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海底熱水鉱床の開発に向けた取り組み



本日の講演内容

1

１．海外での取り組み状況

（UMI2008国際学会報告）

２．我が国の取り組み状況

３．まとめと今後の展望



UMI2008国際学会の概要

UMI：
 

Underwater Mining Institute（海底鉱業会議）

○主催団体：
 

IMMS: International Marine Mineral Society
（国際海洋鉱物学会）

○目的
研究者、技術専門家、環境・資源・政策マネージャーで、当該分野における世界の

 第１人者が参加し、最新情報・アイデアの共有等を目的

○経緯
・1970年に第１回開催。以降毎年開催場所を変え、開催国の大学、研究機関がホス

 トを担っている。
・昨年の会議(UMI2007)は初めて日本(東京)で開催され、JOGMECも支援機関の一

 つとして、運営にも従事。

○UMI2008（2008年11月17日～19日）
・今年は38回目にあたり、開催地をミシシッピ大学に移し、「Marine Minerals: 

Technological Solutions and Environmental Challenge」をテーマに開催。
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3

その他, 2

メタンハイド

レート, 6

環境, 6

会議の状況

・参加者：７４名
・日、米、英、仏、露、カナダ、独、中、

 韓、南ア、オランダ、ポルトガル、豪

 州、ＮＺ、フィジー、ジャマイカ、ノル

 ウェーの１７カ国

・発表27＋5件のPS
・全体的には、海底熱水鉱床の探査・開発関連の発表が半分を占める他、中国によ

 るマンガン団塊の採鉱実験の状況、メタンハドレート(日、米)等、多岐の分野にわた

 る発表。特に、熱水鉱床探査・採掘企業のブース出展等
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会議のトピックス紹介

○海底熱水鉱床の開発状況

・Nautilus Minerals社（カナダ・バンクーバー）：PNG
・Neptune Minerals社（英国・ロンドン）：NZ

○採掘技術

・Marine Mineral Projects社（南ア・ケープタウン）
・IHC Merwede社（オランダ・シレッドリヒト）
・Technip社（仏・パリ、米・ヒューストン）

○探査技術

・Seafloor Geoscience社（米・ヒューストン）：ボーリングマシン
・Ocean Floor Geophysics社（カナダ・バンクーバー）：海底電磁法等

採鉱システム

Technip社採鉱イ
 メージビデオ
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(UMI2008発表資料)

採鉱支援船の建造風景

PNG沖のSolwara1鉱床（概測８７万ト
 ン、予測１３０万トン）の採掘目標

＜２００８年１２月１７日付け同社ＨＰ＞
機器の製作を中断し、２０１０年生産開始

 を延期

Nautilus Minerals社の開発への取り組み

Technip社（米・ヒューストン）提案

 のライザーシステム 5
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Neptune Minerals社の開発への取り組み

2005年後半からＮＺ海域で鉱区を取得し、海底熱水鉱床の探査活動
 を活発化。以降、採鉱システムの検討をTechnip社で実施。2011年の
 採掘試験を目標。

＜１２月３０日同社ＨＰ＞
・２月にロンドン市場への上場中止を予告

6(UMI2008発表資料)



Marine and Mineral Projects社（１）

採鉱船名 PEACE IN FRICA YATOIVO KOVAMBO
概要 ダイヤモンド掘削のための深海採掘クロー

 ラー、ランチャー＆回収システム、4点式係留

 システム

ダイヤモンド掘削のため

 の深海採掘クローラー、

 ランチャー＆回収システ

 ム

クローラー 260t 225t 180ｔ

ランチャー＆回収

 システム
600t 450t 300t

電力システム 4.5 Mega Watts 4.5 Mega Watts 3 Mega Watts
その他 中央遠隔制御システ

 ム、SONARリアルタ

 イム３D認識システム

中央遠隔制御システ

 ム、SONARリアルタイ

 ム３D認識システム

中央遠隔制御システム、

・１９９３年に南アに設立された世界的な海洋エンジニアリング企業。
・海底ダイヤモンド採掘、石油ガス採掘等を展開。
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＜主な採鉱船及び海底採鉱システム＞



Marine and Mineral Projects社（２）

クローラー式採鉱システム例（写真タイトルは採鉱船名）

8（同社パンフレットより）



○本社：オランダ、従業員：３，０００人

○事業分野：３つ
①ドレッジ・採鉱(Dredge & Mining)
②沿岸・海洋(Offshore & Marine)
③両者関連した技術・サービス(Technology & Services)

○320年の歴史を有し、380ドレッジ、1,500ポンプ等

○対応水深の変遷：30m→150m／200m→2000～3,000m

○採掘対象ビジョン：海底熱水鉱床、マンガン団塊、マンガンクラスト、
 ダイヤモンド、ガスハイドレート

ドレッジ・採鉱を中心とする世界市場のリーダー的企業

IHC Merwede社

同社HPより
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Seafloor Geoservices社（ボーリングマシン）

第１世代 第２世代

Rovdrill Rovdrill m50 Rovdrill m80
掘削方法 ロッド継足方式 ワイヤーライン ワイヤーライン

対応水深 3000m 2200m
掘進長 18m 55m 80m（最大160m)
コア径 55.6mm 69.85mm 76.2mm
電力供給 ROV電力利用 ROV電力利用 ROV電力利用

Nautilus社が PNG海
 域で使用

10（同社パンフレットより）



プロトタイプ電磁システム（Mk1.0）－2007年8月

電磁調査結果

・１００日で開発
・ボーリング結果と調和

Ocean Floor Geophysics社（電磁探査法と磁力計の開発）

11
世界で初めて実用化したと報告

（UMI2008資料）



電磁システム（Mk2.0）－2008年8月

・PNG海域での４週間にわたる電磁調査（２号機）と新規開発した磁力計による磁気
 調査の実施

・PNG及びトンガ海域における８週間のROVサンプリング調査の間にも実施

2008年の活動（電磁調査と磁気調査）

磁力計－2008年8月

Ocean Floor Geophysics社（電磁探査法と磁力計の開発）

12（UMI2008資料）



２．我が国の取り組み状況
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第１６条 政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋に関する基本的な計画
（以下「海洋基本計画」という。）を定めなければならない。

平成１９年７月２０日(海の日)施行海洋基本法

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」策定の背景「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」策定の背景

平成２０年３月１８日閣議決定

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
３ 排他的経済水域等の開発等の推進
○当面の探査・開発の対象を石油・天然ガス、メタンハイドレート及び海底熱水鉱床とし、必要な政
策資源を集中的に投入する。

○平成20年度中に、関係府省の連携の下、「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画（仮称）」を策定す
る。同計画においては、目標達成に至るまでの探査・開発の道筋とそのために必要な技術開発等に
ついて極力具体的に定める。

石油・天然ガス

メタンハイドレート
海洋本部会合
本部長：総理大臣

海洋本部会合
本部長：総理大臣

経済産業大臣経済産業大臣

総合海洋政策本部事務局／関係省庁

諮問・答申 報 告

調 整

石油分科会石油分科会

鉱業分科会鉱業分科会海底熱水鉱床等

海洋基本計画

平成２１年１月３０日ＭＥＴＩ総合資源エネルギー調査会第７回鉱業分科会資料より抜粋 14



○全体構成（本文１０ページ）
①海底熱水鉱床の開発計画（開発計画の主体）
②その他のエネルギー・鉱物資源の開発
－コバルトリッチクラストの開発
－マンガン団塊の開発
③各省庁等との連携等

○概要
①海底熱水鉱床の開発計画（目標：１０年間で商業化）
・課題：資源量評価、環境影響評価、採掘技術、製錬技術
・進め方：２期に区分（24年度まで：第１期、30年度まで：第２期）

さらに各期を前半・後半に区分

②その他
・コバルトリッチクラスト：24年までの計画（公海上＋経済水域も実施）。国際的な権益確保。
・マンガン団塊：当面鉱区維持

③各省庁等との連携等
・文部科学省、ＪＡＭＳＴＥＣとの連携強化、国民の理解等

海洋エネルギー・鉱物資源開発計画のうち
海底熱水鉱床等鉱物資源の開発計画

平成２０年１月３０日鉱業分科会で当該計画案が審議

15
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・海底熱水鉱床は、海底から重金属に富む熱水が噴出し、銅、鉛、亜鉛、金、銀等の重

 金属が沈殿して生成された多金属硫化物鉱床。

・我が国周辺海域では、沖縄トラフ及び伊豆・小笠原海域において、科学、資源調査等

 によって、多くの鉱床が発見。これらは、世界的にも分布水深が700m－1,600mと浅く、

 開発に有利と期待。

・熱水鉱床周辺は、特異な熱水性生物群集が存在し、将来の遺伝子資源ソース等として期待。

沖縄海域

日本周辺の海底熱水鉱床の分布
（オレンジ色）

（出典：JAMSTEC）

海底熱水鉱床の重要性

海底熱水鉱床と周辺

 生態系

16



海底熱水鉱床開発の課題

○資源量評価の状況

○海底熱水鉱床の生態系、海洋環境保全に関する状況

○海洋開発機器の開発状況
○金属回収方法（選鉱・製錬）の状況

・深度方向の連続性、品位等の情報が未取得
→高密度のボーリング調査等による資源量把握が急務

・近年、生物多様性保全の高揚等、環境保全に対する重要性

 が認識
・既存データによる生態系の解析等による効果的な環境特性

 把握にが必要

・国内外で、掘削機や海底浚渫ロボットが開発
・ただし、いずれも浅海域や堆積物の浚渫等

 を目的
→新たな掘削システムの開発が必要

・陸上鉱床の既存プロセス（浮遊選鉱ー

 乾式製錬法）が応用可能
・ただし鉱物が細粒、レアメタルを含有、ヒ

 素等の不純物が多く含まれること等から、

 既存プロセスの改良や湿式製錬法の適

 用の検討必要

海底熱水鉱床調査の現状

深海カメラ（FDC）画像
熱水鉱床周辺に生息する熱水性生物群集（カニ、貝、ナマコ等）

17平成２１年１月３０日ＭＥＴＩ総合資源エネルギー調査会第７回鉱業分科会資料を要約）



海底熱水鉱床の開発計画の基本方針

●今後１０年間の研究開発期間を２段階に分けて推進。

●海底熱水鉱床の開発は、世界的にも開発事例のない未踏の分野。

このため、

・有望鉱床の詳細な資源量の把握

・熱水鉱床周辺に貴重な生態系が存在することから、環境影響を極
 力低減できる採鉱技術の開発

・鉱石の特徴に応じた製錬技術の開発等を実施・

●専門家等の評価・助言を踏まえつつ、各分野の進捗状況を見極め
 全体を整合して効率的に推進。

平成２１年１月３０日ＭＥＴＩ総合資源エネルギー調査会第７回鉱業分科会資料より抜粋
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海底熱水鉱床に係る開発計画の内容

第１期

第２期

（平成２１～２４年度）

（平成２５～３０年度）

○存在が確認されている有望鉱床の詳細な資源量の把握を実施。

○海洋環境調査（生物の生息状況や海流等）の実施とともに、環境影響予測モデ

 ルの設計・開発を実施

○採鉱システム、揚鉱システム等の基礎的検討を行い、海洋実験機の設計を実施。

○製錬技術の基礎的検討を行い、パイロットプラントの設計を実施。

第１期の各々の分野での検討結果を踏まえ、以下を実施し、商業化を目指す。

○新規鉱床の探査とその資源量の詳細な把握

○環境影響予測モデルの実証試験を実施。

○採鉱に係る海洋実験機の製作、実証試験を実施し、その結果を踏まえ、商業機

 の設計を実施。

○製錬に係るパイロットプラントの設計、試験及び実証プラントの建設、試験を実施。

平成２１年１月３０日ＭＥＴＩ総合資源エネルギー調査会第７回鉱業分科会資料より抜粋 19



海底熱水鉱床に係る開発計画

○環境影響評価

○資源開発技術

○製錬技術

第１期（～平成２４年度）

第
２
期
最
終
評
価
（
経
済
性
評
価
（
Ｆ
／
Ｓ
）
）

第２期（～平成３０年度）

○資源量評価

商
業
化
検
討
（
平
成
３
０
年
度
）

前半３年 後半２年 前半２年 後半４年

既知鉱床の概略資源量の把握 詳細資源量の把握

・海洋環境基礎調査（環境特性把握）
・環境影響予測モデル設計・開発
・遺伝子学的研究による環境保全策検討

試験候補海域に即した
・海洋環境基礎調査
・予測モデル開発
・環境保全策検討

・予測モデル完成
・環境影響実証試験

・事後モニタリング
・予測モデル検証
・保全策の有効性確認

第
１
期
中
間
評
価
（
試
験
候
補
海
域
選
定
）

第
１
期
最
終
評
価
（プ
レ
Ｆ
／
Ｓ
）

第
２
期
中
間
評
価

新鉱床の発見と概

 
略資源量の把握

実験機製作・海

 
洋実証試験

商業機詳細設計

・既存プロセスの基礎的検討（ビーカー～
ベンチスケール試験）
・新製錬技術の検討

・パイロットプラント設計
・スケールアップ試験

（数kgオーダー）

パイロットプラント

 
建設・試験

実証プラント建設・試験
（数トン～数10トン／日）

詳細資源量の把握

実験機の概念設

 
計・詳細設計

採鉱、揚鉱、採鉱母船（操船・洋上処理）

 
システムの基礎的検討

平成２１年１月３０日ＭＥＴＩ総合資源エネルギー調査会第７回鉱業分科会資料より抜粋 20



ＪＯＧＭＥＣの活動状況

○ＪＯＧＭＥＣでは国の委託を受け、平成２０年度から、資源量評価、環境影響評価、

 資源開発技術、製錬技術の検討に着手。

○資源量評価については、沖縄・伊豆小笠原海域において、

既に確認されている鉱床（徴候）を中心にＪＯＧＭＥＣ所有

の第２白嶺丸を活用し、詳細なボーリング調査を実施。

○また環境影響評価のための環境調査については、ＪＡＭＳＴＥＣの所有する研究船・

 探査機等を活用し、以下の調査を実施済み。

・深海調査研究船「よこすか」と巡航探査機「うらしま」に

 よる微地形調査

（調査期間：１２月７日～２９日）

・深海調査研究船「かいれい」と無人探査機「かいこう７０

 ００Ⅱ」による生物、堆積物の採取等

（調査期間：１月７日～２６日）

21

深海用ボーリングマシン

うらしま

かいこう７０００Ⅱ



１．海外では活動を活発化してきた民間ジュニア２社が事業を縮小・延
 期。

２．国は、海洋基本法、海洋基本計画（平成２０年３月閣議決定）を策定
 し、特に海底熱水鉱床については今後１０年程度を目標に商業化に
 移行することを明示。

３．特に、平成２０年度内に、目標達成に至るまでの探査・開発の道筋
 とそのために必要な技術開発等について具体的に定めた

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」
 
を策定

（現在、審議会等で議論中で、１月３０日に計画案が承認。今後、パブリックコメント

 を聴取し、３月末までには策定予定）

４．JOGMECは国の実行機関として、今年度から経済産業省の委託を
 受け、資源量評価、環境影響評価、資源開発技術、製錬技術の検

 討に着手。

３．まとめと今後の展望

22



５．環境影響評価のための環境調査ではJAMSTECの研究船の活用等、
 省庁等との連携を積極的に進めている。

６．海底熱水鉱床の開発は、資源量の把握が重要であることはもとより、
 開発事例がなく、環境に配慮した採掘技術等の開発が必要。

７．深海底鉱物資源は、陸上資源に比べて開発リスクが高く、資源価格
 の動向も開発機運を左右。また、膨大な開発コストがかかるため、民
 間企業へインセンティブを持たせるような魅力ある資源ポテンシャル

 を提示することが必要。

８．
 

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」
 
が策定されれば、今後の海

 洋鉱物資源開発の道筋が構築。

３．まとめと今後の展望（つづき）
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