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地域環境研究センター 越川 海 

国立環境研究所 公開シンポジウム2018 
6月15日@神戸（神戸新聞松方ホール） 
6月22日@東京（メルパルクホール） 



本日の話題 
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―海底鉱物資源開発と海洋環境保全の両立に向けた取り組み― 

 海底鉱物資源とは？ 
 海底熱水鉱床とは？ 
 日本の開発状況 

話題1 

 約10年後の商業生産を目標に 
技術開発が進められています。 

 海洋環境への影響は？  

話題2 

 重金属汚染の可能性に関する 
国環研の取り組みを中心に。 

 開発と環境保全の両立に向けて 

話題3 

 
新たな水質モニタリング手法の 
開発を中心に。 



日本を取り巻く金属鉱物資源の現状は？ 

3 

むかし 

 黄金の国ジパング？ 
（マルコポーロ、13世紀） 

近年 
 国内の金属鉱山は枯渇、輸入に依存 
 世界的な価格の乱高下 
 資源国の輸出制限（レアアース） 

出典：Cosmographia (Münster 1561) 

 世界の可採年数は 
100年を大幅に下回る金属が多い 



次世代の金属資源として世界で注目される海底鉱物 
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※海底資源分布図の出所：JOGMEC資料に基づき講演者が作成 
※写真の出所：経産省HP 
http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/mineral_resource/002/ 

①マンガン団塊 

②コバルトリッチクラスト 

大陸のプレート境界 

公海の海底資源は国連・ 
国際海底機構により管理 

（日本も鉱区保有） 

海底熱水鉱床 
火山列島・日本の 
経済水域に豊富！ 



日本周辺に豊富な海底熱水鉱床の形成（一般的な説） 
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1. 海水の染み込み 

4.急激な冷却による 
硫化鉱物の析出 

チムニーの形成・崩壊、粒子堆積 

5. 銅・亜鉛・鉄・金・銀・ 
レアアースの堆積 

（マウンドの形成） 

3.熱水噴出 

深海底 

マグマ（1200℃） 

深海 
水深 1000m～ 
圧力 >100気圧 
水温 2～3℃ 

World Ocean Review (2014) http://worldoceanreview.com を参考に講演者が作図 

350℃～ 
2. 熱水生成と 

岩石中の金属の溶解 

マウンド 



沖縄近海の海底熱水噴出孔 
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JAMSTEC 「かいめい」 KM17-12C航海・ROV潜航映像から 

チムニー先端
の熱水噴出孔 

深海魚？ 

この下にチムニー 






日本周辺の海底熱水鉱床の把握状況 
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 1980年代～沖縄トラフで熱水域と熱水性鉱物が発見される 
 2007年～海洋基本計画（海洋の産業利用、現在、第3期） 
 2009年～海洋エネルギー・鉱物資源開発計画（現在、第2期） 

銅% 亜鉛% 鉛% 銀g/t 金g/t 
0.4～4.7 3.7 ～16 0.4～14 30 ～1060 0.3 ～14 

 既知鉱床の金属含有量 

（数値出所：JOGMEC、金属含有量は公表6鉱床の幅） 

 現在発見されている鉱床は10数カ所 

この10年で新たな鉱床発見が加速 （商業開発はまだです…） 

海底熱水域 

内閣府SIP海洋パンフレットの図を講演者が改変 

 経済水域の資源量は約5000万トン（推定） 
（数値出所：H25 JOGMEC海底熱水鉱床開発計画） 

商業開発に至るには、 
更なる鉱床発見や資源量把握が必要 



内閣府SIP海洋研究開発計画より 

SIP海洋―産学連携での海底資源開発への取り組みー 
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SIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム） 
次世代海洋資源調査技術（2014～2018年） 

2. 新たな探査技術の開発 

1. 鉱床の形成条件の解明 
広大な海から有望海域を絞り込み 

海のジパング計画 

効率的・低コストな調査システム 

環境への予防的アプローチ 持続可能な開発 

 現在は開発前（まだ環境問題は生じていない） 
 環境リスクを洗い出し、事前に対応策を検討する 

3. 環境影響評価手法の開発 

開発域の環境・生態系への影響評価技術 

海洋研究開発機構 
国立環境研究所 
横浜国立大学 
東京海洋大学 



本日の話題 

9 

―海底鉱物資源開発と海洋環境保全の両立に向けた取り組み― 

 海底鉱物資源とは？ 
 海底熱水鉱床とは？ 
 日本の開発状況 

話題1 

 約10年後の商業生産を目途に 
研究開発が進められています。 

 海洋環境への影響は？  

話題2 

 重金属汚染の可能性に関する 
国環研の取り組みを中心に。 

 開発と環境保全の両立に向けて 

話題3 

 
新たな水質モニタリング手法の 
開発を中心に。 



海底資源の回収方法の一例 
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1. 鉱物採掘 

2.水中ポンプに
よる鉱石回収 

3. 陸上輸送 

海底熱水鉱床 
深海環境 

表層環境 

運搬船 採掘船 



心配される環境影響は？ 
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1. 鉱物採掘 

2.水中ポンプに
よる鉱石回収 

3. 陸上輸送 

海底熱水鉱床 
深海環境 

活動終息域 

熱水活動域 
掘削粒子の生成と再堆積 

↓ 
深海生息場への影響 

表層環境 

排水 

事故等による漏洩 
↓ 

表層環境にも影響？ 

活動域には希少生態系 
300℃熱水も！ 

生物の少ない 
活動終息域が掘削対象 

運搬船 採掘船 



ヒトは住んでおりませんが、海洋生態系への影響は？ 
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深海環境 

表層環境 

深海生態系 

表層生態系 

事故 

排水 

濁り 

植物プランクトンの 
基礎生産 

食物連鎖を通じた 
生物濃縮 



海底熱水鉱石から重金属が溶け出す可能性はあるのか？ 
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陸上鉱山では… 海底熱水鉱床では… 

酸性鉱山廃水 

Zn2+ 
重金属放出 Cu2+ 

Pb2+ 

MS + O2 → M2+ + SO4
2- 

 長期間野ざらしにされることがある 
 酸素がある 
 雨が降る 

硫酸酸性により金属溶出が加速 

金属元素 

? 

 長期間、海水に浸かっている 
 酸素濃度は低い 
 水温も低い（2～3℃） 
 海水は弱アルカリ性・緩衝能あり 

 

「ほとんど溶け出さない」 
と考えられています 



深海から洋上に回収する工程でも溶け出さないのか？ 
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深海 
低温・低酸素 

 より高温で酸素が豊富な環境に 
曝される（工程3） 

 深海で細かく砕かれ、 
海水との接触面が増える（工程1） 

 高濃度の鉱石を含む海水が、 
低→高温環境に移される（工程2） 

表層 
高温 

知見が乏しく、 
船上溶出実験を実施 

環境がドンドン変わりますが 
溶出特性は変化しないのでしょうか？ 

船上 
酸素も豊富 



地球深部探査船「ちきゅう」航海における金属溶出実験（2016年） 
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沖縄熱水鉱床マウンドから4種の鉱石を採取 

JAMSTEC 「ちきゅう」 CK1605航海 

鉱石A 鉱石B 

鉱石C 鉱石D 

黄鉄鉱（FeS）、閃亜鉛鉱（ZnS）、方鉛鉱（PbS）
などを含む 



「ちきゅう」で行った金属溶出実験の流れ 
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サンプル鉱石 乳鉢で粉砕 

無酸素チャンバーを使った準備 

恒温槽内の溶出実験装置 

鉱石サンプル採取 

無酸素環境で粉砕 

酸素を含む 
海水に分散 

酸素なしの 
海水に分散 

20℃ 5℃ 20℃ 5℃ 

数時間おきにサンプリング 

陸上で溶出金属濃度を分析 

深海 
環境 表層

環境 



実験結果のうち、高い溶出のあった亜鉛と鉛の濃度の時間変化 
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② 瞬時の溶出は少ないが徐々に進行 

① 鉱石ごとに溶出動態が異なる 

酸素なし5℃ 

酸素なし20℃ 

酸素あり5℃ 

酸素あり20℃ 

③ 「酸素あり・20℃」の溶出が顕著 

解釈 

凡例 

 掘削～汲み上げの工程では 
重金属溶出は少ない？ 

 洋上回収された鉱石からの 
溶出には注意が必要！ 

表層環境 

深海環境 



現場の表層植物プランクトンへの影響は？（船上培養実験） 
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表層水を採取 

フラスコ分取 

鉱石溶出液 1% 添加 

培養・クロロフィル計測 
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24時間の植物プランクトン濃度の変化 

金属濃度 
鉛  0.25ppm 
亜鉛 0.12ppm 

実験の金属濃度は、実際にはあり得ない 
高い濃度かもしれませんが… 

商業生産時には、水質に異常がないか 
 モニタリングの実施が重要 



本日の話題 
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―海底鉱物資源開発と海洋環境保全の両立に向けた取り組み― 

 海底鉱物資源とは？ 
 海底熱水鉱床とは？ 
 日本の開発状況 

話題1 

 約10年後の商業生産を目途に 
研究開発が進められています。 

 海洋環境への影響は？  

話題2 

 重金属汚染の可能性に関する 
国環研の取り組みを中心に。 

 開発と環境保全の両立に向けて 

話題3 

 
新たな水質モニタリング手法の 
開発を中心に。 



操業現場の水質モニタリングの進め方 
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現場分析 

漏洩対策 

異常検出 

正常 

有害成分の特定 

原因分析 

操業に向けた
対策 

陸上管理施設 

精密分析 

安全基準 
OK 

NO 

操業再開の可否判断 

サンプルの 
陸上への輸送 

通常操業 

水質モニタリングのための 
定期サンプリング 

洋上採掘現場 

現場における 
金属分析は難しい？ 



実験条件 

沖縄トラフの様々な熱水性鉱石を用いた金属類の溶出実験 
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熱水性鉱物 
サンプル 

マン
ガン 

鉄 銅 亜鉛 ヒ素 
カドミ
ウム 

アンチ
モン 

鉛 

鉱床A-1                 

鉱床A-2                  

鉱床A-3 

鉱床B-1                 

鉱床B-2 

鉱床C-1 

鉱床C-2 

鉱床D-1 

鉱床E-1 

鉱床E-2 

鉱床E-3 

鉱床D-2 

鉱床D-3 

 溶出元素は多種多様 
 サンプルによってヒ素やカドミウムも 

サンプル提供:JAMSTECなど 
溶出試験：NIES（Fuchida et al. 2016など） 

 多元素の同時分析には、 
大型・精密な分析機器が必要… 

 海の現場では難しい… 

国立環境研究所のICP-MS 

鉱石:海水=1:10で18h震とう 

1ppm以上 

1ppm未満 

溶出濃度 

ただし、溶出が起こりやすい長期保存・
酸化した鉱石試料の試験結果を含む 



陸上の水環境管理で活用されつつある「バイオアッセイ」 
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 海の操業現場に導入できれば、 
複数の金属元素の監視ができるかも！ 

生物応答試験： 試験生物を使った水環境の安全性の「ものさし」  

ムレミカヅキモ 

ゼブラフィッシュ ミジンコ 

試験生物 
工場排水の中で飼育 

生長速度などの生物応答を観察 

物質名を問わず、毒性の有無を評価 



陸上のバイオアッセイ試験 
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 広い実験室のない場所では難しい 
 結果が出るまでに3日～10日必要 

ミジンコの繁殖阻害試験 ムレミカヅキモの生長阻害試験 

このまま海の現場で使うのは難しい 



海の上でも使える？ー 迅速バイオアッセイ法 ー 
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国立環境研究所・浜松ホトニクス(株)共同開発 

植物プランクトンの迅速バイオアッセイ法 

遅延発光測定装置 

ムレミカヅキモ 
（淡水種・NIES-35） 

 ムレミカヅキモの遅延発光を利用した 
迅速な毒性評価（24時間以内） 

省スペース 

海の上でも使えるかも！ 

光照射（光合成中） 
CO2 光化学反応 

PS II Cyt b6f PS I 

光照射を停止 

遅延発光とは？ 

生長 

有害物質の存在 

生長 
阻害 

発光減少 
生長阻害 と 遅延発光 

順反応 逆反応 

 遅延発光量は生長速度と強い相関 

 生長阻害は生長を待って評価 

 遅延発光は生長前に生長阻害を予測 

迅速な毒性評価 



淡水のムレミカヅキモで海水のバイオアッセイ？ 
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 既存の試験生物のほとんどは淡水種 

 海産の試験生物の新たな探索 

 外洋（沖縄近海）に出現する 
植物プランクトン種に対する 
重金属の生長阻害の把握 

ラン藻は重金属に対して鋭敏に応答 

銅による生長阻害感度（半数影響濃度 ppm） 

シアノビウム (NIES-981) 0.88 

Prorocentrum minimum 13.5 

Tetraselmis suecica 40 

Dunaliella salina 220 

Heterocapsa triquetra 7 

数値：Yamagishi et al. (2016)など シアノビウムとNIESコレクション 

 NIESコレクション（微生物系統保存施設）の 
外洋性ラン藻の仲間からシアノビウムを選抜 



シアノビウム＋遅延発光試験 = 「洋上バイオアッセイ」 
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シアノビウム(NIES-981) 

試験手順を構築し、ユネスコ・国際海洋委員会レポジトリに登録・公開 

https://www.oceanbestpractices.net/handle/11329/353 

航海調査による実証試験 

洋上バイオアッセイ 
@ちきゅう 

ちきゅう 

かいめい 

民間への技術移転 国際機関への技術紹介や 
ISO取得に向けた活動 

於：ジャマイカ国際海底機構 

於：国連本部 



洋上バイオアッセイを取り入れた表層環境モニタリングの提案 
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現場分析 

漏洩対策 

異常検出 

正常 

通常操業 

環境監視のための 
定期サンプリング 

洋上採掘現場 

現場における 
金属分析は難しい？ 洋上バイオアッセイ！ 

“Onboard Bioassay” 

環境に配慮した開発実現に向けた一歩！ 
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海底鉱物 
資源開発 

リサイクルも重要! 
（都市鉱山） 

最後の 
フロンティア? 

海洋環境 
生態系 

気候調節 水産資源 

遺伝子資源 

人類にとって、どちらも「うみの宝もの」・・・人類共通の財産! 
ー 持続可能な開発のためには、「備え」が必要です ー 

遠くない将来、海底資源が不可欠になるかもしれません 
しかし… 
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