
されたプレート境界物質を用いた実験結果（Ujiie 
et al., 2013），および東北地震時の摩擦発熱の残
熱から見積もった地震時の動的摩擦係数（Fulton 
et al., 2013）とよく一致する。これらの結果は，

東北沖のプレート境界浅部で，摩擦強度の弱い粘
土層沿いに選択的に破壊が伝播することを示唆し
ており，このような摩擦特性が東北地震時に大
きなすべりを引き起こす一要因となったと考え
られる（Sawai et al., 2014）。また，Ikari et al. 
（2015）は，プレートの沈み込み速度に相当す
る，非常にゆっくりとしたすべり速度で JFAST
試料の摩擦実験を行い，プレート境界断層浅部で
はスロー地震のゆっくりとしたすべりと巨大地震
時の高速すべりが同じ断層で起こり得ることを実
証した。

3）南海トラフ試料の低‒高速摩擦特性
南海トラフ地震発生帯掘削第 316次研究航海 

（Site C0007D）で採取された付加体基底部のフ
ロンタルスラスト直上の堆積物の摩擦係数を間震
期（通常時）のゆっくりしたすべり速度から，
地震時の秒速数mの高速すべりまでの条件で調
べた。実験手法は，Mizoguchi et al.（2007）に
従った。その結果，含水条件下におけるプレート

図 13　 （a）定常摩擦係数とすべり速度の関係，粘土質プレート境界物質の摩擦が広い速度範囲で著しく小さい．（b）
破壊伝播のしやすさを規定する破壊エネルギーと垂直応力の相関関係（Sawai et al., 2014）．東北日本弧に沈み
込む堆積物は，破壊エネルギーが非常に小さい．

Fig. 13　 （a） Steady-state friction coefficient of pelagic and clayey sediments recovered at Site 436 during DSDP Leg 56. 
The clayey sediments show a very low friction coefficient over a wide range of slip velocities. Friction coefficients 
of sediments from the Nankai trough are plotted for comparison. （b） Logarithm of fracture energy plotted 
against normal stress for sediments from Site 436 （Sawai et al., 2014）. Fracture energy determined under simi-
lar experimental conditions to those of the present study are also shown as gray-colored symbols.
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境界物質は一般的な岩石と比較すると著しく摩
擦係数が小さいことが明らかとなった（図 14）
（Hirose et al., 2008）。同様の摩擦特性は，Ujiie 
and Tsutsumi（2010）や，より詳細な摩擦の速
度依存性を調べた Tsutsumi et al.（2011）と調
和的である。これらの結果は，東北のプレート境
界同様に，地震破壊が深部からプレート境界に
沿って伝播してきた場合，プレート境界浅部では
エネルギー的に容易に断層すべりが促進されるこ
とを意味している。実際，プレート境界浅部にお
いてビトリナイトの反射率の変化から，過去に
地震断層すべりに伴う摩擦発熱の痕跡が報告さ
れている（Sakaguchi et al., 2011）。別途，Ikari 
et al.（2013）は南海トラフ掘削浅部の試料を使
い，断層高速すべりによる強度低下だけではなく，
一定のすべり変位量以上になると断層の強度が低
下することをも確認した。この現象が南海トラフ
で発生しているスロー地震のすべり挙動に類似す

る可能性があることを指摘した。
4）日本海溝と南海トラフ試料の摩擦特性比較
日本海溝と南海トラフに沈み込む堆積物の大き
な違いは，粘土鉱物であるスメクタイトの量比で
ある（おおむね前者は 60⊖80％，後者は 10⊖40％
程度）。そこで，沈み込みプレート境界に多量に
存在するスメクタイトの低速（30 μm/s）から高
速（1.3 m/s）すべり時の含水条件における摩擦
特性を調べ，日本海溝と南海トラフにおけるプ
レート境界浅部のすべり挙動の違いを理解するこ
とを試みた。実験では，スメクタイトと石英をさ
まざまな割合で混合した模擬物質を用いて，とく
に，各速度ステップにおけるスメクタイトの量比
が摩擦挙動に与える影響を調べた。その結果，中
速域（約 150 μm/s）においてスメクタイトの量
比を 20％から 50％に増やすと，摩擦係数が 0.6
から 0.1へと徐々に減少することがわかった（図
15）。一方，高速域（1.3 m/s）では，スメクタイ
トの量比にかかわりなく摩擦は 0.2以下の小さな
値を示した。中速域でスメクタイトの量比が増え
るにつれて摩擦が小さくなるのは，せん断圧密に
伴う間隙水圧の上昇に起因すると考えられる。こ
の結果は，日本海溝ではスメクタイトが 60⊖80％
占める遠洋性堆積物が沈み込むため，低速でも摩
擦が小さく地震時に大きな応力降下をもたらさな
いのに対し，スメクタイトが比較的少ない（＜
40％）半遠洋性堆積物が沈み込む南海トラフで
は，大きな応力降下が発生する可能性を示唆して
いる（Oohashi et al., 2015）。大きな応力降下は
多くの地震エネルギーの放出を意味するもので，
より大きな断層のすべり量につながることがある
と思われる。なお，日本海溝と南海トラフの試料
の摩擦特性の違いに関しては，限られた掘削試料
による結果であり，今後 JTRACKなどの掘削が
実施された場合，同様な実験的研究による検証と
データの更なる蓄積が望ましい。

5）断層試料の摩擦熱の履歴検出
地震時，断層が高速で運動する際には，断層面
では多大な摩擦発熱が生じ得る。この発熱によっ
て断層内部や近傍母岩の温度が劇的に上昇する
と考えられている（例えば約 1000℃：Cardwell 

図 14　 南海トラフ地震発生帯掘削ステージ 1 で採取さ
れたフロンタルスラスト直上の堆積物の摩擦係
数（縦軸）と断層すべり速度（横軸）の関係．
含水条件下におけるプレート境界物質の相対強
度は，一般的な岩石の 1/3程度であり，地震時
のすべり速度ではほとんど強度を失う．

Fig. 14　 Steady-state friction coefficient of sediments col-
lected from IODP Expedition 316, Site C0007D, 
437.4 mbsf: basal part of the accretionary prism 
above the frontal thrust. Wet specimens exhibit 
significantly low friction at seismic slip rates 
compared to dry specimens.
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et al., 1978）。この急激な温度上昇によって，断
層沿いではさまざまな相変化や化学反応が励起さ
れ，それらが不可逆反応であれば「摩擦発熱の痕
跡」として断層近傍に記録されると考えられてい
る。実際，摩擦熔融した断層岩であるシュードタ
キライトはその存在が以前より確認されており
（McKenzie and Brune, 1972; Sibson, 1975），ま
た天然の断層での詳細な化学分析によって，方解
石の熱分解（Ikehara et al., 2007），微量元素の
移動（Ishikawa et al., 2008），粘土鉱物の脱水・
構造変化（Yamaguchi et al., 2011）など，さま
ざまな地震時の化学反応の痕跡が明らかとなって
きた。
断層での発熱量は断層運動時の摩擦強度やすべ
り距離に依存することから，逆にこの痕跡から摩
擦発熱量（温度）を推定し，地震時の応力等の情

報に変換するという手法が近年試みられてきて
いる（Hirono et al., 2007; Ishikawa et al., 2008; 
Hamada et al., 2009, 2011; Kameda et al., 2013
など）。同様の手法は現世の沈み込み帯の断層に
も導入され，南海トラフ掘削計画によって採取さ
れた浅部の巨大分岐断層・プレート境界断層に対
して，ビトリナイト反射率測定が実施され，断層
近傍での反射率の上昇が確認された（Sakaguchi 
et al., 2011）。ビトリナイトは石炭の主要構成物
のひとつであり，この反射率は熱熟成度と相関を
もつ。このことから低温帯の被熱温度を推定する
手法として広く用いられ，幅広い温度レンジで
の反応速度論も議論されてきた（Sweeney and 
Burnham, 1990; Suzuki et al., 1993）。ビトリナ
イトは堆積物中に広く分布するため，沈み込み帯
のような堆積物中に発達する断層の温度指標とし
ても有用であると考えられる。
南海トラフ沈み込み帯の断層浅部が，過去にど
のようなすべりを引き起こしたのかを，断層に記
録された摩擦熱の痕跡を用いて見積もった。南海
トラフ浅部断層での発熱の痕跡として，ビトリナ
イト反射率の上昇（Sakaguchi et al., 2011）に
注目した。すべり時間とすべり距離を摩擦熱の痕
跡から同時に見積もる計算手法を開発し，それを
南海トラフ沈み込み浅部の断層に適用した（図
16）。摩擦発熱の痕跡（ビトリナイト反射率の増
加：下段の点）を，開発した計算手法で再現した
ところ（下段の線），数十メートル長時間の摩擦
発熱によって断層の外側が加熱されていたことが
明らかになった（上段）。この特異な温度上昇か
ら，南海トラフ浅部のこれらの断層は，東北太平
洋沖地震と同規模の非常に大きな変位を，長時
間かけてすべった可能性が示唆された（Hamada 
et al., 2015）。

V．地震断層すべり挙動解明の総合的な取り組み 
　　̶東北地方太平洋沖地震の震源域掘削研究を 

例として̶　　　　　　　　　　　

断層は，地震時に大きなすべりが生じたのであ
れば，摩擦熱のために温度が大きく上昇したので
あろうし，地震に伴って応力とひずみが解放さ

図 15　 さまざまなすべり速度における，スメクタイト
と石英の量比と摩擦係数の関係．日本海溝には
スメクタイトに富む遠洋性物質が沈み込み，
南海トラフにはスメクタイト量比が少ない半
遠洋性堆積物が沈み込む．実験データは，地震
時の応力降下が日本海溝では比較的小さく，南
海トラフでは大きくなることを示唆している
（Oohashi et al., 2015）．

Fig. 15　 Compilation of steady state coefficient of fric-
tion versus smectite content at slip rates rang-
ing from 1 μm/s to 1.3 m/s. Colored areas show 
smectite content of incoming sediments in the 
Nankai Trough and the Japan Trench （Oohashi 
et al., 2015）.
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れたはずである。これらを実証するため，IODP
第 343次研究航海は東北地震時の断層すべりが
もっとも大きい海域で掘削船「ちきゅう」によ
るプレート境界断層掘削 JFASTを行った（Mori 
et al., 2012; Chester et al., 2012）。海溝付近の震
源断層浅部がなぜ 50 mも大きくすべったかを解
明するため，多方面からの総合的な取り組みがな
された。
前述のように，JFASTにおいて，プレート境
界断層に近い上盤内の掘削時（地震後）の原位置
応力測定結果と，構造解析から推定された地震前
の応力状態を比較すると，東北地震の時に，日本
海溝付近のプレート境界断層の浅い部分は，蓄積
されていた応力とエネルギーを解放したことで，
大きな断層すべりを引き起こす一要因となり，津
波の巨大化につながったと考えられる。このよう
な応力の変化は，従来地震性すべりが発生しない
とされていた海溝付近の断層が能動的にすべった

ことを示唆し，断層の高速すべり弱化の作業仮説
と合致した（Lin et al., 2013）。

JFASTでは，東北地震が発生してから約 16か 
月後に孔内観測の温度計アレーを設置した。その
後，約 9か月間の温度観測を行った結果，海底下
深度 820 m付近のプレート境界断層では，周囲
より 0.31℃の高い温度異常が特定された（Fulton 
et al., 2013）。地層の熱物性の不均一分布や流体
移動は，地層中の不均一温度分布を起こすことが
あり得るが，掘削コア試料を用いた熱物性の測定
結果や，コア中の間隙流体の同位体分析の結果か
ら，地震時の断層摩擦熱以外の可能性が除外され
た。したがって，海底下深度 820 m付近のプレー
ト境界断層は近年地震性すべりを起こしたこと，
すなわち，東北地震時にすべったことが確認され
た。この摩擦熱による温度異常から，断層の動的
見かけ摩擦係数は 0.08と見積もられ，東北地震
時のプレート境界断層は非常にすべりやすかった

図 16　 南海断層掘削コア試料の摩擦熱の痕跡と摩擦発熱，平均すべり速度（v），総すべり距離（D）の推定結果 
（Hamada et al., 2015）．陰影の部分はスリップゾーンを示す．

Fig. 16　 Estimation results of temperature, slip velocity （v）, and slip distance （D） （Hamada et al., 2015）. Measured 
vitrinite reflectance （points in the lower column） are fitted by the method developed with the most appropriate 
parameters （black line）. The shaded area represents the slip zone. Our calculation shows that slow and large 
slips can cause high values of vitrinite reflectance in the vicinity of the slip zone.
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ことが判明した。断層帯のコア試料の分析結果か
ら，プレート境界断層を構成する物質は，太平洋
プレート上に堆積した遠洋性粘土であり，約 78 
％のスメクタイトを含んでいる（Ujiie et al., 2013;  
Kameda et al., 2015）。この断層物質の高速摩擦
実験を行った結果，不透水条件で実験的に求め
られた断層物質の摩擦係数は約 0.1であることが
わかった（Ujiie et al., 2013）。前述の DSDPの
Site 436からの試料も同様に非常に低い摩擦係
数（高速摩擦抵抗の速度弱化）を示した（Sawai 
et al., 2014）。また，断層の高速すべり時の摩擦
熱により間隙流体は体積膨張して，スメクタイト
を多量に含む断層の透水係数が低いために，排
水（周囲へ移動）できないので，間隙流体の圧力
の急激な上昇を招いたと考えられる（Tanikawa 
et al., 2013）。すなわち，前述の熱圧化（Thermal 
Pressurization）という現象が発生して，すべり
やすい物質から構成された断層はさらにすべりや
すくなったとの結論に至った。よって，多量のス
メクタイト物質を含むことと，熱圧化現象による
すべりやすいプレート境界の浅部断層は，深部か
ら伝わってきた断層すべりを止めることができな
かったうえ，蓄積されていた応力とエネルギーが
放出されることによって，その断層すべりは促進
され，海溝付近では 50 ｍ以上にも及んだと考え
られる。

VI．お わ り に

本稿では，主として IODPによる沈み込み帯
等の科学掘削プロジェクトにおいて，地震断層お
よびその周囲の応力状態・物性・すべりパラメー
ターの評価方法，研究事例をレビューするととも
に，代表的な例として 2011年に発生した東北地
震の震源断層掘削調査 JFASTにおける断層すべ
り挙動解明を目指した総合的な取り組みを紹介し
た。今後，地震断層に関連した科学掘削が行われ
る場合，1つの現象または側面からの研究だけで
はなく，地震断層の動的すべり挙動が多くの要素
ならびにそれらの総合作用によって決定されるた
め，総合的な研究が必要不可欠であると考えられ
る。
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