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平成２２年５月２７日

大岡 隆
新調査船プロジェクトグループ

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

新海洋資源調査船の建造
ー海洋資源の探査・開発を加速するためにー

平成２２年度（第４回）非鉄金属関連成果発表会
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１．調査船調達の背景

・日本のEEZの広さは世界第６位(約447万k㎡）
・大陸棚延伸海域を含め、その海底には、レアメ
タル等金属鉱物資源、メタンハイドレート等の存
在が期待。
・しかし、海底下の資源量調査が不十分。

最先端調査機器によ

る計画的・加速的な

調査が必要。

(1)「海洋基本計画」では「老朽化が著しい調査
船の維持・更新の方法について検討し、適切な措
置を講ずる。」と記載された。

(2)多くの海洋関係の研究者等有識者からも日本
の海洋資源確保のために最新の海洋資源調査船を
早急に整備すべきと強調された。

新調査船を早急に調達する必要

我が国の排他的経済水域（EEZ）

２００海里線
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（参考）深海底鉱物資源探査専用船 第２白嶺丸

昭和55年就航
全長 ：88.8m 幅：13.8m
総ﾄﾝ数：2,126㌧ 航海速力：15kt
航続距離：12,500s.m 定員：61名

（特徴）サンプル採取に秀でた調査船
・定点保持や超微速航行機能等高い機動性
・大型ウィンチ、Ａフレーム、光・動力複合
ケーブル、海底着座型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ、ﾊﾟﾜｰｸﾞﾗﾌﾞ
など各種のサンプリング機器を装備
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新調査船のイメージ図

２．新調査船調達事業の概要

● 事業予算

・平成２１年度補正予算：新海洋資源調査船の調達 ２００億円

・平成２２年度予算：付属調査機器の調達 ７５億円

● 新調査船調達スケジュール (今後の計画)
・平成２２年７月 起工
・平成２３年３月 進水、その後艤装工事
・平成２４年１月末 引渡し

● 体 制
・ 新調査船プロジェクトグループ(特命グループ)
・「新海洋資源調査試験船調達委員会」
・「調査機器調達アドバイザリーグループ」
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コバルトリッチクラストマンガン団塊海底熱水鉱床

海洋底
海溝

島弧

海山海底拡大軸

Depth
800-2,400m

Depth
4,000-6,000m

Depth
1,500-3,000m

沈込み帯

海底熱水活動

海底拡大軸

３．新調査船の目的と基本コンセプト

各種の海底資源の探査、開発を促進するため、最新の大型調

査機器等を導入したｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査、賦存量調査および海洋環

境調査が効率的かつ安全に実施できる調査船

メタンハイドレート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
深海底鉱物資源の賦存状況
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４．調査項目と調査機器

船上設置型掘削装置

海底着座型掘削装置

（BMS)

音 響 調 査

物 理 探 査

海 底 観 察

サンプリング

④船上重力計
⑤船上３成分磁力計／曳航式プロトン磁力計
⑥２Ｄ反射法地震探査装置

⑦ファインダー付深海カメラ:FDC
⑧有索式潜水調査船：ROV

そ の 他 ⑮電気伝導度、温度、水深測定装置:CTD
⑯流向流速計(船体付、曳航式)
⑰採掘要素技術試験機

調 査 項 目 調 査 機 器

①マルチナロービーム音響測深器
②ナロービーム表層断面探査器:nSBP
③サイドスキャンソナー :SSS

⑨船上設置型掘削装置（400m）
⑩海底着座型掘削装置（20m／50m）
⑪ファインダー付パワーグラブ
⑫各種ドレッジ
⑬大口径コアラ: (5m/20m)、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｺｱﾗ
⑭ロゼッタ式採水器
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（参考）調査項目と調査機器

各種音響調査
磁気調査
地震探査等

海底観察

海底掘削調査

・船上設置型掘削装置

・着座型掘削装置

・ROV
・深海カメラ等

表層サンプリング

・プロトン磁力計
・重力計
・2D地震探査装置等

・マルチナロービーム
・サイドスキャンソナー
・ｻﾌﾞﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ等

・ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ付きﾊﾟﾜｰｸﾞﾗﾌﾞ
・有索自航式ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置
・各種ドレッジ、コアラ
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５．新海洋資源調査船の概要

（新調査船の概要）
・総トン数：6100トン
・全長×幅：118ｍ×幅19ｍ
・航続距離：9000マイル

船上設置型掘削装置

アジマス推進器
（全旋回式推進器）

ムーンプール
（中央開口部）

大型船尾クレーン
（海底着座型掘削装置等を投入）

３つのバウスラスター【完成予想図】
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新調査船の外観(3Dアニメーション）
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① 多種類の調査機能
・２種類の掘削装置（海底着座型（BMS)、船上設置型）を搭載
（海底熱水鉱床、メタンハイドレート等の調査に使用）
・音響による測深・探査機器、物理探査機器
・海底熱水鉱床採掘要素技術試験機、各種海洋環境調査機器他

② 調査機能を活用するための船体設計
・高精度な定点保持機能と水中での雑音低減を両立
→複数のバウスラスターと大直径・低速回転型ハイスキュープロペラを使用した全
旋回式推進器を採用
・船体中央部にムーンプールを設置し、調査機器を安全かつ効率的に操作

③ 環境への配慮
・推進性能の良い船型と電気推進システムを採用し、燃料の消費及びＣＯ2やＮＯx
等の排出を最小限に抑制
・国際海事機関が定めた環境基準をクリアした廃油処理・焼却装置等を搭載すると
共に、近い将来適用される一般排水対策等に関する条約への対応を先取り
・地球環境の保全と調査活動を両立

本調査船の主な特徴
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（参考）新調査船と第２白嶺丸の比較（側面図）

（第２白嶺丸）
・全長88.8m
・幅13.8m
・総トン数2145トン

（新海洋資源調査船）
・全長約118m
・幅19m
・総トン数6100トン
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海底掘削調査（掘削方式の違い）

船上設置型 着座型(BMS)

新調査船 ちきゅう

船上設置型
（ライザー型）

50m/20m

400m 7500m

2000m 3000m

2500m



p.1313
13

調査船

掘削装置
・急峻な地形での調査
・地下深部の調査

鉱床

鉱床

鉱床

着鉱部

船上設置型掘削装置による調査

着座型BMSが設置可能な場所

堆積物（軟弱）
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反射法地震探査

着座型掘削装置

調査機器（ケーブルを使用するもの→多種類）

プロトン磁力計

ラージコアラー アームドレッジ ロゼッタ採水器 鉛直ネット

サイドスキャンソナー

ｽﾄﾘｰﾏｰｹﾌﾞﾙ 音源部

パワーグラブ

ＮＳＳ
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ウィンチ類（多種類の調査機器に対応）

種 類
径
(mm)

長さ
（m)

主要用途

① 光動力複合ケーブル 39 5,000 新型BMS、採鉱試験機

② 光動力複合ケーブル 24.6 5,000 現有BMS、深海カメラ等

③ 光動力複合ケーブル 24.6 10,000 ＳＳＳ、ＦＤＣ等

④ CTD用ケーブル 10 10,000 大型ＣＴＤ

⑤ ワイヤー 16 10,000 各種コアラ

⑥ ワイヤー 16 10,000 各種ドレッジ（曳航型）

⑦ ＳＵＳワイヤー 9 7,000 採水器、流速計、鉛直ネット等

⑧ 物探ストリーマーケーブル 53 1,500 反射法地震探査

⑨ 磁力計ケーブル 18 400 プロトン磁力計

⑩ ＲＯＶ用ケーブル 未定 未定 坑口観察用ROV等

（１０種類のウィンチ／ケーブルシステム）
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新調査船の作業及び研究スペース

（作業デッキ：約６２０㎡ （後部甲板） ）

（作業デッキ：約３２０㎡（前・後部甲板））

テニスコート
（24×11m）

ムーンプール

研究区画

作業区画

（第２白嶺丸）
・全長88.8m
・幅13.8m

（新海洋資源調査船）
・全長約118m
・幅19m
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大直径・低速回転型ハ
イスキュープロペラの
アジマス推進器

ＤＰＳ（自動船位保持装置）

ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ３機

（海況条件）
・潮流 ５kt
・最大風速 １５m/s
・有義波高 ３ｍ

（船首方向の潮流）水深の３% or ３０m （他の方向の潮流）水深の３% or ５０m

３０m

潮流方向

潮流方向

５０m

【DPSの性能位置保持精度】

この範囲に
留まれる

船体
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ムーンプール（中央開口部）

把持（はじ）装置
（調査機器をガイドする）

ハンドリングタワー
（ムーンプール上部に設置）

ムーンプール

ケース１：船上掘削装置搭載時 ケース２：大型調査機器使用時

掘削ロッドを
上下させる。

機器をケーブルに
より上下させる。
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（参考）ムーンプールからの機器の投入・揚収

新型BMSなどの
大型調査機器

ムーンプールハンドリングタワー

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
(4) 船体中付近にムーンプール（開口部約7.5m x 7.5m）を設置⇒  船上設置型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ、海底着座型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ、他の調査観測機器の投入揚収可能。また、ムーンプール用ハンドリングタワー（取り外し可能）、調査観測用把持装置及びムーンプール内ガイド装置を装備⇒  ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ等の吊り下げ式調査観測機器の投入揚収を安全に行うため（ムーンプールはノアの箱舟にもあった？）
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（参考）Ａフレームからの機器の投入・揚収

大型Ａフレーム（５０㌧（静荷重））

新型BMSなどの
大型調査機器

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
(6)観測調査機器用のケーブル、ワイヤの繰り出し巻き取り用観測ウィンチ10台を装備　      39mmφ x 5,000m、 24.6mmφ x 5,000m、 24.6mmφ x 10,000m、10mmφ x10,000m 　16mmφ x10,000m （以上ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾋｰﾌﾞ･ｺﾝﾍﾟﾝｾｲﾄ 機能付、ｽﾄﾛｰｸ 長: ±2.5m）　　16mmφ x 10,000m(可搬式)、ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ 9mmφ×7000m、物理探査機器ｽﾄﾘｰﾏｹｰﾌﾞﾙ　53mmφ　×1500m 、プロトン磁力計用及びROV用・船尾Ａフレームは様々な調査機器の投入に使用・ウインチを専用にして、ケーブルの巻替え作業等を減らす⇒効率化
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平成２２年 平成２３年 平成２４年

６．新調査船調達スケジュール

詳細設計、各種試験等

船体建造工事

艤装工事

▲起工（H22.7）

▲進水(H23.3)

▲引渡し
(H24.1末)

海上試験
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ご静聴ありがとうございました。
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