白嶺丸と海洋鉱物資源の研究
中尾征三（地質調査所）
要 旨
海洋地質調査船「白嶺丸」の就航（1974 年 4 月）と地質調査所海洋地質部の発足（同
年 7 月）を契機として，通商産業省における深海底鉱物資源（マンガン団塊）の研究が本
格的に始まった．水深 5000m 超の深海底の地形や堆積作用とマンガン団塊の生成がどの
ように関わっているか，商業的に価値の高いマンガン団塊の生成を支配する要因は何かが
研究上のテーマである．地質調査所では，1974 年から二期（10 年）におよぶマンガン団
塊研究の後，我が国の排他的経済水域内で期待される海底熱水鉱床の研究にシフトし，
1984 年度から 1989 年度まで，主に伊豆―小笠原弧（一部沖縄トラフ）において海底熱水
活動に伴う重金属資源の評価手法に関する研究を行った．これらの研究は，国策事業であ
る海底資源の商業探査とも絡んでおり，また，一日当たり 200 万円程度にのぼる白嶺丸傭
船費とも不可分であった．
以下本文の構成を記す．
1． 白嶺丸の就航と地質調査所海洋地質部の発足
2．マンガン団塊研究プロジェクト（第一期）
3．マンガン団塊研究プロジェクト（第二期）
4．我が国のマンガン団塊探査事業と国連海洋法条約
5．白嶺丸の傭船事務

6．海底熱水鉱床研究プロジェクト

7．エピローグ
1． 白嶺丸の就航と地質調査所海洋地質部の発足
地質調査所では，すでに 1950 年代から海底砂鉄鉱床や海底炭田に関する調査が行われ
ており，1960 年代中ごろには，山陰地方の汽水湖（中海・宍道湖）の地質学・堆積学に
関する組織的な研究が始まった．さらに，1969 年度には，工業技術院特別研究制度によ
る「海底地質調査技術に関する研究」が開始され，海底地質図を系統的に作成するための
技術開発が始まった．
「海底地質調査技術に関する研究」は，当初，東海大学の海洋調査
実習船「東海大学丸 II 世」（約 700t）を傭船し，地質調査所からだけでも 5 つの研究部に
わたる 20 数名の研究者・技術者が乗船して実施された．また，同じ 1969 年度に，科学技
術庁が「深海底資源開発に関する基礎的調査研究」を開始した．地質調査所が中心とな
り，大学の海洋調査実習船を用いて，小笠原海台，マリアナ海域などでマンガン団塊の賦
存状況を調査した（1969～1972 年度）
．
上に述べた経緯のうち，とくに 1969 年度以降の研究・調査活動を通じて，地質調査所
が専用調査船や専門の研究組織をもつ必要性が議論された．ちょうどその頃，1967 年 11l
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月に行われた佐藤総理―ジョンソン大統領第二回会談を一つの契機として科学技術庁が原
子力開発，宇宙開発と並んで海洋開発（や関連の研究）を国家的戦略として拡大する方向
へ歩みだしていた．佐藤―ジョンソン会談の共同コミュニケには，「総理大臣と大統領
は，増大する世界の人口のための食糧源として，また，鉱物源として海洋の重要性が高ま
りつつあることを認識して，天然資源の開発利用に関する日米会議を通じて，海洋資源の
利用のための調査および技術開発の分野で日米両国の協力を一層拡大する方法を探究する
ことに意見の一致をみた．このため，日米天然資源計画の一環としてこの分野における両
国間の協力について両国政府に対する報告および勧告を準備すべきことに意見が一致し
た．
」と記されていた．
このような追い風があったとはいえ，地質調査所が専用の調査船を持つことは，当時と
しては途方もなく規模の大きな話であった．筆者は，調査船の建造に直接の関わりを持た
ず，先輩の諸氏が所内外で打ち合わせを行っていたことを知っていたにすぎないが，基本
計画の立案から建造・就航に至るまでの間，通産省鉱山石炭局（1973 年 7 月に公益事業
局と統合され資源エネル―庁）
，オーナーとなる金属鉱業事業団，地質調査所，それに，
すでに海洋研究船を所有していた東京大学海洋研究所など多くの機関の関係者のたゆまぬ
努力があったことはいうまでもない．
1974 年 4 月，わが国初の海洋地質調査船「白嶺丸」（第 1 図）が就航した．通産省が所
有する船とのイメージだが，実際には，約 20 億円（初期搭載観測設備を含み）の財政投
融資によって建造され，金属鉱業事業団（現在の JOGMEC）が所有した．実際の傭船
は，金属鉱業事業団と日本海事興業（株）の間の裸傭船契約及び日本海事興業（株）と地
質調査所との間の定期傭船契約に基づいて行われ，さらに，地質調査所と日本海事興業
（株）との間の運航委託契約に基づいて，実際の運航がなされることとなった．

第1図

航行中の白嶺丸（約 1800t）．船腹文字“JBHT”は，白嶺丸の船
舶コード（コールサイン）．無線通信士は，
「JBHT ジャパン ブ
ラボー ホテル タンゴ」と読み上げる．
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一方，研究組織に関しては，1972 年 7 月に地質調査所地質部の中に海洋地質課が設置
され，翌 1973 年 7 月には地質部海洋地質第 1 課及び同第 2 課の 2 課体制となった．1973
年度の機構定員要求の際に，海洋地質部の要求も含まれていたが，当局（大蔵省？）か
ら，部の新設は調査船の就航後でいいのではないかといわれたという話を，後日先輩から
聞いたことがある．白嶺丸の就航は 1974 年と決まっていたので，その年に部の新設が約
束されたのも同然であったようだ．研究者の定員増も 10 名くらい認められたそうであ
る．因みに，筆者は，1968 年に地質調査所に入所し，燃料部石炭課に配属されたが，後
日，海洋地質分野の新定員第 1 号であったと聞かされた記憶がある．
1974 年 7 月に，海洋地質部が新設された（海洋地質課，海洋鉱物資源課及び海洋物理
探査課の 3 課体制であった）．海洋地質部発足当時の主要な研究内容（一部計画中）は以
下のようである．
「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究（工技院特研）」
「日本周辺大
陸棚海底地質総合研究（工技院特研）」
「汚染底質の調査技術に関する研究（公害防止特
研）
」「紀伊水道の海底地質調査（科技庁特調費）」
「海底軟弱地盤の調査技術に関する研究
（科技庁特調費計画中）」
2． マンガン団塊研究プロジェクト（第一期）
白嶺丸の就航と同時期に，
「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」が始まった．当
時は，行政的な用語として深海底鉱物資源はマンガン団塊と同義に用いられており，国の
委託（金属鉱業事業団からの再委託）を受けて，1975 年にマンガン団塊の探査を開始した
団体の名称も，深海底鉱物資源開発協会（DOMA）であった．

第 2 図 「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」の対象海域（長方
形）と「深海底鉱物資源に関する地質学的研究」の対象海域（ウェ
イク島近傍からタヒチの近傍へ延びる平行四辺形）．（GSJ Cruise
Report No.18 表紙より）
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「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」（1974～1978FY）では，ハワイ諸島南西方
の海域（中央太平洋海盆の一部）（第 2 図）を対象として，各種の地質・地球物理データ
と貴重な底質（マンガン団塊を含む堆積物）試料が採取され，探査の基本的な指針が提示
された．第 2 図に示した「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」の対象海域は，概ね
南北を北緯 5 度と北緯 14 度の緯度線，東西を西経 164 度と東経 177 度の経度線に囲まれ
ており，距離にすると，南北約 1000km，東西約 2100km となる．
洋上の調査船を使って海底の地質調査を行うには，できるだけ正確な船の位置をつかむ
ことが最も重要である．また，陸上の地質調査と違って，同じ場所へ何度も足を運ぶわけ
にはいかないので，通常は，一度に各種のデータを取得する．当該研究開始当初の観測手
段と取得されるデータ（あるいは試料）を第 1 表に示す．
観測・調査手段一覧（Mizuno,A. and Chujo,J. 1975 より作成）
観測手段
取得データまたは試料
人工衛星航法装置（NNSS）
船位
地球物理学的手法
深海用音響測深機（12kHz）
海底地形（水深）プロファイリング
サブボトム プロファイラー（3.5kHz）
堆積層表層構造プロファイリング
音波探査（エアガン音源）
海底下地質構造プロファイリング
地磁気探査（プロトン磁力計）
地球磁場強度連続データ
船上重力計
重力値連続データ
地質学的手法
各種ドレッジ
堆積物，岩石，マンガン団塊など
グラブ式採泥器
不攪乱表層堆積物（マンガン団塊を含む）
柱状採泥器（ピストン式または重力式）
表層堆積物の柱状試料（数 m 長）
ブーメラン（自己浮上式） サンプラー
マンガン団塊
光学的手法
深海用スチルカメラ
海底写真（スポット）
深海用 TV カメラ
海底連続映像
第1表

第 1 表の観測手段について，若干の解説をしておく．
大洋での船位計測は，1974 年当時，米国海軍の航行衛星システム NNSS（Navy
Navigation Satellite System）によるものが最も正確であった．
NNSS では，ほぼ円形の極軌道上，約 1100ｋｍ上空を飛行する数個の人工衛星が発す
る電波を受信し，ドップラーシフト，その衛星の軌道情報と時刻信号から，位置情報（緯
度・経度）を計算する．衛星からの信号は 1-2 時間（条件が悪ければ 4-5 時間）に一度し
か受信できないので，その間は，白嶺丸に装備されている，ジャイロコンパス，ドップラ
ー・ソナー，EM ログの情報を使って船位を推測し，次の衛星信号を受信した後に，遡っ
て位置の補正計算をする仕組みになっている．また，NNSS データが取得できない時間帯
を補完するために，条件に応じて LORAN（ロラン，LOng-RAnge Navigation）と呼ばれ
る地上系電波航法システムを利用することもあった．
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NNSS による船位計測には，良好な場合でも 0.1 海里（1 海里=1852ｍ）の誤差が見込
まれ，位置の再現性（たとえば，航走観測中のある時刻の位置を再び訪れて停船観測を行
う場合に必要な）には難点があった．10 年後くらいには，GPS（Global Positioning
System）が普及し，位置の再現性は，格段に改善された．
第 1 表で，地質学的手法の最後に記されたブーメラン（自己浮上式）サンプラーは，フ
リーフォール・サンプラー（グラブ式の採泥器をつけたものはフリーフォール・グラブ）
とも呼ばれる．水深 6000m 超の水圧に耐えるガラス球のブイとグラブ式の採泥器からな
る．これに鉄製の重りを抱かせ，ワイヤーケーブルをつけずに投入すると自重で海底に到
達する．海底に着くとトリガーが作用して重りが外れ，ブイの浮力が働いて採泥器が作動
し，海底の堆積物が採取される．採泥器はフレームに約 1cm 目のネットを張ったもので，
浮上してくる間に細粒の堆積物は抜け落ち，マンガン団塊だけを抱えて海面に達する．サ
ンプラーには，電波発信器と海面で良く目立つ色（マリンレッド）の旗がつけられてお
り，浮上予想時刻になると，方向探知機で電波を受信し，船からの方位がアナウンスされ
て，双眼鏡の出番となる．視認されると，船を慎重に近づけ，二人式の投げ縄で旗竿の突
起をひっかけて，船上に揚収する．
ワイヤーに吊った採泥器を使って，水深 6000ｍの海底から堆積物試料を取得するに
は，1 万メートルのワイヤーを巻き付けたウインチを毎分 80ｍのスピード（線速）で操作
しても，片道で 75 分，往復で 150 分すなわち 2 時間半かかることになる．その間，船を
定位置に保つため，他の作業を並行して行うことはできないが，1 個あるいは 2 個のフリ
ーフォール・グラブ（小型の深海用カメラを装着した）をある間隔で投入した後に，ワイ
ヤー吊りの採泥器を操作すれば，3 時間～3 時間半程度で，近接した 3 地点の海底写真を
取得し，同時にマンガン団塊の試料を採取することができる．
さて，調査船は，どのくらいの速度で移動するのだろうか．白嶺丸の母港（当初は千葉
港，数年後から船橋港）あるいは食料・燃料・水の補給に立ち寄る寄港地と調査海域との
間は，12～13 ノットで移動するが，調査海域の中，とくに音波探査を行う際には，10 ノ
ット程度で移動する（1 ノット＝毎時 1 海里の速度）．1 国際海里（international nautical
mile）は 1852m で，地球上の緯度 1 分に相当する．余談であるが，航空機の飛行距離も
nautical mile，飛行速度は true air speed（真対気速度）で表されるので，船舶の場合と
同様であるが，旅客機内でモニターに表される飛行速度は，到着予定時刻を算定するため
に対地速度（したがって陸上マイル）が使われており，1 ノット＝毎時約 1609ｍである．
「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」では，基本的に，緯度および経度 1 度間隔
のグリッドの交点で停船観測（海底堆積物等の採取）を行う．赤道から南北 20 度くらい
までの海域では，緯度，経度ともに 1 分≒1 海里（約 1852m），1 度≒60 海里（111km）
である．感覚的には，九州で博多駅と鹿児島駅間の直線距離が約 220 ㎞なので，博多駅で
停船観測を行うと，次の観測点が熊本県宇土駅のやや南方，二つ先の観測点が鹿児島駅に
なるという寸法である．調査海域内ではメルカトール図法で地点や予定観測線を書き込む
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ので，図上の方位と船のコンパスの方位が一致し，移動（予定）距離も図上で正確に算定
される．
毎早朝 5 時ごろに，夜間の航走観測で曳航していたプロトン磁力計のセンサー，音波探
査の音源であるエアガン，同じく受振用のハイドロフォン・ストリーマー（プラスティッ
ク・ホースにマイクロフォン素子を並べ，油漬けにしたもの）を船上に揚収し，船を停船
観測予定点に向かわせる．前述のように，1 体または 2 体のフリーフォール・グラブを投
入した後，定点で採泥器（グラブ式採泥器）を投入する．投入後，交代で朝食をとる．
白嶺丸での勤務は，船の運航に係る乗組員と地球物理学的手法による調査（航走観測）
を担当する研究員（および研究補助員）は，原則として 4 時間のワッチ制になっている．
「0-4（ゼロ-ヨン）」は午前 0 時～4 時と正午～午後 4 時の勤務，
「4-8（ヨン-パー）」は午
前 4 時～8 時と午後 4 時～8 時の勤務，「8-0（パー-ゼロ）」は午前 8 時～正午と午後 8 時
～午前 0 時の勤務につく．一方，地質学的手法による調査を担当する乗組員と研究員（お
よび研究補助員）は，原則として日勤にあたる．
話は前後するが，朝の部で，仮に 6 時に採泥器を投入すると 2 時間半後の 8 時半ごろに
揚収し，その直後にフリーフォール・グラブを回収する．採取された堆積物やマンガン団
塊の記載やサンプルの分取が終わると正午に近い時間となる．
船は，この間，音波探査や地磁気探査に必要な機器を曳航して，約 111km（60 海里）
離れた次の観測点に向かう．10 ノットで走って 6 時間だから午後 2 時半ごろ次の観測点に
到着する．曳航物を揚収し，午前の部と同様に定点における採泥作業が始まる．夕方 5 時
ごろには，グラブ型採泥器とフリーフォール・グラブが揚収され，早ければ夜 8 時頃に記
載やサンプルの分取が終わる．上に述べたリズムで，数日が立つと慣れてくるのだが，10
日くらい続くと少し疲れてくる．筆者が初めて白嶺丸に乗船した 1977 年の 1 月～3 月の
60 日航海では，寄港予定国の西サモアをエリザベス女王が訪れる日程との重複を避けるた
めに，白嶺丸の寄港日程を数日繰り下げるよう要請された．その結果，上記のリズムを 2
週間続けることになり，13 日目に突然体調を崩したことを今も覚えている．
「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」では，ハワイ南西方の海域におけるマンガ
ン団塊の定量的な賦存状況，商業的な価値を左右する銅及びニッケルの含有量，化学組成
と鉱物組成の相互関係，マンガン団塊の下敷きとなっている深海遠洋性堆積物の属性・堆
積年代や海底地形とマンガン団塊の属性との関係などを明らかにし，探査の指針を示すこ
とが目的であった．
マンガン団塊の賦存状況についていうと，1960 年代までの研究では，海底の単位面積
当たりに賦存する団塊の重量が明らかにされることは少なく，ドレッジ（船を低速で走ら
せ，けん引または曳航することにより，海底地質・生物試料を採集する装置）などでマン
ガン団塊を採取して相対的な賦存量の多寡を認識し，あるいは，深海カメラの映像を解析
して海底面でのマンガン団塊の面積被覆率（%）を求めていた．また，採取されたサンプ
ルの観察や化学分析により，銅及びニッケルの品位が高く，相対的に賦存量の高い海域が
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ハワイ諸島の南東方に広がることが明らかにされ，
「マンガン（団塊）銀座」などと通称
された．
白嶺丸による研究に用いられたグラブ式（後にはボックス式）採泥器やフリーフォー
ル・グラブでは，堆積物（and/or マンガン団塊）が採取される海底の面積が既知であり，
採取されたマンガン団塊の総量（半乾燥重量）から単位面積当たりの賦存量（kg／m2）が
求められる．並行して，海底写真の解析による面積被覆率の算定も行われる．船上の観察
によりサイズ，形状（球形，楕円体形など），表面組織（rough or smooth）などが，ま
た，一部の団塊については内部構造が記載される．航海終了後には，通常の化学分析や鉱
物組成分析に加えて，顕微鏡・電子顕微鏡レベルの組織観察や組成分析が行われ，船上で
の記載データと合わせて，停船観測点ごとのマンガン団塊に関するデータが総合化され
る．
一方，堆積物については，垂直断面の構造および色彩の記載，組成分析が船上で行われ
る．調査航海の終盤には，緯度経度 1 度間隔の定点を補完する数地点で，ピストン式柱状
採泥器（ピストンコアラー）によって，海底下 6-8m の堆積物コア（直径数 cm）が採取さ
れる．金属製のパイプに，あらかじめ内装して塩ビ製のインナーチューブを、回収後、縦
に切り開いて、堆積物の断面を観察する．グラブ型採泥器を用いた場合には，甲板上で，
同様に半裁して張り合わせたプラスティック製のパイプを，堆積物の表面から押し込み，
それを引き抜いて切り開く．いずれの場合も，写真撮影やスケッチと並行して，堆積物の
組成分析を行う．これには，爪楊枝の先で採取した堆積物の小片をスライドグラスに擦り
付け，カバーグラスをかけて岩石顕微鏡で観察する手法を用いる．また，粗い粒子の組成
分析には，63μm の篩上残渣を実体顕微鏡で観察するなどの手法が用いられる．
対象海域の海底は，一般に深海遠洋性堆積物で覆われる．深海遠洋性堆積物の主要な組
成は，ケイ酸質あるいは石灰質のプランクトンの遺骸（殻）
，沸石類鉱物および粘土鉱物
であり，場所によっては，鉄マンガン酸化物の微粒子を有意に含むこともある．
マンガン団塊の場合と同様に，堆積物についても航海終了後に化学分析や，堆積した年
代の推定に役立つ微化石の同定や古地磁気の測定などが行われる．
各年度の航海が終了した後，乗船研究者を中心に第 1 表に示した項目ごとの総括が行わ
れ，その成果が英文の航海報告（GSJ Cruise Report）として出版される．すべての研究
者が英文の研究報告を執筆し，各航海の責任者（調査団長）が適切に編集して，地質調査
所の正式な出版物として世に出すことは決して簡単なことではなかった．しかし，白嶺丸
の就航と海洋地質部の発足にあたって，ルーチンであっても貴重なデータを英文で公開す
ることが国際的な標準であると信じていた諸先輩の思いを具現し，当初の 10 年間の航海
のすべてについて Cruise Report が出版された．
すでに述べたように，
「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」（1974～1978FY）で
は，ハワイ諸島南西方の広大な海域（南北約 1000km，東西約 2100km）が踏査され，マ
ンガン団塊の質量両面での分布状況と同海域の地形・地質・地球物理学的背景との関連が
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明らかにされ，広域的な探査の指針が示された．マンガン団塊の分布状況については，地
質調査所の海洋地質図シリーズの一つとして，
「中部太平洋マンガン団塊分布図(海洋地質
図 21)」（臼井朗・中尾征三・盛谷智之（編）（1983））が出版された．
3． マンガン団塊研究プロジェクト（第二期）
「深海底鉱物資源探査に関する基礎的研究」（1974～1978FY）の結果を受け，マンガン
団塊の生成に係る地質学的要素を掘り下げるために，第二期のマンガン団塊研究プロジェ
クトとして，同じ工業技術院特別研究「深海底鉱物資源に関する地質学的研究」（1979～
1983FY）が予算化された．マンガン団塊研究プロジェクト（第一期）では，マンガン団
塊表面の組織が平滑なもの（s 型）は概して大部分が海底に露出し，粗なもの（r 型）は概
して堆積物中に埋没していることなどが明らかにされたが，より詳細な様相と，その地質
学的要因の解明が課題として残された．さらに，第一期の対象海域は，北半球の低緯度帯
に広がる大規模な深海盆（中央太平洋海盆）の北部とその北側に広がる中部太平洋海山群
縁辺であったが，南太平洋に分布する深海盆にもマンガン団塊の賦存が知られており，太
平洋の南北にわたるマンガン団塊分布の広域的な変化の様相とその地質学的要因を解明す
ることが第二期計画のもうひとつの目的であった．
マンガン団塊研究プロジェクト（第二期）対象海域は，第 2 図に示されるウェイク島東
方からタヒチ（仏領ポリネシア）西方にかけての平行四辺形（長辺の長さが 4000km 強）
であり，初年度（1979 年度）の航海（GH80-1）では，第 3 図（左）に示すように，平行
四辺形の長辺に平行な 2 本の直線（the Wake-Tahiti Transect）上に一定の間隔で停船観
測点を設け，南北両太平洋にわたるマンガン団塊分布の広域的な変化の様相などを把握し
た．上に一定の間隔と書いたが，正確には，昼間と夜間の航走観測に充てる移動時間の違
いを反映しており，若干間隔の短い二点間が昼間の移動，長い二点間が夜間の移動を示
す．この航海では，定点における採泥のうち，原則として午前の部ではピストンコアラー
を，午後の部ではボックス式の採泥器を用いた．もちろん，いずれの場合にもフリーフォ
ール・グラブを併用した．
第 3 図（左）に基づいて，対象海域を概観しておく．同図の 2 本の等深線は
2600fathoms（＝4680m）と 2000fathoms（＝3000m）であり，対象海域の北部の大半が
水深 5000m 以上の深海盆であることが読み取れる．対象海域の北限（北緯 13 度以北）は
中部太平洋海山群（Mid-Pacific Mountains），北緯 13 度～南緯 3 度付近の間は中央太平
洋海盆（Central Pacific Basin），南緯 3 度以南はマニヒキ海台（Manihiki Plateau）とよ
ばれる広大な台地と，その周辺に広がる深海盆（North Tokelau Basin, Manihiki Northeastern Basin, Penrhyn Basin）となっている．
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第3図

左：マンガン団塊研究プロジェクト（第二期）初年度の調査海域とマンガン
団塊の分布（Usui,A. 1982）
右：マンガン団塊研究プロジェクト（第二期），各年度の調査対象海域
（Usui,A. et al. 1994）

GH80-1 航海において，マンガン団塊表面の組織に rough あるいは smooth の中間的な
ものがあると認識され，中間型（intermediate）と呼ばれるようになった．また，主に南
半球の，特に海域南東部の深海盆（Penrhyn Basin）の広い範囲に，賦存量が 10kg／m2
を超える s 型の団塊が普遍的に分布することが予想された．さらに，水深 4500m 以浅の海
底（たとえば，南緯 3 度以南に広がる広大なマニヒキ海台）には石灰質の堆積物が厚く堆
積し，マンガン団塊がほとんど分布しないことが明らかになった．
第二期計画の残る 4 年間については，上記で明らかになったマンガン団塊分布の広域的
な変化を考慮しつつ，第 3 図（右）に示す 4 海域において，マンガン団塊の局地的変化と
その地質学的要因を解明することを目的とする研究を展開することとした．なお，第 3 図
（右）は最終年度（1983 年度 GH83-3 航海）のクルーズレポートに掲載されたものであ
る．
マンガン団塊研究プロジェクト（第一期）では，緯度および経度 1 度間隔のグリッドの
交点で停船観測（海底堆積物等の採取）を行う旨を紹介したが，同第二期の二年目以降
（すなわち局地的変化の研究）では，基本的に緯度経度 10 分間隔（すなわち 10 海里≒
18km）の停船観測で全容を把握した後，さらに選択した狭い範囲において，何本かの直
線上で数 100m 間隔の集中的な観測を行った．この集中的な観測には，ピストンコアラー
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またはボックス式サンプラーに加えて 3 体のフリーフォール・グラブを用い，これを，1
日の日中に 2 回繰り返すことによって，8 地点のデータを取得できるようにした．

第4図

左：比高約 400m の海丘周辺でみられるマンガン団塊分布の局地的変化
（Usui,A. 1986）右：隣接海域でみられる表層堆積層厚の東西非対称性
（Tanahashi,M. 1986）

第 4 図（左）は，北緯 3 度 15 分付近の海丘（頂部水深：5100m，比高：約 500m，北
西－南東方向の長軸：約 20km，北東－南西方向の短軸：約 10km，）周辺でとらえたマン
ガン団塊分布の局地的変化の例である．西経 169 度 41 分付近に，南北に分かれた二つの
頂があり，頂の東西でマンガン団塊の分布が非対称的（マンガン団塊の賦存量が西側で
大，東側で小）になっていることが，容易に読み取れる．また，南北の頂の間の鞍部で賦
存量が小さくなっていることも明瞭である．
このような，マンガン団塊分布の局地的変化をもたらす要因として第一に挙げられるの
が，最表層堆積層の厚さである．第 4 図（右）に示したのは，この海丘の北端よりさらに
1km ほど北の 3.5kHz SBP（サブボトム・プロファイラー）の記録（東西断面）とその解
釈である．海底直下に分布する深海遠洋性堆積層は，超音波を反射せず透過させてしまう
ので，3.5kHz SBP の記録では透明層と呼ばれる．同図（右）の一番浅い部分（水深
5500m 強）の西側の山腹で透明層が薄く，東側では厚いことが読みとれる．この非対称性
は，同図（左）のマンガン団塊分布の変化と対応しており，堆積速度が適度に遅い場所で
は，マンガン団塊の成長が促進され，逆に，速い場所では団塊が十分に成長できないこと
を示していると考えられる．また，堆積速度のより遅い場所では，表面組織の平滑な s 型
団塊が，やや遅い場所では粗な r 型団塊が成長するという図式を描くことができた．な
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お，堆積層の厚さの違い（すなわち堆積速度の違い）の原因は，おそらく深海底層流の影
響によるものであり，この海域の例では，底層流の東向き成分が卓越しているために，西
側で薄く，東側で厚い状況が生じたものだと考えられる．
上記の航海（GH81-4）では，食料，燃料および飲料水の補給のためにアメリカ領サモ
ア（東サモア）に入港した．東サモアの主都は Pago Pago（パンゴ パンゴ）で，サマセ
ット・モームの小説「雨」の舞台として有名である．港から見える海抜 523m の North
Pioa Mountain は別名 Rainmaker Mountain と呼ばれる．南緯 14 度 17 分，西経 170 度
42 分付近に位置するこの地は，1 年中，南東貿易風の影響を受け，雨季と乾季の別はある
ものの，年間降水量が 5000mm という突出した多雨地である．港から見える Rainmaker
Mountain が，第 4 図に示した海丘と似たような規模であることから，山頂の約 5000m 上
空（海丘でいえば海面）からワイヤーに吊るした採泥器を山頂や山腹に降ろすイメージと
実際の海域での調査のアナロジーを議論したものである．
話は前後するが，入港直前の停船観測の際，1 万メートルのワイヤーウィンチを巻き上
げる途中で，増速するとブレーキがかかるというトラブルに遭遇した．何度か挑戦した
が，思わしくなく，少し時間をかけて最後までゆっくり巻き上げてもらい，すでに浮上し
ていたフリーフォール・グラブの回収に向かった．ウインチ巻上げ機の制御回路を修理す
るために，メーカーの技術者をアメリカ領サモアまで派遣してもらうことになった．ほぼ
1 日をかけて回路の点検・修理が終わった．翌日は，洋上に船を出して，数千メートルの
深さまでのテストを行い，技術者の下船のため，もう一度入港するという出来事があっ
た．
さて，マンガン団塊研究プロジェクト（第一期および第二期）を通じて，マンガン団塊
を構成する鉱物は大きく 2 種類に分けられ，それらの化学組成や形成過程が異なることが
明らかにされた．それをまとめたものが，下の第 2 表である．要点は，以下のとおりであ
る．
（1）マンガン団塊を構成する主要な鉱物は 10Åmanganate およびδ-MnO2 という 2
種類である．
（2）後者（δ-MnO2）は海水から直接沈殿した Mn-Fe-Si 酸化物のコロイド
粒子で，化学的にはほとんど変化せず，堆積速度の小さい未固結の堆積物と海水との境界
で，物理的に凝集して団塊を作ると考えられている．化学組成の特徴は，前者に比べて
Fe，Co および Si の濃度が高く，Ni と Cu の濃度が低いことである．成層構造を示すこと
が多く，表面の平滑な（s 型）団塊を構成する．（3）前者（10Åmanganate）は，比較的
堆積速度の大きい未固結の堆積物に埋没した後者が還元され，Mn や Ni が選択的に溶解さ
れて海底近くに上昇し，酸素の多い海水に触れて再沈殿したものだと考えられている．前
者は樹枝状の微細構造を示すことが多く，表面が粗な（r 型）団塊を構成する．化学組成
の上では，溶解－再沈殿の過程に参画しない Fe が極端に低く，Ni および Cu の濃度が高
いため，商業的な価値の高いマンガン団塊の構成鉱物と位置づけられてきた．
（4）上に述
べた構成鉱物の特徴とリンクして，s 型団塊は堆積速度の小さい海域／地点で，r 型団塊は
堆積速度の比較的大きい海域／地点で形成され，堆積速度が大きすぎる海域／地点では，
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マンガン団塊が皆無に近いことになる．

第2表

マンガン団塊の構成鉱物（臼井，1985）
10Å manganate

δ-MnO2

光学的性質：色

灰白色

暗灰色

（反射光） 反射率

～13%

～8%

異方性

顕著

なし

硬度(VH)

52-112（平均 82）

10-24（平均 17）

樹枝状(小突起状)，均質薄

成層構造，時に柱状

微細構造

層，塊状，亀裂充填，破砕
構造など
30-50 %

10-30 %

Fe

0-2

11-18

Ni

0.7-3.1

0.1-0.8

Cu

0.9-2.3

0.1-0.8

Co

0.1-0.4

0.3-0.6

Si

0-1

1-8

化 学 組 成：Mn

団塊タイプとの関係

r（粗い表面）

s（平滑な表面）

産 状

団塊と堆積物との境界面

団塊／岩石との境界面

形成過程

珪質堆積物の続成作用によ

海水中の酸化物コロイド粒

る間隙水中の溶存イオンか

子の直接の沈殿

らの再沈殿
4． 我が国のマンガン団塊探鉱事業と国連海洋法条約
1974 年 3 月，すなわち白嶺丸就航の 1 か月前に，
「深海底鉱物資源開発の推進により,
鉱物資源の長期的・安定的な確保に寄与すること.」を目的に掲げて社団法人深海底鉱物
資源開発協会（DOMA）が設立された．白嶺丸の初年度の傭船は地質調査所一者で行われ
たが，翌 1975 年度から，夏場にマンガン団塊賦存状況調査のための DOMA の傭船（90
日）が始まり 1979 年度まで続いた（第 5 図 白嶺丸運航実績一覧）
．地質調査所によるマ
ンガン団塊の研究航海は，その影響を受けて 1975 年度から冬場の 1 月から 3 月に行われ
ることとなった．
DOMA のマンガン団塊賦存状況調査開始の背景には，国連海洋法条約下での深海底鉱
物資源（マンガン団塊）の探査開発権取得の必要性があった．現行の国連海洋法条約は，
1973 年 12 月に始まって 1982 年 4 月に終結した第 3 次国連海洋法会議の産物であるが，
我が国は早くから，準国産資源となりうる深海底鉱物資源の開発可能性に期待して，国と
しての探査活動に着手した．
年を追うにつれ，マンガン団塊の探査を本格的に進める機運が高まり，1980 年度には

12

新たに就航した「第 2 白嶺丸」
（約 2100 トン）を使って，マンガン団塊賦存状況調査が進
められることとなった．DOMA の航海が第 2 白嶺丸にシフトした後，その余白に，石油
公団による南極地域石油天然ガス基礎地質調査が割当てられ，白嶺丸が南氷洋に出かける
こととなった．
第 2 白嶺丸の誕生にまつわる余談であるが，1974 年 7 月～1976 年 8 月の間，科学技術
庁研究調整局海洋開発課に併任の専門職として勤務した筆者の経験を書き留めておきた
い．当時，科学技術庁傘下にあった海洋科学技術センターでは，本格的な潜水調査船とし
て，
「しんかい 2000」を建造する計画が持ち上がっており，1975 年の夏に，1976 年度の
予算として，その調査費を計上するための予算要求資料を作成していた．ある日，課長か
ら，潜水調査船を「地震予知のための海底調査」と「マンガン団塊の探査」という二つの
目的で使う際の利点を簡単にまとめてほしいとの指示を受けた．当時の私の所掌は，海洋
開発に係る国際交流の事務（第 3 次国連海洋法会議に関する科学技術庁の実務窓口および
日米，日仏，日独などの 2 国間協力の国内外調整に係る実務担当）であり，海洋科学技術
センターの事業には関わっていなかったが，1,2 日の時間を割いて図解を作成した．当
時，大蔵省内部で，「しんかい 2000」と通商産業省が進めようとしていた「第 2 白嶺丸」
の予算要求（いずれも調査費であったと思う）が比較の対象となり，マンガン団塊の探査
に関して，潜水船の方が面白いのではないかという空気になったらしい．
ある日，出勤すると，担当の課長補佐から，前夜半に，通商産業省のある課長補佐から
自宅に電話があり，「科技庁がいつからマンガン団塊の探査をやることになったのかと，
抗議された．
」旨を伺った．
話を本題に戻すが，マンガン団塊賦存状況調査は，1983 年度より，その前年の 9 月に
設立された深海資源開発株式会社（DORD）に引き継がれた．1982 年に採択された国連
海洋法条約が発効するのは 1994 年であるが，それに先立つ 1987 年 12 月に，我が国は，
マンガン銀座に有望鉱区 7.5 万平方キロメートルの登録が認められ，排他的探査権を取得
した．
DOMA のマンガン団塊賦存状況調査の開始（1975 年）にあたって，地質調査所の研究
者が協力するか否かが検討された．同調査は，通商産業省⇒金属鉱業事業団⇒DOMA への
委託事業であり，取得されるデータの公開が厳しく制限されていたため，地質調査所は，
調査方法についての助言は行うが，調査航海に同道するなどの協力は行わないこととなっ
た．関連して，先に述べた「中部太平洋マンガン団塊分布図(海洋地質図 21)」の原稿に
は，マンガンおよび鉄に加えて，経済面で重要なニッケル，銅などの組成を示す金属品位
図も用意されたが，「マンガン団塊賦存状況調査」とは遠く離れた海域を対象としていた
にも拘らず，部内資料として扱われ，公開されないこととなった．
上に述べたことから，地質調査所の活動は，我が国（DORD）のマンガン団塊鉱区取得
に何らの貢献をしていないと考えられそうだが，実際には，鉱区申請者が提出した鉱区候
補地に関する資料のほかに，申請者の属する国が有する科学的・技術的能力や科学的貢献
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（深海底鉱物資源に関する人類の知識の増大）も背景として斟酌される（すなわち，申請
者が提出した資料の信頼性の裏打ちとなる）ため，とくに，GSJ Cruise Report や個々の
学術論文等は大きな役割を果たしたと，筆者は考えている．
5． 白嶺丸の傭船事務
白嶺丸には 35 名の乗組員と 20 名の調査団員（研究員）を収容できる．傭船者が負担す
る費用には，入渠修繕工事（船体だけでなく船上設備の修繕・更新に関連する工事を含
む）
，燃料費，食料や飲料水の購入費，乗組員の給与，船体の減価償却費などなど多くの
費目が含まれ，複数の傭船者がある場合には，年間の総費用を傭船日数に応じ，按分して
負担する．会計法上あるいは税務上の必要性から定められた会計書類の最低保管期限は 5
年である．1999 年度をもって退役した白嶺丸の傭船費の予算や決算などに係る公式書類
は，どこを探しても見当たらない．筆者の記憶では，地質調査所の傭船分について，実働
1 日当たり 200 万円程度であった．したがって，150 日（実働日数）の傭船に約 3 億円が
必要となる．
傭船費の予算要求書を作るのは一仕事であった．すべて積み上げ方式であるから，多数
の費目ごとに単価×数量の計算式が並ぶ．船体や搭載設備の減価償却費は，既定の計算式
で算定されるが，燃料の単価や乗組員の人件費には流動的な要素が含まれており，予算
（要求）額を決めるのは，単純な話ではない．就航当初は，海洋地質部内のスタッフが中
心に，1980 年ごろからは総務部業務課に置かれた船舶運航係（係長 1 名）が中心になっ
て予算要求・決算事務を担ったが，研究者の手を完全に離れたわけではない．
世間一般に，1970 年代，1980 年代の人件費にはベースアップがあり，国家公務員のベ
ースアップが実現すると，その率が翌年度の乗組員の人件費アップ率にも（そのままでは
ないが）反映される．予算要求段階で，人件費の基本的なアップ分は膨らませることを認
められた．しかし，商船の運航に徹底的な合理化が求められ始めたその時代には，財政当
局から見れば，1800 トンの船に，なぜ 35 人もの乗組員が必要なのか不思議であったはず
で，折に触れ，航海中の（特に観測中の）乗組員の配置に関する説明を求められることが
あった．
筆者は 1981 年ごろから白嶺丸傭船費の予算要求事務に関わるようになった上，1989 年
2 月から 1991 年 3 月まで石油公団に出向して「南極地域石油天然ガス基礎地質調査」を
担当したので，特別会計による通産省からの受託事業費（白嶺丸傭船費を含む）の予算要
求にも関わった．余談であるが，1989 年（平成元年）は消費税元年であり，決算におい
て，消費税の課税対象になる費目とならない費目の仕分けや，課税対象とならない費目が
含まれていても，運航委託費の一部として運航会社に支払う場合にはネットで消費税が課
税されるなど，一筋縄ではいかない作業に電卓を睨んで長時間を費やしたものである．
それはさておき，①先に述べた「中部太平洋マンガン団塊分布図(海洋地質図 21)」が出
版され，工業技術院研究業務課に出向いて披露した際に，担当官から，要した費用の大き
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さを問われ，白嶺丸の傭船費でいえば，@2,000,000×60 日×5 回（年）で約 6 億円だと答え
て驚愕されたこと，②船舶の法定償却年数が終了した際に生じる償却費の大幅な減額が
丸々予算総額に反映されると，その後に予想される諸費用の増加に対応できなくなるた
め，その解決（軟着陸）方法を模索したこと，③いつの頃であったか記憶が定かでない
が，当時 NEDO に出向していた行政官に路上で出会い，白嶺丸の用途に関する話題を持
ち出したところ，
「あの金食い虫（白嶺丸）は，まだ動いているのですか？」と問われて
唖然としたこと，④ある時に，当時の工業技術院長から，「白嶺丸の運航費（財源）をも
っと有効なことに使えないかと考えている」といわれて絶句したこと，などなどが，大海
に浮かぶ木の葉のようであった筆者の思い出である．
1983 年度または 1984 年度の予算編成時にはこんなこともあった．12 月下旬に，翌年度
の予算査定の結果，6％アップで要求していた白嶺丸乗組員の人件費がアップ分 0 査定
（内示）であることが判明した．当時，工業技術院研究業務課に詰めていた私は，姉妹船
である第 2 白嶺丸関連（資源エネルギー庁海洋開発室所管）の人件費（同じく 6％アップ
要求）査定が，4.5％アップであったと知った．また，研究業務課の担当係長から復活要求
の手続きを進める（復活要求理由書を作成する）よう指示された．その際，本来，同率の
アップを要求していた両船の人件費に関して，異なる査定（内示）があったわけだから，
筆者は，白嶺丸に関して満額の復活要求をしてもおかしくないと主張したが，結局，4.5％
アップの復活要求をさせられることになった．
各年度の予算要求とは別に，白嶺丸搭載機器の更新に係る折衝も一仕事であった．白嶺
丸には船体と同時に財政投融資で搭載された，いくつかの重要な観測機器（船位測定装置
｟NNSS｠，深海用測深機｟12kHz PDR｠，表層地層探査機｟3.5kHz SBP：サブボトム
プロファイラー｠，船上重力計，船位そのほかの基本的なデータを処理するためのコンピ
ュータなど）があった．就航から 10 年近くたつと，少しずつ，故障や用途の拡大に合わ
せて更新が必要になる．これらの更新は，オーナーである金属鉱業事業団が大蔵省の認可
を受けて実現するので，同事業団の契約室や経理部門に更新の必要性を説明するのだが，
時には難渋することもあった．船上重力計の場合には，そもそも重力測定がなぜ海底地質
調査のために必要なのか具体的に説明してくれといわれ，重力異常と海底下の地質構造と
の関わり，地質構造と地質資源や地殻変動との関わりなどについて表形式の説明書を作る
のに 1，2 日を費やした．また，コンピュータの更新要求時には，地質調査所が求める演
算処理能力と現状を比較して，具体的なデータ取得頻度やデータ品質がどのように向上す
るのか，処理能力（計算速度）を半分にすると致命的な支障があるのかなど，うんざりす
るような議論を続けたことも，今では，懐かしくさえ感じられる．
さて，白嶺丸の効率的な運用のためには，年間 250 日程度の調査航海日数（入渠修繕工
事に必要な期間を除き）が必要であった．第 4 節に述べたように，就航翌年の 1975 年度
から，国のマンガン団塊探鉱事業のために 90 日の調査航海（深海底鉱物資源開発協会）
が組まれて 250 日運航が始まったが，その後，いくつかの転機があって用途も少しずつ変
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わった．1980 年度には，マンガン団塊探鉱事業が新たに就航した第 2 白嶺丸に移り，代
わって「南極地域石油天然ガス基礎地質調査（石油公団）」が始まった．また，二期にわ
たる「マンガン団塊研究プロジェクト」及び「海底熱水鉱床研究プロジェクト」（併せ
て，この小文のタイトルに記した海洋鉱物資源の研究）が 1989 年度をもって終了し，代
わって，
「海洋物質循環の研究」および「海洋中の炭素循環メカニズムの研究」が開始さ
れた．さらに，これら環境関係の 2 つのプロジェクトが終了した後，1997 年度からは，
「国内石油・天然ガス基礎調査」あるいは「海洋石油開発技術等調査（大水深における石
油資源等の探査技術等基礎調査）」が導入された．
この節の最後に，26 年間に及ぶ白嶺丸の航海と関連プロジェクトを一覧にした図を示し
ておく．

第5図

白嶺丸運航実績一覧（元データ：海洋開発技術株式会社より提供）

6． 海底熱水鉱床研究プロジェクト
1960 年代の半ば（1966 年）になってから，過去に紅海で発見されていた異常な（カラ
フルな）堆積物が，Fe，Zn，Cu，Ag，Au などを有意に含む重金属泥と呼べるものであ
ることが明らかにされた．紅海には非常に新しい海底拡大軸があり，同様の海底拡大軸で
ある大西洋中央海嶺，東太平洋海膨あるいはガラパゴス拡大軸も注目された．1970 年代後
半から，潜水船による調査によって，拡大軸周辺の火山活動に伴う多金属硫化物鉱床など
が次々に発見された．
地質調査所では，1983 年度をもって二期にわたるマンガン団塊研究プロジェクトが終
了した後に，海底熱水鉱床の研究プロジェクトを立ちあげることを検討した．大洋の拡大
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軸と同様に，海洋プレートの沈み込みの陸側に生じる島弧の火山活動に伴う海底熱水活動
に着目し，科学技術庁の予算で調査方法・研究方法に関するフィージビリティスタディを
行った．第 3 表がそのまとめで，海底熱水鉱床調査の各段階の概要と調査機器・技術を示
すものである．
熱水鉱床の探査では，先ず，熱水活動が存在する可能性のある場を抽出するための地
形・地質構造探査が必要である．堆積物の覆いが薄い海域では，海底地形から火山や海底
拡大の軸部を検出することができるし，拡大傾向の場に形成された熱水の循環経路となる
正断層群は地質構造探査で把握される．次に海底下あまり深くない場所に熱源があれば，
種々のスケールで重力の低異常や地磁気強度の低下が観測されるであろう．さらに，何ら
かの熱水循環があれば，高地殻熱流量や底層水の微妙な温度変化が観測され，あるいは海
水中にメタンやヘリウムといったガスが異常に溶存するであろう．そして，実際に循環す
る熱水が有用な金属成分を海底に運んできているとすれば，それが低温のものであって
も，鉄・マンガン酸化物をクラストとしてあるいは堆積物中の微粒子として沈殿させてい
るであろう．
第 3 表 海底熱水鉱床調査の各段階の概要と調査機器・技術
（地質調査所 200 海里フィージビリティスタディグループ 1983）

第 3 表に沿って海底熱水鉱床の探査を進める場合，第 3 段階では，存在指標高強度海
域において，熱水活動や熱水鉱床地帯に特有の地形・地質構造を検出する．この段階で
は，洋上の船舶から深海曳航式の観測機器などを用いて，１万分の一ないし５千分の一の
精度で指標データを取得する．最終の第４段階では，潜水船を用いて，熱水活動や熱水鉱
床の目視観察を行い，5 千分の一～1 千分の一のスケールで鉱床などの様相を示すことに
なる．因みに，1 千分の一で描かれた図であれば，実距離 10m が図上では 1cm で表され
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ることになる．

第6図

左：伊豆・小笠原弧周辺の海底地形．北緯 33 度付近，東経 140 度付近の数字
1 は八丈島（島の位置は東経 140 度線西側の▲）
．以下，南南西に向かって，
2：須美寿島，3：鳥島，4：孀婦岩，5：西之島．東経 140 度付近で南北に
連なる A～D は，伊豆・小笠原弧の火山フロントである Shichito-Iwo Jima
Ridge（七島－硫黄島海嶺）と背弧山岳地帯に当たる Nishi-Shichito Ridge
（西七島海嶺）の間に発達する背弧リフトである．いずれも，対の正断層で
挟まれた溝状の地形を示す．A：八丈リフト，B：スミス・リフト，C：鳥島
リフト，D：西之島リフト．（Murakami,F. 1988）
右：スミス・リフト南半部中央付近の地震探査断面解釈図
（Murakami,F. 1988）

地質調査所は，上記フィージビリティスタディの結果を受けて，1984 年度から，工技
院特研「海底熱水活動に伴う重金属資源の評価手法に関する研究」をスタートさせた．そ
の舞台を第 6 図（左）に示す．房総半島の南東から南に向かって延びる伊豆・小笠原海溝
は，太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込む場所である．伊豆・小笠原海
溝の北は日本海溝，南はマリアナ海溝に連なっている．海溝の内側（沈み込みの前方＝こ
こでは西側）には，火山活動を伴う弧状列島＝島弧（伊豆・小笠原弧）が形成される．島
弧（の火山活動）と海溝（プレートの沈み込み）はセットになっており，一括して島弧・
海溝系とよばれる．伊豆・小笠原弧には，2013 年以降の記録的な噴火活動で有名になった
西之島をはじめ，多くの火山が列状に並ぶとともに，それらのさらに西側には背弧リフト
と称される溝状の地形が発達する．この海域の背弧リフトは，東西両翼を正断層で仕切ら
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れた溝状の凹地である．それは，東西方向に引っ張る力が働いて生じたことを示してお
り，海底カルデラを含む火山列とともに，海底熱水活動の存在が期待される舞台である．
第 6 図（右）に背弧リフトの地質構造の一例を示した．
中部太平洋で研究されたマンガン団塊は，その大半が公海海域に賦存しており，鉱区取
得や開発は，すべて国連海洋法条約のレジームに則って行われるのに対して，上記の海域
（伊豆・小笠原海域）は，我が国の排他的経済水域に属しており，仮に，火山活動に関係
する金属資源が存在すれば，将来的に純国産資源となるという利点を有している．
「海底熱水活動に伴う重金属資源の評価手法に関する研究」は，1984～1988 年度の 5
年計画で開始されたが，計画終了前に，沖縄トラフ（九州の西方から台湾島の北方まで，
南西諸島・琉球諸島の西側に沿って延びる背弧海盆）の一部，とくに沖縄本島北西沖で熱
水性の硫化物鉱床が相次いで発見されたことを受け，沖縄トラフ海域を対象とする研究を
展開するため，1 年延長して 1989 年度まで続けられた．
以下，伊豆・小笠原海域における白嶺丸を用いて行われた研究の成果をいくつか紹介し
ておく．
（1） 背弧リフトよりさらに西側の西七島海嶺（第 6 図（左）参照）に属する海山から
採取されたマンガン・クラストの外皮に相当する部分は，海水から直接沈殿したと考えら
れる Mn-Fe-Si 酸化物（δ-MnO2）からなるのに対して，本体部分は結晶度の高いトドロ
カイトや加熱により結晶度の高くなるバーネサイト（いずれも熱水起源のマンガン酸化鉱
物）からなる．また，化学組成の上でも，Mn または Fe に比べて Cu+Ni+Co の含有量が
著しく低いという熱水起源の特徴を有している．
（2） 背弧リフトのいくつかにおいて，堆積物中に熱水起源と考えられる鉄・マンガン
成分が含まれることを明らかにした．とくに，スミス・リフトの堆積物は比較的 Mn に富
む（0.4％以上）一方，Cu や Ni には乏しい．Mn／Ni 比で比較すると，中央太平洋海盆
の約 30 に対して，スミス・リフトでは約 250 と高く，希土類元素の分析で Ce（セリウ
ム）の負の異常がみられることからも，この成分が熱水起源であると考えられた．
（3） スミス・リフト北部の海底近傍の海水中にバクテリア分布の正の異常が見られた
（第 7 図（左）
）．用いた手法は，グラム陰性菌の細胞膜を構成する多糖類（LPS）がカブ
トガニの血清と反応してゼラチン化する現象を応用して LPS の濃度を測定し，異常が見ら
れたサンプルの顕微鏡観察によって，バクテリアの個数をカウントするものである．な
お，第 7 図（右）には，火山フロント沿いの海形カルデラにおける同様のデータを示し
た．
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第7図

左：スミス・リフト北部（W8 地点）における海水中の LPS と細菌数の
鉛直分布（三田ほか，1988）．● パイロデック（PD）試薬による
LPS 濃度，▲ エンドスペシー（ES）試薬による LPS 濃度，△ 体長
1μｍ以上の細菌数，× 体長 1μｍ未満の細菌数，〇 総細菌数．
右：海形カルデラ火口丘（W4 地点）における海水中の LPS と細菌数の鉛
直分布（三田ほか，1988）．▲ エンドスペシー（ES）試薬による LPS
濃度，△ 体長 1μｍ以上の細菌数．

（4）海山・海嶺域で採取されたマンガン・クラストのうち，火山フロント沿いの海形海
山（浅部水深 162ｍ，北硫黄島北北西約 140km，北緯 26 度 40 分付近，東経 141 度付
近）で採取されたサンプルの詳細な内部構造観察に基づいて，熱水性マンガン・クラスト
の生成過程が明らかにされた（第 8 図）
．同図中のカテゴリーB（塊状層状マンガン酸化
物）および E（小柱状マンガン酸化物）が下向きに成長したことが走査型電顕観察によっ
て明らかにされた．それは，下方から供給された鉱液が最初に海底面で沈殿固化して蓋を
作り，後から供給された鉱液は蓋を押し上げながら下方へ成長したことを示唆するもので
ある．
（5）海形海山のカルデラ底から熱水性の硫化物が発見された．それは，鉱化作用を受
けた複輝石安山岩に発達する細脈中の黄鉄鉱である．黄鉄鉱は固体包有物として閃亜鉛鉱
の微小粒を含み，黄鉄鉱の表面には，やはり微小な Cu-Fe-S 鉱物（黄銅鉱と思われる）が
付着する（走査型電顕観察）．細脈全体で，142ppb の金と 1.8ppm の銀が含まれる（放射
化分析）ことが明らかにされた（Urabe et al. 1987）．この成果に関しては，その後，海洋
科学技術センターの潜水調査船“しんかい 2000”による潜航調査が行われて，カルデラ内
の熱水起源と思われる沈殿物や湧水の様子が詳しく観察された（湯浅・浦辺・村上，
1987）．
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なお，伊豆・小笠原弧の火山フロントだけでなく，前述の沖縄トラフにおいても，潜水
調査船による調査が活発に進められ，2000 年代の初頭までに，複数の地点で海底熱水鉱床
と呼べるものが発見されてきた．

第8図

熱水性マンガン・クラストの内部構造（湯浅・西村，1986）

7． エピローグ
1974 年 4 月に就航した海洋地質調査船「白嶺丸」は，1999 年度末まで 26 年の長きに
わたって，我が国の海洋地質研究を支えた．東京大学海洋研究所の歴代の研究船や海洋科
学技術センターの歴代調査船，さらには，海上保安庁の歴代測量船なども海洋地質分野の
研究に関わってきたが，いずれも複数分野の研究・調査の一環として実施されたものであ
り，海洋地質に特化した点で，白嶺丸の存在は大きく，我が国の海洋地質分野の研究の進
展に果たした役割も大きなものであったと思われる．
また，地質調査所の内部でみると，1980 年代までは，学位（博士）取得前に採用された
研究者の数が比較的多く，その中で海洋地質分野の研究に携わった多くの研究者が，白嶺
丸の取得した観測データや海底試料に基づいた研究を柱として学位を取得しており，その
いわゆる白嶺ドクターの数は，17 人に上るのではないかといわれている（西村，1999）．
小文では，白嶺丸就航以来の 16 年間にわたる海洋鉱物資源の研究プロジェクトにスポッ
トを当てて，筆者の記憶を紐解いてみた．
我が国の，海洋鉱物資源探査の最近の動向をみると，2008 年度より経済産業省からの委
託を受けて，沖縄海域・伊是名海穴において海底熱水鉱床を調査してきた JOGMEC（石
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油天然ガス・金属鉱物資源機構）は，海底面付近の鉱床が，亜鉛，鉛，金等に富む硫化物
で，5 年間の調査で，資源量は 340 万トン程度と算定した．また，2012 年 2 月から新た
に運航を開始した海洋資源調査船「白嶺」による深部掘削調査の結果，海底面下 30m よ
り深い深度に，相当大規模と推測される海底熱水鉱床の新鉱体が存在することを確認した
（いずれも同機構 2013 年 3 月 27 日プレス・リリース）
．
このようにみてくると，白嶺丸による海洋鉱物資源の研究は，我が国の海洋鉱物資源探
査のプロローグであったと位置づけることもできるが，白嶺ドクターの一人である筆者に
とっては，まさにかけがえのない舞台であった．また，白嶺丸と地質調査所によって培わ
れた多くの技術やノウハウあるいは研究成果が，金属鉱業事業団（現石油天然ガス・金属
鉱物資源機構 JOGMEC）や海洋科学技術センター（現海洋研究開発機構 JAMSTEC）な
どの関連する活動に受け継がれてきており，地質調査所は，海洋鉱物資源の研究分野でパ
イオニアの役割を果たしたといえる．
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