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熱
ねっすい

水噴
ふんしゅつ

出孔
こう

の生物研究における先駆者である

フレッド・グラッスル (1939 – 2018) に捧げる
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はじめに、海洋調査隊と彼らが探検する深海について紹介しましょう。

フィービー テビタ
カイラ

熱水噴出孔：海底から鉱物を豊富
に含む熱水が噴き出しているとこ

ろ。海底の割れ目。 煙
えんとつ

突 ( チム

ニー )のような形になる。

活動停止孔：熱水の噴
き出しが停止したチム

ニー。



 「さあ、はじめよう！」

深海底の岩には銅
どう

、亜
あ え ん

鉛、金
きん

、銀
ぎん

など様々な宝物が眠っているはず、
でも他にも何か見つかるのでは？

深海の秘密を探ることに皆
みな

ワクワク，ドキドキ！



「準備はバッチリ？」



調査隊を乗せた潜
せんすい

水艇
てい

は、薄暗い場所をめざして下へ、下へと、暗
くらやみ

闇の深海へ

と潜
もぐ

っていきます。

船体を軋
きし

ませながら、潜水艇
は「ピーン、ピーン」と音を
出して海底を探ります。その

途中には、変わった形をし
た生き物がいくつも現
れました。

ブドウのようなクダクラ
ゲ、大きな傘から糸のよ

うな触
しょくしゅ

手を伸ばしたクラ

ゲ、ぶすっとした顔のア
ンコウもいます。



なかには、キラリと輝いたり、ピカピカと光ったり
するものがいて、それは素晴らしい光景でした。

「これは読んだことあるよ！」とフィービーが嬉しそうに声を
上げました。「この光は生物発光というの。暗い海で暮らす
クシクラゲ、イカ、ホウライエソのような生き物は、光を
放つことで仲間とコミュニケーションを取るんだよ。」



潜水を始めて 2時間、ようやく海の底が見えてきました。水深 3000 メートル
近くまで来ています。
「すごく寒くなってきた」とテビタが言います。

「わあ、これはサンゴなの？ぼく

は綺麗なサンゴ礁
しょう

の海で泳いでい

るけれど、こんなに深くて水の冷
たい場所にもサンゴが棲んでいる
なんて知らなかった。」



「煙？海の底で煙はありえない！」と
フィービーが言います。「それ、熱水
に違いないよ。もう少し近づいて
みよう！」

「見て！水がゆらめいて、
黒い煙も出ている。チム
ニーから噴き出している
よ」カイラが声を上げま
した。

チムニーにはキリン３頭を
重ねたほどの高さになるも
のもありました。



「ちょっと待って！あれは何？」とテビタ。皆、自分たちの目を疑いました。もくも

くと煙の出ているチムニーの周りに奇
きっかい

怪で不思議なすがたの生き物がウヨウヨいまし
た。毛むくじゃらのコシオリエビ、シンカイヒバリガイ、オハラエビ、チューブワー
ム、ミョウガガイ、巻き貝などです。

「すごい！」

「わあ！」

「びっくり！」



 「オアシスのようね！どんな生き物なんだろう？」とカイラ。調査隊は夢中になって
観察しました。「こんなに厳しい環境でどうやって生き延びてきたの？」「周りの水は
とんでもなく冷たいけど、噴き出ている黒い液体は 300 度もある熱水だ！」

「この岩には銅や
金があるよ！」

「止まって！あんまり
近づくと私たちが溶

けちゃうよ！」



 「さて、みんなでちょっと考えてみよう。海の生き物には驚くことばか
り - ここにある宝物 - 鉱物、それと生き物についてもっと知る必要が
あると思う」テビタが言います。

「誰か、この鉱物を集める方法
を知ってる？」とフィービー
が聞きます。



 「知っているよ」とカイラが返事をします。「採掘 (さ
いくつ )というんだけど、大きなロボットが海底の岩を
砕いて一帯を平らにして、雲のように泥をまきあげるの
よ。

細かくされた岩は長いパイプを通って船まで吸い上げら
れて、

その後、岩から鉱物が取り出され、人が使える状態にす
るの。中には大金になるものもあるんだって。」



「でも、ここにいる奇
きみょう

妙な生き物たちの
住みかはどうなるの？生き残ることは
できるの？」とフィービーが聞きます。

 「それじゃあ、生き物があまりいない、活
動を停止した噴出孔から鉱物を採掘するの
はどう？」とテビタが言います。

 「でも、活動停止孔にいたサンゴたちはどうなるの？他にはどんな生き
物が住んでいるの？泥の雲が遠くまで広がったりしたら影響を受ける生
き物がいるかもしれない。その生き物たちもきっと、海の健康を維持す
るための役割があるはず」とカイラが言います。



「その大きなロボットはとても大きな音
を出すんでしょう？ - この辺りを通る
クジラも影響を受けるのかな」とフィー
ビーが言います。

「別の住みかに引っ越すことのできる生き物もいるのかな、もしかすると住
んでいたところも、いつか元に戻るのかも」とテビタは思いをめぐらせます。



「私のお母さんは風力発電機やソー
ラーパネル、それから電池自動車の
バッテリーを設計しているんだけど、
それを動かすにはここで取れる鉱物が
必要だって」とカイラが説明します。

「鉱物だけを採って、自然
保護区みたいに生き物の住
みかには触れないようにす
ることはできないの？」と
テビタが提案します。

調査隊は色々考えましたが、簡単に決めら
れることではないように思えました。結
局、ここにある鉱物は生活のあらゆる場面
で使われているのです。電力、電池、携帯
電話、パソコン、そして彼らの乗っている
潜水艇にも、その用途は様々です。



 「掘った鉱物で稼
かせ

いだお金を使って島に新しい学校や病院を建てることができ
るなら良いことだね」とテビタが言います。「でも、島の近くで採掘されると、
動物や植物、それにぼくたちが食べたりする魚にも影響するし、観光客も減る
ことになるかもしれない。」



「今、こういう鉱物の多くは陸上の鉱山から掘り出
されてるよ。もちろんこれも、近くにいる動物
や植物に影響を与えてる。もっと良いやり方
はないのかな？」フィービーが問いかけま
す。



「紙はリサイクルしているよね、今
あるものを再利用できないのか

な？古くなった冷蔵庫、テレビや
ケーブルならたくさんある。これ
から必要な鉱物を取り出して再利
用できないのかな」とテビタが提

案します。

「生活の中で使う鉱物の量を減らすようにすることも、

できるかもしれないね」とカイラ。「そんなに頻
ひんぱん

繁に携

帯電話やパソコンを替える必要はあるのかな？未来の
技術では、使う鉱物の量をはじめから減らすことがで
きるかもしれないね！」



 「ねえ、みんな」とテビタが言います、「海
底の採掘を進める前に、ここにいる生き物と

採掘による影響について知ることがたく
さんあると思うんだ。」

「すべての答えを得るまでには、まだまだ海底に何

回も出
で

掛
か

けなくてはならないね！」



「調査隊のメンバーを増やす必要が出てくると思うよ！」とマシューが言います。「す
ごい！こんなに沢山の宝物を見つけたんだね！」とサミーが言います。「今度海の底
に行くときは私も連れていって！」
「私も！」とカラボウがつづきます。「生き物をなるべく傷つけないような採掘ロボッ
トを造りたいな。」
「法律を勉強して、地球にいるみんなの宝物を横取りする海

かいぞく

賊が出てこないようなルー
ルを作りたい」とアルフレッドが言います。

あなたも答えを見つけに行きませんか？

３人の調査隊は学校に戻ると、自分たちの目標について語りました。話を聞いた子供
たちはとても興味を持ちました。



あなたならどうしますか。
たとえ生き物を傷つけたとしても鉱物の宝物を集めるのか、それとも生き物を
なるべく傷つけずに一部の鉱物だけを集める方法を探すのか、あるいは宝物で
ある生き物や鉱物はそのままそっとしておく代わりに、これまでに採掘した鉱
物の使い方を考え直すのか。

おうちの人・先生のみなさんへ

深海における鉱物資源の使用に関する規則と規制を作成するにあたって、国際
的に活躍する専門家たちは各国政府ならびに国際海底機構 ISA (1982 年の国連
海洋法条約に基づき設立され
た国際機関 ) と協力し、発展
途上国で暮らす人びと，そし
て人類全体に恩恵をもたらす
ものとするべく働きかけをし
ています。

イギリス連邦事務局（The 
Commonwealth Secretariat）
は各大陸・海洋に存在する連
邦加盟国と連携し、これらの
規則の制定に取り組んでい
ます。各国の政府は連邦の
海洋利用に関する憲章（The 
Commonwealth Blue Charter）
の元で、主に環境保護、利益
の共有ならびに経済の発展に
ついて協議しています。DOSI
は最新の生物やその生息地に

黒い煙が噴き出す大西洋中央海嶺の海底熱水噴出孔 ( 左上 )、シン
カイヒバリガイの群集と魚、大西洋中央海嶺 ( 右上 ) ( 両写真：© 
SEHAMA 2002. FCT, PDCTM 1999/ MAR/15281)  

東太平洋海膨で観察されるガラパゴスハオリムシの大群集 ( 左下、
© R. Lutz) 、インド洋の熱水噴出孔に生息する巻貝（ギガントペ
ルタ）とコシオリエビからなる群集 (右下 © サウサンプトン大学 ) 



関する科学的知見に基づいた規制の導入を推進しています。

海洋の健常性を保護し、資源の持続的な使用を心がけることが次世代のために
重要です。

産業界は現在、以下の鉱物資源を深海底から採掘する可能性を検討しています。

この本で示した熱水鉱床は、主に中央海嶺や火
山弧、背弧海盆など、世界中の海底でみつける
ことができます。これらは水深 500 から 5000
メートルの海底にあり、いくつかの国の領海あ
るいは公海のいずれでもみつかっています。熱
水鉱床には銅、金、銀、亜鉛や鉛が含まれてい
ます。熱水噴出孔の微生物は、植物が太陽光を
エネルギー源とするのと同様に熱水に含まれる
化学物質を利用して増殖し、ある者は他の動物
に共生して彼らを養っています。

これが、熱水噴出孔のまわりに，その環境に適応した大きな生物がたくさん住
みついている理由です。

マンガン団塊は水深 4000 から 6000 メートルに分布する深海平原でみつかりま
す。最も多く分布が確認されているのは太平洋です。このジャガイモ程度の大
きさの石の塊（団塊）には、マンガン、ニッケル、銅ならびにコバルトが豊富
に含まれています。団塊の上やその間の堆積物には、まだ知られていない小さ
な生き物が数多く住んでいます。たとえば、この団塊に住む生き物の代表的な
ものとして小型のカイメンが挙げられます。これは 2017 年に発見されたばか
りです。

コバルトクラストは水深 400 から 4000 メートルの海山の上でみられます。コ

太平洋の深海底にてマンガン団塊や大きな
深海エビ ( 学名：Bathystylodactylus) が
みられます（写真の横幅は約 50cm）。© D. 
Jones, イギリス国立海洋学センター



バルトクラストはコバルト、ニッケルやプラチナを豊富に含みます。現在、太
平洋が最も有力な採掘候補と考えられています。この環境には、サンゴ、カイ
メン、その他様々な種類の無脊椎動物が生息しています。

リン鉱石は水深 200 から 400 メートルの大陸縁辺部でみられます。マンガン団
塊よりはるかに小さく、現時点ではニュージーランド、メキシコならびにナミ
ビアの沖でみつかっています。これらの鉱物がある場所では漁業が営まれてお
り、様々な種類の無脊椎動物も生息しています。

海底鉱物資源にとどまらず、農業、養殖、漁業など、産業規模での活動では資
源採取と環境保全のバランスを取る必要があります。これら活動の影響と管理
は、気候変動と環境汚染が加わることで複雑になります。深海の調査と観測に
かかる費用は高額であり、長期の監視も困難であるため、海底採掘は取り扱い
が難しい問題となっています。

 太平洋のコバルト・リッチ・クラストにサンゴ
が分布するようす。©  国立水・大気圏研究所、
ニュージーランド 

ニュージーランド沖のリン鉱石の広がる海底。こ
こでは、サンゴやカイメンなどの固着性ろ過食動
物や移動性のカニなどがみられます。© 国立水・
大気圏研究所、ニュージーランド
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