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「深海底鉱物資源の開発技術に関する我が国企業の関連性及び参入可能性」 

に関するアンケート 

 

付属資料：海底熱水鉱床と開発システム 

 

１．深海底鉱物資源 

我が国には世界第 6 位の広大な 200 海里の排他的経済水域（EEZ）が存在し、海底の資源

開発については主権的権利が確保されている。資源小国と言われる日本は、EEZ に眠る海底

鉱物資源を開発する技術を確立することにより、新たな自国の鉱物資源の供給源を得る可能

性を秘めている。 
深海底鉱物資源は分布する場所、形成の仕方・形状、含まれる金属元素の違いなどから、

マンガン団塊、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラス、及びトレアアースの 4 種類に分ける

ことができる。 
図 1-1 に深海底鉱物資源分布概念図1、表 1-1 に分布概要2、表 1-2 に特徴2を示す。 

 
図 1-1 深海底鉱物資源の分布概念図 

 
  

                                                   
1 JOGMEC ホームページ http://www.jogmec.go.jp/metal/metal_10_000002.html 
2 上記ホームページから本稿用に編集 

http://www.jogmec.go.jp/content/300187175.jpg
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表 1-1 深海底鉱物資源の分布概要 

種類 海底分布の概要 
海底熱水鉱床 海底面から噴出する熱水から金属成分が沈殿してできた銅、鉛、

亜鉛、金、銀などからなる多金属硫化物鉱床で、海底面でチムニ

ーやマウンドを形成する。 
コバルトリッチク

ラスト 
マンガン団塊と類似の鉄・マンガン酸化物で、海山の斜面や頂部

の玄武岩などの基盤岩を厚さ数 mm から数 10cm でアスファル

ト状に覆っている。特にマンガン団塊に比べてコバルトの品位が

3 倍程度高く、また微量の白金を含むのが特徴である。 
マンガン団塊 水深が 4、000 から 6、000m の比較的平坦な大洋底に半埋没し

ている、直径 2～15cm 程度の球状ないし楕円状の鉄・マンガン

酸化物の塊である。マンガン、鉄を主成分とする酸化物で、ニッ

ケル、銅、コバルトなどの有用金属が含有されている。 
レアアース 水深が 4、000 から 6、000m の比較的平坦な海底に分布する泥

質な堆積物である。高濃度のレアアースを含んでおり、太平洋の

広範囲に存在しているため資源量が膨大だと言われている。 
 

表 1-2 深海底鉱物資源の特徴 

項 目 海底熱水鉱床 コバルトリッチ

クラスト 
マンガン団塊 レアアース堆積

物 
水 深 700～2000m 800～2400m 4000～6000m 4000～6000m 
含有する

有用金属 
銅、鉛、亜鉛、金、

銀、レアメタル 
マンガン、銅、ニ

ッケル、コバル

ト、白金他 

マンガン、銅、ニ

ッケル、コバルト

他 

レアアースを含

有 

分布海域

（代表的

海域） 

海底拡大軸、背弧

海盆、火山弧（東

太平洋海膨、沖縄

諸島、伊豆・小笠

原諸島など） 

大洋の海山・海台

（南鳥島、ウェー

ク島、マーシャル

諸島、ハワイ諸島

等周辺 

大洋の深海底（ハ

ワイ南東方海域

など） 

太平洋の海底に

後半に渡って分

布（南東太平洋や

中央太平洋） 

分布域の

地形・地

質 

過去、現在の熱水

活動域 
平頂海山斜面部

および平頂部、比

較的凹凸に富む 

比較的平坦、遠洋

性堆積物分布 
平坦な海底、粘土

状の堆積物 

鉱石資料 
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２．海底熱水鉱床 

我が国周辺海域では、島弧-海溝系に属する沖縄トラフ及び伊豆・小笠原海域（図 2-1）に

おいて、JOGMEC による海洋資源調査や国立研究開発法人産業技術総合研究所や同海洋研

究開発機構等の科学的調査によって、多くの海底熱水鉱床が発見されている。さらに、分布

水深が 700-1,600m と比較的浅く、中央海嶺に分布するものより金、銀の品位も高いことか

ら、技術的・経済的にも開発に有利であると期待されている。3 

 

海底熱水鉱床は、地下深部に浸透した海水がマグマ等により熱せられ、地殻から有用元素

を抽出した「熱水」が海底に噴出し、周辺の海水によって冷却される過程で、銅、鉛、亜鉛、

金、銀等の各種金属が沈殿してできたものである。図 2-2 に海底熱水鉱床を形成するチムニ

ーを示す。4  

                                                   
3 「海底熱水鉱床開発計画 第 1 期最終評価報告書」、平成 25 年 7 月 5 日、経産省、JOGMEC 
4  JOGMEC ホームページ http://www.jogmec.go.jp/metal/metal_10_000009.html 

図 2-1 日本周辺の主な海底熱水鉱床の分布域 3 

図 2-2 海底熱水鉱床は海底面でチムニーやマウンドを形成 
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３．海底熱水鉱床の採鉱全体システム 

海底熱水鉱床の採鉱全体システムは、下記に示すユニットから構成されている。図 3-1 に

全体システム5を示す。 
- 採鉱船ユニット：鉱物を海上まで引き上げ、それをシャトル運搬船に積み込む。油ガス開

発におけるプラットフォームと同等の揚鉱機能、管理機能、生活機能を

有するすべての活動の基地となる艦体である。 
- 揚鉱ユニット：採鉱物を海底の採鉱機から水中ポンプまで送るフレキシブルホース、水中

ポンプ、水中ポンプから海上の母船まで送る揚鉱管、採鉱機と揚鉱管を

繋ぐフレキシブルホース、海底を走行し採鉱する採鉱機によって構成さ

れている。 
- 採鉱ユニット：海底を走行して海底鉱物を採鉱する採鉱機、および集鉱機である。 

                                                   
5 Nautilus Minerals homepage: http://www.nautilusminerals.com/IRM/content/default.aspx 

母船ユニット 

揚鉱ユニット 

採鉱ユニット 

図 3-1 海底熱水鉱床の採鉱全体システム 

揚鉱管 

採鉱母船 

水中ポンプ 

フレキシブルホース 

一次破砕機
集鉱機 

二次破砕機 
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システムの構成要素の概念図と必要となる機能を図 3-26と表 3-1 に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 3-1 採鉱システムの構成要素に必要となる機能 

システムの構成要素 必要となる機能 

採鉱母船 DPS または係留索で定位置を保持しながら、鉱物を海上まで

引き上げ、それをシャトル運搬船に積み込む。すべての活動

の基地となる艦体で、油ガス開発におけるプラットフォーム

と同等の揚鉱機能、管理機能、生活機能を有する。 

揚鉱管（ライザー） 鉱石を水中ポンプから採鉱母船まで流体輸送する揚鉱装置 

水中ポンプ 揚鉱管を通してスラリー状の採鉱を母船まで揚鉱する 

フレキシブルホース 採鉱機と揚鉱管をつなぐとともに採鉱機の活動を支援する 

採鉱機 海底で採鉱作業を行う。海底での走行機能、採鉱機能、およ

びモニタリング機能が必要である。 

シャトル運搬船 採鉱した鉱物を採鉱船から陸上まで輸送する。 

ROV、AUV 探査、海底環境のモニタリング、採鉱活動の支援 

 

 

 

                                                   
6 石黒慎二他「海底熱水鉱床採掘要素技術試験機の開発」三菱重工技報 Vol.50 No.2(2013) 

図 3-2 海底熱水鉱床の採鉱システムの構成要素 

ROV／AUV 
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４．我が国の海底熱水鉱床開発計画 

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」は、平成 21 年 3 月に策定され、平成 25 年 12 月

に見直しが行われ、現行計画となっている。そのうち海底熱水鉱床については、平成 28 年
度までに採掘試験機の海上試験、揚鉱システムの設計・陸上・海上試験、パイロット試験に

よる選鉱・製錬の技術確立等が掲げられ、これを踏まえた上で方向性の確認・見直しが予定

されている。最終的には、経済性の検討を経て、平成 30 年代後半以降に民間企業が参画する

商業化を目指したプロジェクトが開始されるよう、資源探査、採鉱・揚鉱に係る機器の技術

開発等の推進が掲げられている。 
図 4-1 に我が国の熱水鉱床の開発に向けた工程表を示す。 
 

 

 
 
 

５．海底熱水鉱床開発の経緯と現状4 

我が国の海底熱水鉱床開発は、経済産業省から委託を受けた JOGMEC が中心となってデ

ータの蓄積が行われている。 
1985 年度（昭和 60 年度）から 1994 年度（平成 6 年度）までの 10 年間は、第 2 白嶺丸を

用いてメキシコ沖の東太平洋海膨の公海域で海底熱水鉱床の賦存状況調査を実施した。調査

は、東太平洋海膨の中軸谷沿いやその周辺の海山において、地形調査、海底観察、サンプリ

ング調査を実施し、いくつかの海域で海底熱水鉱床の新たな徴候を発見した。 
 1995 年度（平成 7 年度）から 1999 年度（平成 11 年度）までは、沖縄海域において賦存

状況調査を実施し、伊是名海穴内で、「Hakurei サイト」を発見した。 
 さらに 2000 年度（平成 12 年度）から 2003 年度（平成 15 年度）の 4 年間は伊豆・小笠

原海域において調査を実施し、ベヨネース海丘内で「白嶺鉱床」を発見した。 

図 4-1 海底熱水鉱床の開発に向けた工程表 
出典：平成 25 年 12 月経済産業省「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」 
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 2004 年度（平成 16 年度）から 2008 年度（平成 20 年度）までは、両海域での調査は中断

したが、2008 年（平成 20 年）4 月に策定された「海洋基本計画」に基づき、沖縄海域及び

伊豆・小笠原海域における海底熱水鉱床の開発に向けた資源量評価、生産技術（採鉱・選鉱・

製錬）開発及び環境影響評価の取組みが開始された。 
 資源量評価に関しては、2008 年度（平成 20 年度）から、深海鉱物資源探査船「第 2 白嶺

丸」の海底着座型掘削装置（掘削能力 20m）で 121 孔、延べ 1,073m のボーリング調査を実

施し、海底表層部の主に硫化物からなる丘状の地形（マウンド）について資源量が 340 万ト

ンであると算定した。 
さらに、2012 年（平成 24 年）2 月から、新たに就航した海洋資源調査船「白嶺」の船上

設置型掘削装置（掘削能力 400m）で 55 孔、延べ 2,712m のボーリング調査を実施した結果、

海底表層部に存在するマウンドの深部方向への連続性を把握すると共に、マウンド周辺部の

泥質堆積物の下にも層状の下部鉱体が存在していることを把握し、資源量をマウンド鉱体

390 万トン、下部鉱体 350 万トンの計 740 万トンと算定した。 
さらに、海底熱水鉱床の採掘技術の開発を目指し、伊是名海穴において世界で最初の専用

試験機を用いての走行実験や採掘実験にも成功し、着実に生産技術の開発に向けたデータ蓄

積を図っている。選鉱・製錬技術の取り組みとしては、沖縄、伊豆・小笠原海域から採取し

た鉱石を用いて、多種多様な鉱石に対応するための最適プロセス開発に努めている。環境影

響評価分野では、海底熱水鉱床周辺海域の環境特性を把握するための環境ベースライン調査

や、影響予測、保全策の検討を進め、現時点では試験場所に固有の生物が存在しないことを

確認した上で、各種の採掘実験を行っている。 
また、新鉱床の発見に関しては、広域調査として、我が国周辺海域の海底熱水鉱床につい

て、広域海底地形調査から有望海域の絞り込みを実施している。チャーター船を用いた沖縄

海域の調査により、2014 年（平成 26 年）7 月に伊平屋小海嶺周辺で「野甫サイト」を平成

26 年 7 月に発見した。また、海上保安庁が発見した第 3 久米海丘周辺の地形異常について

ROV を用いた調査を行い、「ごんどうサイト」の存在を 2014 年（平成 26 年）11 月に確認し

た。さらに 2015 年度（平成 27 年度）には伊平屋島北西海域及び久米島北西方海域の 2 つの

海域に、「田名（だな）サイト」及び「比嘉（ひが）サイト」をそれぞれ発見した。 
 

６．アンケートの対象システム 

 図 3-1 に示す海底熱水鉱床の採鉱全体システムの中から海底の採鉱ユニットと海中の揚鉱

ユニット、およびシステムの作動状況のモニタリングや環境モニタリングのためのユニット

について、それぞれの構成要素を示す。 
 
6.1 採鉱ユニット3 

採鉱ユニットは、鉱石を掘削するための採鉱機、掘削された鉱石片を集めるための集鉱機、

及び集鉱機から揚鉱ユニットまで鉱石を輸送するためのフレキシブルホース等で構成されて

いる。下記詳述は参考文献 5 による。  
① 掘削装置 
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採掘ユニットを構成する採鉱機の掘削装置としては、下記の要件を満たすことが必要であ

る。 
 対象鉱石の圧縮強度は最大 50 MPa で，鉱体は固結した塊状硫化物からなる比較的均

質な岩盤と想定 
 目標掘削量は湿潤重量で 5,000 wt/日、平均比重 3 で約 70m3/時 
 掘削ヘッドはブームに搭載可能で、前方及び下方を掘削できること 
 掘削ヘッドは安定した粒度が得られること 

 掘削ヘッドは、採鉱機の掘削装置としての要件を考慮すると、採鉱機の掘削ヘッドとして

ドラムカッターが最も適しており、ロードヘッダー、カッターヘッドがそれに次ぐと考えら

れる。この結果、本採鉱機用の掘削ヘッドとしては、ドラムカッターを、補助採鉱機用の掘

削ヘッドとしてはロードヘッダー、カッターヘッド型のヘッドを選定した。 
② 移動装置 
海底での移動方式として歩行式及びクローラ方式（2 クローラ、4 クローラ）がこれまで

用いられている。凹凸地、軟弱地盤、傾斜地での移動性を評価した結果、角礫が集積し 
た凹凸地形の多い熱水鉱床での移動装置としては 4 クローラ方式、または低重心の 2 クロー

ラ方式が適していると考えられる。 
③ 集鉱装置 
掘削された鉱石片の水中ポンプユニット（揚鉱ユニット）までの輸送については、集鉱装

置を用いてフレキシブルホースを介してスラリーで輸送される。集鉱装置を計画する上での

検討条件を以下に示す。 
 掘削により鉱石は 50mm 以下の大きさに砕かれるものとする 
 鉱石の比重は平均 3 とするが、最大 4 の鉱石も考慮する 
 水中ポンプユニットの海底からの高さ最大 100m とする（オペレーション時の標準の

海底からの高さは 50m とする） 
 フレキシブルホース長 150m 
 スラリー体積濃度 15％以下を目安とする 
 フレキシブルホース内径 200A を標準とする 

④ 採鉱機の概要 
 参考文献 3 では 1 台の機械で掘削と同時に浚渫を行う All-in-One 型の採鉱機（集鉱機）を

想定している。表 6-1 に採鉱機の主要諸元、図 6-1 に採鉱機の概念図を示す。 
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表 6-1 採鉱機の主要諸元 
項 目 要 目 

主寸法 約 10.5m(長さ)×5.4m(幅)×4.5m(高さ) 
重量 空中約 120t、水中約 100t 
総馬力 1,150kW 

浚渫ポンプ 450kW 油圧ポンプ 350kW×2 
掘削装置 油圧駆動式ドラムカッター 

掘削量 70m3/時 (5,000t/日) 
掘削ブーム 旋回・俯仰機能 

浚渫装置 浚渫ポンプ 660m3/時×130m 水頭 
移動装置 油圧駆動 4 クローラ 登坂能力 35°以上 

スラスタ（水中移動用） 
調査観測装置 TV カメラ、ライト、超音波ソナー、航海センサー、レス

ポンダ（音響測位用）、計装・状態監視用センサー 

 
 

図 6-1 採鉱機（海底熱水鉱床開発計画第 1 期最終評価報告書及び Nautilus Minerals 社資料に加筆） 

a) 一次破砕ヘッド：突起

状の鉱物を一次破砕する。 
b) 二次破砕ヘッド：一次破

砕された鉱物を面的に二時

破砕する。 

b) スラリー吸引ヘッド：二

次破砕された鉱物をスラリー

吸引してライザーへ送る。 

採鉱機後部に作

動環境・環境監視

ユニットを搭載 
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6.2 揚鉱ユニット7 
鉱石が細かく破砕され、スラリー状で揚鉱することが可能であれば、ライザーを選択する。

この方式は連続した量産システムに向いているが、母船でスラリーから鉱石を回収した後の

排水処理が必要なことと、水中スラリーポンプの他に、海底においてクラッシャー、サイク

ロン、ミル装置などの鉱石スラリー生成システムが必要となる。更にライザー中間部から高

圧空気を注入し、空気圧を高める方式も提案されている。ライザー方式については、リジッ

ドライザーとフレキシブルライザーの 2 種類が考えられる。 
リジッドライザー、フレキシブルライザーともに下端に水中ポンプユニットを吊下げるこ

ととなるため、両者ともその荷重を受け持つ強度が必要である。また、リジッドライザー用

のダイアフラム水中ポンプユニットとフレキシブルライザー用のターボ型水中ポンプユニッ

トの大きな違いは、ダイアフラム型は主動力を船上部に持つ船上注水ポンプによっているの

に対し、ターボ型ポンプは水中部に電動機を持ち、大電力の送電が必要な点である。また、

ポンプの特質としてダイアフラム型は並列システムであるのに対し、ターボ型は直列システ

ムである点が異なる。また、採鉱機がブラックアウトする事態に備え、両者ともフレキシブ

ルホース離脱装置を設けるものとしている。 
図 6-2 にリジッドライザーとフレキシブルライザーの場合の揚鉱ユニットの概念図、図 6-3

に水中ポンプ、図 6-4 にフレキシブルラーザー、図 6-5 にアンビリカルケーブルを示す。 
  

                                                   
7 参考文献 3 を本稿用に編集。 

a) リジッドライザー／ダイヤフラム

水中ポンプ 

b) フレキシブルライザー／ターボ型

水中ポンプ 

図 6-2 採鉱機の概念図 3 
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図 6-3 水中ポンプ（Nautilus Minerals 社資料に加筆） 

スラリー制御バルブ 

加圧装置（加圧室） 
(chamber) 

油圧制御バルブ 

図 6-5 アンビリカルケーブル(TE Connectivity Corporation ホームページより) 

図 6-4 フレキシブルライザー（古河電工(株)論文よ

揚鉱パイプへ 

採鉱機からのフレキシブルパイプへ 
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6.3 システムの作動状況のモニタリングや環境モニタリングのためのユニット 
 海底熱水鉱床の採鉱では、海上の母船から海底での機材の作動状況、海底環境、設備の健

全度などのチェックを行いながらの作業を進める必要がある。このためには高精度で耐圧性

の高い多種多様な計測器やセンサが必要となる。以下に、それら機器の製品例を示す。 
 
1) 作動環境モニタリング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 環境モニタリング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 海底機材検査 

 
 
 
 
 
 
 
 

(以上) 
 

水中ＴＶカメラ（広和㈱HP） 
LED 型水中ライト 6000m 対応

（㈱昌新 HP） 
超音波ソナー（広和㈱HP） 

水中音響トランスポンダ 
（㈱SGK システム技研 HP） pH-CO2 ハイブリッドセンサ 

（JAMSTEC HP） 
濁度計 

（JFE アドバンテック㈱HP） 流向流速計（ADCP） 
（JOGMEC 報告書） 

腐食センサー 
（Teledyne Marine HP） 

海底 CT スキャナー 
（次世代センサ協議会資料） 

 
 


