
コバルト・リッチ・クラストの
微地形把握と採鉱技術の基礎的検討

研究目的：
コバルト・リッチ・クラストの表面微地形変化が、採掘される原鉱
石品位に与える影響を実海域データから把握し、採鉱方法、採
鉱装置の基礎的検討に役立てるとともに、選鉱、製錬へとつな
がる鉱石フローの技術的、経済的問題点を抽出する

研究内容：
１．微地形変化の三次元デジタルデータ化
２．原鉱石品位、微地形変化パターン等推定
３．鉱石フローの問題点抽出

平成19年度（第10回）非鉄金属関連成果発表会 ２００８年１月３１日

産業技術総合研究所 地質情報研究部門 山崎哲生

おわりに：コバルト・リッチ・クラストの潜在的魅力と可能性

はじめに：コバルト・リッチ・クラスト開発の課題

（割愛）



層厚が薄いため微地
形変化が大きいと採掘
原鉱石のコバルト含有
率が低下する

コバルト・リッチ・クラスト開発の最大課題

はじめに



基盤岩混入率が高くなると経済性低下

はじめに

コバルト依存率が高く、コバルト価格変動
の影響を受け易い



ライバルはマンガン団塊
コバルト、ニッケル、銅、マンガンが対象金属
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同種の金属を含有するため、マンガン団塊とコバルト・リッチ・クラストは競合
基盤岩混入率を低くし、選鉱を実施しない条件でコバルト・リッチ・クラスト有利

はじめに
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微地形変化の三次元デジタルデータ化

微地形変化

コバルト・リッチ・クラスト賦存地域で撮影した既存の海
底ビデオ画像（デジタル化済み）のコマ（１秒間に約20コ
マ）の一部をビデオキャプチャーにより静止画像化して取り
出し、市販ソフトウエアを利用して、クラスト表面の微地形
変化を三次元デジタルデータ化する。

たとえば、あるコマとその１秒後のコマとの重複する部分
内で、ステレオ写真解析を行い、微地形変化のデータを作る。
そして、この解析を連続させてデータを結合し、線的、また
は面的な区画の微地形変化情報に拡張する。

海山のコバルト・リッチ・クラスト賦存状況を観察した海
底ビデオ画像の提供をＪＯＧＭＥＣから受け、ビデオキャプチャー
にはWinshotとArea61ビデオブラウザ、三次元デジタルデータ化
にはKuraves-G2を使用して、データの解析を行った。



ＢＭＳ画像を利用した微地形変化の三次元
デジタルデータ化

 
 

スケール：写真中の↔が20cm

左側写真の矢印部分付
近に着底し、コアを採取

微地形変化



初期点2０点に加えて１０点、計３０点を正確に入力

右側
写真

微地形変化



約10点を削除した状態

右側
写真

微地形変化



再度三次元表示し、解析領域を指示

右側
写真

微地形変化



解析領域の等高線表示と断面表示

右側
写真

微地形変化



ＡＵＶ搭載インターフェロメトリーソナーのデータ

東京大学工学系研究科、同生産技術研究所海中工学研究セ
ンターおよび同海洋研究所を中心とするインド洋中央海嶺調査
チームは、海中工学研究センターが開発した自律型海中ロボット
（AUV：Autonomous Underwater Vehicle）「ｒ２Ｄ４」をロドリゲス
島の沖合約200kmの中央海嶺にて潜航させ、インド洋最大、世

界最大規模の溶岩平原とそれにともなう熱水活動を発見した。
（白鳳丸航海 KH-06-4 Leg 3 2006.12.7-23 インド洋中央海嶺調査 2007年 1月9
日 プレス発表資料より引用）

・２台一組のインターフェロメトリーソナーのデータを用いて、
ステレオ写真撮影と同様の原理で、精度のよい地形凹凸を
測定可能
・ＡＵＶ搭載の場合は、海底面から一定の高度で、安定的に
測定ができるため、1m以下の精度を実現可能
・水深約2,700mで長さ約14km、溶岩の厚さ約300mの世界
最大級の海底溶岩台地(ドードー溶岩大平原)と、それにとも
なう熱水活動（チムニー状突起物等）を発見 微地形変化
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微地形変化



インターフェロメトリー
模擬データ
東京大学生産技術研究所
海中工学研究センター
浅田教授より借用

白鳳丸航海 KH-06-4 Leg 3 2006.12.7-23 インド洋中央海嶺調査
2007年 1月9日 プレス発表資料より引用

溶岩平原のサイドスキャンイメージ溶岩平原及び高地周辺の地形図

微地形変化



コバルト・リッチ・クラスト採鉱システムのイメージ

鉱石フロー

山崎他,”コバルト・リッチ・マンガン鉱床の
賦存特性と採鉱技術の基礎的検討“, 資
源と素材, Vol. 112, No. 14, 1996. より



鉱石フローの問題点抽出

コバルト・リッチ・クラストの基盤岩混入率、原鉱石品位は、選鉱、製錬へとつ
ながる鉱石フロー全体に大きな影響を与える。このため、資源機構で実施済み、
あるいは実施中の関連研究の成果も勘案して、鉱石フロー全体に発生すると
予想される技術的、経済的問題点等を抽出する。

品位：Co 0.64%, Ni 0.5%, Cu 0.13%、基盤岩混入率：19%、採掘効率：70%、取込効率：87％、
粉化損失：2%、含水率：35%、磁力選鉱効率：93%、製錬効率：Co 90%, Ni 97%, Cu 94%等仮定

クラスト開発モデルにおける鉱石フローの例
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山崎他(2002). “コバルト・リッチ・クラストのポテンシャル比較手法の開発”, 
資源と素材, Vol. 118, 2002より 鉱石フロー



コバルト・リッチ・クラスト採鉱システムの概念設計
過去にカッターヘッドを装備した自走式採鉱機による流体ドレッジ方式
（Halkyard, 1985; Latimer and Kaufman, 1985）が提案された。しかし、

平成１３年度金属鉱業事業団受託研究「深海底鉱物資源の探査技術
等の開発調査」では、深海底鉱物資源開発協会（1995）から提案された、

ペーブメント状及び礫状の両方に対応できる自走式採鉱機と水中ポン
プ揚鉱による流体ドレッジ方式を採用した。

採鉱機はピック埋込タイプ自由回転式圧砕ローラを掘削装置、ジェットノ
ズルを取込装置として有し、そのほかに本体フレーム、走行装置、供給
装置、制御装置で構成される。走行装置は地形の変化、障害物に対応
可能な4履帯式である。採鉱機の容量については、採掘適地でのみ稼
働させるためなどの生産ロスを考慮して、取込量は150t/hと想定した。
採鉱機の大きさは、幅5.0m、長さ13.5m、高さ4.2mであり、概略の重量
は本体18t、走行装置18t、掘削装置5t、その他8t（取込装置2.5t、供給
装置2t、制御装置1t、採鉱物2.5t）合計49tとなる。動力は400kWとし、
採鉱時走行速度は9.0m/minである。

山崎他,”コバルト・リッチ・マンガン鉱床の賦存特性と採鉱技術の基
礎的検討“, 資源と素材, Vol. 112, No. 14, 1996. より 鉱石フロー



鉱石フロー

4履帯自走式採鉱機
原鉱石取込量150t/h
長さ13.5m、幅5.0m、高さ4.2m
本体18t、走行装置18t、掘削装置5t、その他8t
動力400kW
採鉱時走行速度9.0m/min

半分程度に小型化

鋼製揚鉱管内の水中ポンプによる二相流輸送

ワイヤーラインバケットに

微地形変化に対応できる小型掘削ヘッドの適用と
制御性向上

コバルト・リッチ・クラスト採鉱システムの再構築
生産規模（91万t/y）を下方修正



J. Heinの2006 ISA Workshopでの講演資料より

コバルト・リッチ・クラストは宝の山!?
クラスト中のレアメタル・レアアース類の価格試算例

おわりに



鉄マンガン鉱石

マンガン鉱石

Ferromanganese
Manganese
Weathered granite
(conventional source)

産業技術総合研究所のプレス発表（2007年2月8日）
(http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2007/pr20070208/pr20070208.html)
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陸上の鉄マンガン鉱床では
あるが、熱水起源で海成

コバルト・リッチ・クラストは宝の山!?
レアアース類（重希土類）含有の可能性大

おわりに



コバルト・リッチ・クラストは宝の山！

おわりに

・レアメタル・レアアース類も開発対象とすることで、
コバルト依存率が高いという課題を克服

・テルル、チタン、セリウム、ジルコン、モリブデン、
プラチナ、重希土類元素などの供給源となる可能性

・製錬工程におけるレアメタル・レアアース類の挙動
を解明し、経済的に回収できる方法を発見

・クラスト試料の再分析等により、レアメタル・レア
アース類含有率データを収集

・基盤岩混入率を低くする工夫は必須

名前を変える→レアメタル・リッチ・クラスト


