
様式 3 

（2018.1） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 

 

提出年月日：   2018 年 7 月３日 

氏名：富岡尚敬  

所属機関・職名：海洋研究開発機構・主任技術研究員 

 

活動の種類 

(該当項目を残す） 
Post-expedition meeting 

IODP 研究航海番号 

および航海名 
 EXP364: Chicxulub impact crater 

乗船時の役割  Impact Petrologist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2018 年６月３日 ～ 2018 年６月１０日 

用務地（国・都市）  メキシコ合衆国・メリダ市 

本活動における成果 

 

報告者は、メキシコ合衆国メリダ市 Fiesta Americana Hotelで行われた、IODP Expedition 364の Post-cruise 

workshop 及び Field trip に参加した。 

6 月３日の巡検では、地質学の研究者のガイドの下、地下水が溜まった石灰岩層の陥没地形（セノーテ）の

見学を行った。6月 5〜７日に開催されたワークショップでは、専門分野ごとに以下のスケジュールで成果

報告と議論を行った。 

＜6月 5日＞  

・Session1/Impact Processes：基盤岩と衝撃メルト角礫岩の衝撃変成に関する、数値計算・組織解析・年

代測定・物性測定などのトピック 

＜6月 6日＞ 

・Session2/Deposition of the impact melt rock, suevite and transitional unit：衝撃メルト角礫岩と

石灰岩層への遷移層に関する、物性測定・化学分析・微古生物群集解析・堆積構造解析などのトピック。 

＜6月 7日＞ 

・Session3/PETM and post-impact sedimentary section, recovery of life：インパクト後の堆積物に関

する、堆積構造解析・古地磁気測定・古環境解析・層序解析・微化石層序解析などのトピック。 

・Session4/Hydrothermal processes and microbiology：インパクト後の熱水活動に関連する岩石組織観察・

化学分析・微生物 DNA 解析・バイオマーカー分析など、に関するトピック。 

 

報告者は Session１にて、基盤岩中の石英の分光分析と電子顕微鏡観察による衝撃圧力分布と石英の衝撃微

細組織について、成果報告を行った。また、他のワークショップ参加者と今後の研究遂行に関して情報・意

見交換を行った。 

備考 

Expedition364 の活動に対しての J-DESC からのご支援に感謝いたします。 

本報告書は J-DESC ウェブサイトに掲載されます。未発表の研究データなど、公開に差し支えのある情報が含まれてい

ないかご確認ください。 

 → 確認後チェック ☑ 

注意事項 

1. 当報告書は出張終了後 2 週間以内に海洋研究開発機構地球深部探査センター（CDEX）内 J-DESC サポートオフィ

スに E-mail (jdesc@jamstec.go.jp)でご提出ください。 



様式 3 

（2018.1） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 

 

提出年月日：   2018年 7月 4日 

氏名：佐藤 峰南  

所属機関・職名：千葉工業大学・上席研究員 

 

活動の種類 

(該当項目を残す） 
Post-expedition meeting 

IODP研究航海番号 

および航海名 
 Exp. 364 Chicxulub impact crater 

乗船時の役割  Inorganic Geochemist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2018年 6月 3日 ～ 2018 年 6月 12日 

用務地（国・都市）  メキシコ合衆国・メリダ 

本活動における成果 

 

報告者は，メキシコ合衆国メリダ（Fiesta Americana Hotel）で行われた IODP Exp 364 Post-cruise workshop お

よび Fieldtrip に参加した． 

 

6 月 4 日：Fieldtrip 

石灰岩層の陥没地形に地下水が溜まって形成されたセノーテの見学を行った． 

 

6 月 5 日：Workshop（Session1 Impact Processes） 

花崗岩からなる基盤岩およびインパクトメルト岩における数値計算・組織観察・衝撃変成・年代測定に関す

る成果発表 

 

6 月 6 日：Workshop（Session2 Deposition of the impact melt rock, suevite and transitional unit） 

スウェイバイトおよびスウェェイバイトと古第三紀堆積岩の間に挟まれる遷移層における物性測定・化学分

析・微古生物群集解析・堆積構造解析に関する成果発表 

報告者は，隕石衝突起源堆積物およびその上位に累重する古第三紀堆積岩を用いた強親鉄性元素濃度および

Re–Os同位体分析の結果を発表した．また，得られたデータから今後の研究遂行・論文執筆について地球化

学者らと意見交換を行った． 

 

6 月 7 日：Workshop（Session3 PETM and post-impact sedimentary section, recovery of life/ Session4 Hydrothermal 

processes and microbiology） 

隕石衝突後の堆積岩における堆積構造解析・古地磁気測定・古環境解析・層序解析・微化石層序解析に関す

る成果発表 

熱水活動に関連する岩石組織観察・化学分析・微生物 DNA解析・バイオマーカー分析関する成果発表 

 

6 月 8, 9 日：Fieldtrip 

Quintana Roo 南部に露出する白亜紀/古第三紀境界の隕石衝突によって形成されたイジェクタ堆積物の観察

を行った． 

備考 

Expedition364 の活動に対しての J-DESCからのご支援に感謝いたします． 

本報告書は J-DESCウェブサイトに掲載されます。未発表の研究データなど、公開に差し支えのある情報が含まれてい

ないかご確認ください。 

 → 確認後チェック ☑ 

注意事項 

1. 当報告書は出張終了後 2週間以内に海洋研究開発機構地球深部探査センター（CDEX）内 J-DESCサポートオフィ

スに E-mail (jdesc@jamstec.go.jp)でご提出ください。 



様式 3 

（2018.1） 

国際深海科学掘削計画（IODP）研究航海関連活動報告書 
 

 

提出年月日：   2018年 7月 4日 

氏名：山口 耕生              

所属機関・職名：東邦大学理学部・准教授  

 

活動の種類 

(該当項目を残す） 
Post-expedition meeting 

IODP研究航海番号 

および航海名 
 Exp. 364 Chicxulub impact crater 

乗船時の役割  Inorganic Geochemist （例 Sedimentologist） 

出張期間（移動も含む） 2018年 6月 2日 ～ 2018 年 6月 12日 

用務地（国・都市）  メキシコ合衆国・メリダ 

本活動における成果 
 
報告者は、メキシコ・メリダ（Fiesta Americana Hotel）にて開催された IODP Exp. 364 Post-cruise workshop と

Pre-および Post-meeting Fieldtrip に参加した。 
 
6 月 3 日：Fieldtrip 

 石灰岩層の陥没地形に地下水が溜まったセノーテの見学および水中撮影を行った（大学用務）。 

6 月 4 日：Fieldtrip 

 上記とは別のセノーテの見学を数ヶ所にて行った。 

6 月 5 日：Workshop（Session1: Impact Processes） 

花崗岩からなる基盤岩およびインパクトメルト岩における数値計算・組織観察・衝撃変成・年代測定に関

する成果発表。 

6 月 6 日：Workshop（Session2: Deposition of the impact melt rock, suevite and transitional unit） 

スウェイバイトおよび古第三紀堆積岩への遷移層における物性測定・化学分析・微古生物群集解析・堆積

構造解析に関する成果発表。 

6 月 7 日：Workshop（Session3: PETM and post-impact sedimentary section, recovery of life/ 

                    Session4: Hydrothermal processes and microbiology） 

天体衝突後の堆積岩における堆積構造解析・古地磁気測定・古環境解析・層序解析・微化石層序解析に関

する成果発表、および熱水活動に関連する岩石組織観察・化学分析・微生物 DNA解析・バイオマーカー

分析関する成果発表。 

報告者は，(1) 古第三紀の炭酸塩岩の炭素・酸素安定同位体および微量・希土類元素組成の測定結果と、

(2) 変質花崗岩類の主要・微量・希土類元素組成の測定結果、に関するを２件の研究発表を行った。得ら

れたデータから今後の研究遂行・論文執筆について地球化学者らと意見交換を行った。 

6 月 8, 9 日：Fieldtrip 

ベリーズ国境付近の Quintana Roo 南部に露出する、白亜紀/古第三紀境界の天体衝突によって形成された

イジェクタ堆積物の観察を行った。 

備考 

Expedition364 の活動に対しての J-DESCからのご支援に感謝いたします． 

本報告書は J-DESCウェブサイトに掲載されます。未発表の研究データなど、公開に差し支えのある情報が含まれてい

ないかご確認ください。 

 → 確認後チェック ☑ 

注意事項 

1. 当報告書は出張終了後 2週間以内に海洋研究開発機構地球深部探査センター（CDEX）内 J-DESCサポートオフィ

スに E-mail (jdesc@jamstec.go.jp)でご提出ください。 


