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■ 研究会開催報告 ■ 
「中国の海洋開発技術動向」 
 
日 時：2015 年 10 月 15 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震は水深 8,000ｍを超える日本海溝を震源域とすることや、日

本近海の排他的経済水域内には膨大な海底資源が賦存することが明らかになってきたことなどから、我が国

では海洋や深海に対する関心が高まってきました。  
 中国でも、世界 深の潜航能力を有する有人潜水調査船「蛟竜」を運用する一方、新しい海洋調査船の建

造を推進するなど海洋開発に向けた技術力を高めています。深海探査や海洋調査などの科学調査と、海洋石

油開発に関する中国の技術動向について、我が国の取組みと対比しながらお話しします。 

  

 

【講師紹介】 

 
磯﨑 芳男（いそざき よしお）氏：  
国立研究開発法人 海洋研究開発機構海洋工学センター長 

 

［略歴］ 

1950 年生まれ。大阪大学大学院工学研究科修了。  
1975 年 三菱重工業株式会社入社。広島造船所、本社船舶・海洋事業本部、長崎造船

所勤務。  
2006 年 独立行政法人海洋研究開発機構（現 国立研究開発法人海洋研究開発機構）

入職。 地球深部探査センター技術開発室長（2006 年 7 月～2010 年 3 月）。海洋工学

センター長（ 2010 年 4 月～） 
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1．講演録 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 これより第 88 回中国総合研究交流センター月例研究会

を開始する。 

 今日は中国の海洋開発技術の動向について、国立研究開

発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）の海洋工学センター

長である磯﨑様にお話をいただく。中国の海洋開発は非常

に目覚ましい発展を遂げており、また、海洋進出を支える

技術というところで先進的な技術もたくさん持っている。

世界の海洋開発の現状を見た時、宇宙開発より海洋の中の

方が分からないところが若干あるようだが、今日は世界の

海洋開発、日本の力量、そして中国の海洋開発の動向につ

いてたくさんの写真をまじえながらお話いただくことに

している。磯﨑様のご略歴はお手元にお配りしている通り、

大阪大学大学院工学研究科を修了され、三菱重工業株式会

社へ入社、船舶・海洋部門を担当され、2006 年に JAMSTEC、

現在は海洋工学センター長を務められている。中国の海洋

開発を含め、海の中の科学についても興味深い話が伺える

と思う。それでは磯﨑様、よろしくお願いします。 

 

 

【講演】 

 皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。 

 

 この写真は中国が造った水深 7,000m まで潜れる潜水船、

「蛟竜（ジャオロン）」だ。JST で中国の海洋科学技術一

般について調査していた時、深海潜水船についても調べた

いというお話があり、私が中国の COMRA  (China Ocean 

Mineral Resources R&D Association) の責任者の方を知

っていたご縁もあり、2013 年 1 月、無錫（ムシャク）を

一緒に調査訪問させてもらった。今日はそのような繋がり

からこの場にお招きいただいたものだと思う。 

今日は日本が進もうとしている海洋技術の開発レベル

とそれに対比させた中国の状況、また海洋開発技術として

どのようなものが使われているかについてもお話させて

いただこうと思う。 

 

 

 

 折角の機会なので、はじめに少し JAMSTEC を紹介したい。

JAMSTEC は 1971 年 10 月、経団連の後押しを受けて、認可

法人海洋科学技術センターとして設立された。この時から

“JAMSTEC”と称している。2004 年に独立行政法人になり、

今年から国立研究開発法人になった。予算には厳しいもの

があるが、その中で知恵を出しながら研究や技術開発のレ

ベルを保っていこうとしている。職員は全体でおよそ

1,000 名。研究開発機関のため研究職が多い。そして私た

ちのような技術職、また保有している船のうち一隻を自分

たちで動かすことから船員が 46 名、事務職、支援職を含

めて 1,000 名規模となる。組織としては理事長の下に研究

部門と私たちのような技術部門、そして経営管理部門があ

る。 

いろいろなインフラを持ちながらそれに相応しい研究

成果を出しているということで、世界の海洋研究開発機関

の中でも 5本の指、もしくは 3本の指に入るだろうと自負

している。本部は横須賀にある。横浜の研究所には「地球

シミュレーター」という大きなコンピューターを置いてい

る。北方では青森県のむつ市に研究所がある。昔の原子力

船「むつ」を改造して運用している海洋研究船「みらい」

の母港でもある。高知コア研究所では西太平洋とインド洋

の海底から採取した試料を保管し、沖縄の名護にある国際

海洋環境情報センターでは JAMSTEC の研究船等でとった

資料や映像情報を扱っている。 

今は昨年度から始まった第 3 期の中期計画に取り組ん

でいるところだ。5年間の中期計画では 7つの大きな研究

開発課題を行うとしている。1 つは“海底資源研究開発”

だ。JAMSTEC は開発するというより研究する機関なので、

海底資源がどういうもので何故そこにあるのか、どのよう

にして出来たのか、またどこに溜まりやすいかといったこ

とを調べている。2つ目は“海洋・地球観測変動研究開発”

だ。 近、地球が少し異常じゃないか、今年も台風が非常

に多かったし夏も暑かった。地球の面積の 7割は海が占め

る。海洋を知ることで地球の変動を知ろうということをや

っている。3 つ目は“海域地震発生帯研究開発”。もう 4

年半以上前になるが東北地方太平洋沖地震は海底下を震

源とする大きな地震だった。地震を防ぐことは無理だとし

ても、一刻も早くその予兆を知る、あるいはそれが発生し

た時のシグナルを伝える、それによって少しでも防災、減

災に繋げようという研究だ。4つ目の“海洋生命理工学研

究開発”。海の底は非常に食べ物が少なく、圧力が非常に

高く、光も届かず、酸素も少ない。さらに海底から硫化水

素が湧いてくる環境もある。しかしそういったところにも

生命体が棲んでいて、まさにそれは原始地球、今のように

酸素が豊富でない時代の環境かもしれない。生命の源はそ

ういったところから生まれたのではないかという研究を

進めている。5 番目、“総合海洋掘削科学の推進”では海

底下を掘って得られる研究をしている。マントルは大きな

プレートを動かす原動力だが、将来そこに到達しようとい

うプロジェクトでもある。6つ目の“先端的融合情報科学

の研究開発”ではコンピューターを使って色々なモデルを
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構築してシミュレーションを行っている。そして 7つ目の

“海洋フロンティアを切り拓く研究基盤の構築”は研究を

支えるための新しい技術基盤の研究開発を目指している。 

 

JAMSETC は「なつしま」、「かいよう」、「よこすか」、「み

らい」、「かいれい」、「白鳳丸」、「新青丸」、「ちきゅう」、

という８隻の研究船を所有しており、現在、「かいめい」

という研究船を建造中だ。この中で一番大きいのは「ちき

ゅう」という科学掘削船だ。海底下を掘ってマントルに到

達することを目指している。大きな地震を起こす海洋プレ

ートを動かす原動力、マントルは我々の足元約 10km の深

さのところにある。人類が 38 万 km 彼方の月からアポロ宇

宙船で石を持って帰ったのは 1969 年、今から 50 年近く前

のことだが、10km 下のマントルがどういうものかは未だ

知ることができていない。そこから試料を採取することに

向かって、今、チャレンジしている。これだけの数の船を

動かしている研究機関は世界にも他に無いが、単に動かし

ていればよいのではなく、それに見合った研究成果を出す

ことが重要で、それにもある程度、応えられているかと思

う。「新青丸」だが、3.11 の震災では東北地方沿岸域の海

洋生態系が大きく崩れた。その復興を目指して特別に予算

をつけてもらい、2年前に完成した研究船だ。世界の先端

をいく研究船だと思う。「かいめい」は来年 3 月に完成予

定だ。これも世界に類をみない、非常に優れた高機能、多

機能の船である。 

 

船だけではない。海の中のロボットも開発して動かし、

成果を出している。海のロボットには 3 種類－①有人型、

②無人型－自律式、③無人型－遠隔操縦式がある。有人型

では研究者も乗りこんで、人が海底の状況を直接見ること

ができる。自律式は自分で考えるロボットである。海中に

入れると自分で判断して動き、調査して帰ってくる。遠隔

操縦式は船の上から人が動かす。これらを皆さんに分かり

やすく説明すると、有人型は人が乗り込んで動かすロボッ

トで“ガンダム型”、自律式は自分で考えて動く“鉄腕ア

トム型”。現在の技術レベルでは鉄腕アトムほど賢くはな

いが、イメージしやすいと思う。無人型は遠隔操縦式なの

で“鉄人 28号型”と例えることができるだろう。鉄人 28

号はラジコンで動かすが、海の中では電波は吸収されてし

まうためロボットに届かない。遠隔操作には海中ケーブル

を使う。実際の有人型の例は「しんかい 6500」で、2人の

操縦者と1人の研究者の3人が乗りこみ動かす。HOV（Human 

Occupied Vehicle）という。無人型のうち自律式は AUV

（Autonomous Underwater Vehicle）、人が海に入れた後は

自分で判断しながら調査して帰ってくる。これが近年非常

に発達してきた。遠隔操縦式は ROV（Remotely Operated 

Vehicle）と呼ばれ「ハイパードルフィン」という代表的

なものがある。この写真にケーブルが見えるが、船の上か

らこれを通じてオペレーションしている。 

有人型では研究者が自分の眼で観察することが可能だ。

その場でなければ感じられないことを感じながら新たな

発見をつかんでいく。ケーブルも使わないので一度潜れば

現場の判断で自由な行動ができる。無人型の鉄腕アトム式

は調査ルートを予めコンピューターにインプットし、ルー

トに従った調査を行う。海底に障害物があると、自分で判

断してそれを避けながら、インプットされた通りのルート

で調査をやっていく。遠隔操作式では船の上からケーブル

を使って動かす。ケーブルを通じて電力を送ることができ

るので力の必要な重作業をすることができる。映像はリア

ルタイムで船の上にあげることも可能だ。但し、長いケー

ブルを使うので動きが制限されるという弱点がある。それ

ぞれ、強い面、弱い面があるということだ。それらを上手

く使い分けながら全体を動かしていく。「うらしま」、「ゆ

めいるか」、「じんべい」、「おとひめ」が鉄腕アトム型で、

「ハイパードルフィン」、「かいこう 7000Ⅱ」、「かいこう

Mk-Ⅳ」が鉄人 28 号型だ。少し技術的な話になるが、「し

んかい 6500」、「うらしま」、「ゆめいるか」、「じんべい」、

「おとひめ」、「かいこう 7000Ⅱ」、「かいこう Mk-Ⅳ」は日

本で製作したものだ。「ハイパードルフィン」は 1999 年に

カナダから買ってきたものだが、勉強しながらいろいろな

ところを改良してきたので元々の姿は今や無いと言って

いい。外から買ってきた物でも、改良を加えて使いながら

自分たちのものにしていくというのも一つの技術の進め

方だと思う。 

 

少々前置きが長くなったが、これより本論である中国の

海洋開発技術動向のお話に入らせていただく。 

海洋のほんの一部ではあるが、①深海の探査技術、有人

潜水調査船と無人探査機の技術、②海洋調査の技術として

海洋調査船の技術、③海洋石油開発技術として石油掘削船

技術、掘削機器の技術、石油生産システムを取り上げる。

この他にも水産や海洋エネルギーなど色々な海洋の活用

の方法はあるが、本日はこの 3つの分野を取り上げて、日

本の技術と比べながら中国ではどういう取り組みがなさ

れているかお話したい。 

 

はじめに深海の探査技術の一つ、有人潜水船について紹

介しよう。世界に 4,000m より深く潜れる有人潜水船は 7

隻ある。ロシアの「MIR」は「MIR1」と「MIR2」の 2 隻で

カウントする。一番古い潜水船は米国の「ALVIN」だ。「ALVIN」

という名前こそ変わっていないものの、中はどんどん改良

が加えられている。耐圧殻という一番重要な部分などもゴ

ソッと取り替えながら「ALVIN」という名前だけが残って

いる。我々の「しんかい 6500」はその名の通り深度 6,500m

まで潜れる潜水船で 1989 年に造られた。これ以前は 1981

年に「しんかい 2000」という有人潜水船を造っている。

6,500m まで潜れるものを一足飛びに造るのは難しいだろ

うということで、第一段階として「しんかい 2000」を作

った。「しんかい 2000」は 1981 年に完成して、2002 年ま

で合計して 1,411 回潜っている。この技術をベースに「し

んかい 6500」を造った。いつも 6,500m まで潜っているわ

けではないが、近いうちに 1,500 回潜航を達成する。フラ
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ンスの「NAUTILE」、ロシアの「MIR」も 大潜航深度は

6,000m を超える。ロシアの「CONSUL」は 6,270m まで潜れ

る。 

“IFREMER”は著名なフランスの国立海洋研究所だ。

“WHOI”はウッズホール海洋研究所のことでボストン近郊

にある。「ALVIN」は世界をリードしてきた有人潜水船だ。

そして 2012 年にできたばかりの「JIAOLONG（ジャオロン）」

は先ほど紹介した COMRA のもので 7,000m まで潜ることが

できる。お話した通り、日本では 2,000m まで潜れるもの

を造り、その技術をベースに 6,500m に挑戦したが、中国

の有人潜水船はそれまでせいぜい潜航深度 300m 程度だっ

たものが一気に7,000mになった。実のところ、深度6,000m

というラインはいろいろな要素技術－耐圧容器やケーブ

ルを接続させるコネクタなどが一つのバリアになってい

る。それを越えるのが大変なため、 初は 大潜航深度

6,000m として造りたいというところがあったようだが、

苦労しながらも「7000」を造り上げたともいう。 

 

「しんかい6500」は1989年から2012年までの23年間、

世界で も深くまで潜れる有人潜水船だった。1,400 回を

超える安全な潜航記録を持ち、事故は一度も起こしていな

い。2012 年 1 月に中国を訪問した時、彼らは我々を非常

に歓待してくれた。知りたいことがたくさんあるのだと質

問書が並んでいた。彼らが何を知りたかったかというと、

毎年メンテナンスをしながら、長年にわたり安全に動かし

てきた実績こそが中国には無いノウハウだということで、

それらの内容を知りたがっていた。勿論、我々も教えられ

ることと教えられないことがあるが、同じような中国の有

人潜水船が事故を起こせば世界的な影響は非常に大きい

と考え、とにかく事故だけは起こしてほしくないという思

いでできる範囲で協力をした。 

 

ここで少し有人潜水船の構造についてお話したい。これ

は「しんかい 6500」だ。6,500m 潜ると手のひらくらいの

広さに大型車 30～40 台分の重さに相当する圧力がかかっ

てくる。直径 2ｍの“耐圧殻”と小型の耐圧容器だけが外

の圧力に耐えられるが、この耐圧殻の全面に掛かる圧力は

8 万トンを超える。上部のハッチを通ってこの中に乗る。

整備するときには耐圧殻以外は全部外して分解する。覗き

窓が 3箇所。この写真は耐圧殻の中の様子だ。狭い所に 3

人の乗員が 8時間から 9時間滞在する。バランスを取らな

いといけないので乗る前には体重を量って調整する。 

 

私も試験潜航に乗せてもらったことがある。海の中はま

ったく別の世界、非常に素晴らしい世界だった。煌々とラ

イトをつけてカメラを向けても光が届くのはせいぜい

10m だ。そのような世界で何が見え、何を見てきたかをお

話する。 

3.11 大地震の後、まだ余震が続いていた 8 月に水深

5,400m まで潜った。この地図でここが日本海溝、ここが

震源域になるが、海底に降りた時に余震が起きたらどうす

るかと心配しながらこの 3地点に潜った。そこに見えたの

は何本もの亀裂だった。何年か前に同じ場所に潜っている

が、その時は全くフラットな海底だったのに、これほど変

わっていた。ここに少し白い物が見えるが、これはバクテ

リアマットといい、海底の亀裂から湧き出す水素やメタン

を食べるバクテリアが生息しているものだ。 

 

 これは中国の有人潜水調査船、「蛟竜（ジャオロン）」だ。

特徴は後ろの“エックス翼”である。新しい潜水艦はこの

ような“エックス翼”を取り入れている。今までのものは

十字型だ。エックス型になると何が良いか。十字だと横は

上下運動だけ、縦は左右だけの操作となり、横のコントロ

ールは 2枚だけでしかできないが、エックスになるとこの

一枚一枚が縦と横、両方の操作が出来るので、例えば横の

コントロールは４枚全部で行うことができることになる。

何かダメージが起きても対応しやすい。十字では一枚のダ

メージで 50％の機能となるが、エックス型では 75％が維

持されるということだ。窓の素材にはガラスだと割れる可

能性があるので、「しんかい 6500」と同じく少し粘り気の

あるアクリルを使用している。有人潜水船の中から人が見

るエリアは狭いが、ここは円錐台形になっていて、中から

見ると外に広がっているので視界は思った以上に開けて

いる。外からの圧力がかかるのでこのような受けになって

いる。定員は 3名。 近の有人潜水船調査船はパイロット

が 1 名、観察者・研究者が 2 名という構成で、「蛟竜」も

そのようになっている。ここはペイロード保管部分。研究

機材や海の中から取ってきた物を入れたりする。ペイロー

ドは大きいほど良く、仕様で謳われる性能の一つだ。2本

のアームがあり、海底での調査に使い、掴んだものは船の

前にあるバスケットに入れたりする。 

これは「ジャオロン」の母船だ。船の方は改造船を利用

していて 1978 年の建造と比較的古い船を使っている。 

「しんかい 6500」と「蛟竜（ジャオロン）」を比較する

と、全長は「蛟竜」の方が少し短いが幅がある。空中重量

は、「しんかい 6500」が 26.7 トンに対して「蛟竜」は 22

トン。しかし耐圧殻の内径は「蛟竜」の方が大きい。ここ

が大きいほど中の居住性が良くなるので大きいほど良い。

材料はチタン合金だが、こういったものを作れるかどうか

ということも一つの技術レベルの指標になる。チタン合金

にもいろいろな材料があり、例えば我々が 初に造った

25 年前と比べると、今の日本ではもっと優れたチタン合

金を手当てすることができる。「蛟竜」で使われるチタン

合金がどのくらいのレベルかは分からないがおそらく似

たようなレベルだろう。覗窓は大きければ大きいほど良い。

主電池について、我々はリチウムイオンで動かしている。

近ではハイブリッドカーなどでも使われているが、同じ

ものを海の中でそのまま使うわけにもいかないので多少

工夫している。一方、「蛟竜」は銀亜鉛電池で動かしてい

る。これは一時代前の電池でメンテナンスに手間が掛かる。

「蛟竜」のペイロードは 220kg、多くのものを積むことが

できる。ここに浮力材という項目がある。例えば「しんか
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い 6500」は空中で 26.7 トンあるが、海に浮かべると 600kg

くらいの浮力で浮いてくる。そのように浮かせるのが浮力

材、シンタクティックフォームで、0.1mm という非常に小

さなガラス球を樹脂で固めたものだ。6,500m の水圧では

大きなガラス球は割れてしまうため、圧力に耐え得るとて

も小さなものを樹脂で固めている。比重は 0.5 と木と同じ

ぐらいの軽さでありながら 6,500m の圧力に耐える強度を

備えた材料だ。こういったことが有人潜水船を形作る一つ

の要素であり、重要な技術だ。中国でも国産のシンタクテ

ィックフォームを作ろうという話はあるようだが、現在、

どうなっているかは分からない。 

 

径が大きくなるほど圧力には弱くなり、小さくなるほど

圧力に強くなる。先ほどお話した通り、空中重量は「蛟竜」

の方が軽く、しかも大きな径でありながら深く潜れる。こ

れは何故か。 

日本は安全に対して厳しいルールがあり、国土交通省の

船舶安全法を踏まえて日本海事協会が設計診断を行う。設

計深度が 600m より深い潜水船に対しては、設計深度×1.5

＋300m という構造強度基準で、「しんかい 6500」でいうと

深度 10,050ｍ相当の圧力に耐えられる耐圧殻の設計とな

っている。一方、中国では ISO－国際標準化機構の部会に

対し、6,000m 以上の深度については適用圧力を 1.1～1.25

の安全率とすることでよいではないかと提案している。つ

まりは安全に対する各々の考え方の違いということで、例

えば米国ではアメリカ船級協会で設計潜水深度×1.25 を

適用圧力としている。もし「しんかい 6500」を 1.25 の安

全率で潜らせるとしたら、現状のままでも 8,000ｍまで潜

ることができることになる。つまり、安全率を見直すだけ

で「蛟竜」より深く潜ることができることになるというこ

とだ。ということは、先ほど提起した“軽いのに深く潜れ

る”ということは技術思想の違いともいえる。 

 

「蛟竜」のモデルはロシアの有人潜水調査船「MIR（ミ

ール）」だ。「蛟竜」は半分程度がロシア製の技術から成り

中国国産とは言い難い。何が日本のものと違うかというと、

耐圧殻の製造方法を見てみよう。「しんかい 6500」ではこ

の写真のようにチタン合金の厚さ 73.5mm の板をプレスで

押して半球を作り、それを成型してレーザービームで溶接

する。綺麗な半球を精度高く作るには熱で万遍なく温めな

ければ偏りが出てしまうので温度管理が難しい。一方、「蛟

竜」はこのように花びらを作る。下が 8枚だったか、それ

を溶接して半球を作り全球にする。こちらの方が一枚一枚

の管理が簡単だが、いろいろなところを溶接するのでその

分のリスクは大きい。しかし、技術的にはこの方が楽だ。

「蛟竜」では 58.6％の国産化率と言われている。何をも

って国産化率としているかは不明だが、これを 85％以上

にしたいということで、自分たちで耐圧殻を 3個製造した

と聞いている。国産の有人潜水船として母船も用意してい

る。一足飛びに深度 6,000m 用の耐圧殻製造は難しいが、

まず 4,500m 用を国産技術で造りたいと計画しているよう

だ。先ほどの 3個の耐圧殻では 1つは花びら方式、1つは

半球－プレス成型と、技術的な進歩を狙いながらテスト技

術も含めてやっているという。 

 

さらに先を行くのが 11,000m 級だ。世界で も深いのは

マリアナ海溝のチャレンジャー海淵というところで、水深

10,911m という深さだ。そこにも潜れるように造ろうとし

ているのが「彩虹魚号」だ。公表されている姿はアピール

のためのモデルと言ってもいいかもしれないが、「張誉」

という母船のイメージなども報じられている。私たちもポ

スト「しんかい 6500」として次は水深 12,000m まで潜れ

るものにしたいとチャレンジしているところだ。究極的に

は透明ガラス球で耐圧殻を造って視界を広くしたいと思

う。現在でも 1,000m まで潜れる潜水船では全球が透明な

アクリル製のものがある。NHK で放映されたダイオウイカ

はそれを使って撮影された。 

いずれにせよ、超深海には想像されていた以上の微生物

が生息していて、その中には人類に有用なものもあるかも

しれないと期待されている。調査する価値は十分にあるだ

ろうと考えている。 

 

次に、ROV－遠隔操作型無人探査機について紹介しよう。 

ROV の一番大きな市場は海洋石油開発で、メキシコ湾に

もたくさん投入されている。ROV でも製造技術同様、オペ

レーション技術も非常に重要だ。私達が動かす ROV もオペ

レーターが非常に優秀で日本人らしい細やかさで研究者

の指示する物を遠隔操作で壊さずソフトに取って持って

帰る。ケーブルがあるので電力を送ることができる。マニ

ピュレーターという大きなパワーを持つロボットアーム

を動かし、かつライトを照らしながら、映像はリアルタイ

ムで送れる。ただ、ケーブルで繋がれているので引っ張る

ケーブルが長くなると動きに制限が出る。そのため、深い

所に行く時はこのようにワンクッション置いている。長い

ケーブルと繋がるステーションをつくり、そこから細い短

いケーブルを出して ROV 本体を動かす。この方法だと短い

ケーブルで機能的に動かすことができる。この写真のよう

に石油を掘削する現場で ROV はたくさん使われている。 

 

ROV ではどのようなものが見えるかをお見せする。南鳥

島のさらに南に拓洋第五海山という、深い海の中の山があ

る。コバルトリッチマンガンクラスト調査というものだが、

長い間、海底から噴き上げたものが張り付いているので、

このようにロボットアームを動かしながら採取したもの

をバスケットに入れて持ち帰る。 

今、世界で稼働している 6,000m 以上の科学調査用 ROV

は 6 台ある。韓国 KIOST の「Hemire」、フランス IFREMER

の「Victor6000」、米国 Woods Hole の「JasonⅡ」、そして

JAMSTEC の「ABISMO」、「かいこう 7000Ⅱ」、「かいこう Mk-

Ⅳ」だ。 

日本海溝の水深は 8,000m を超え、伊豆小笠原海溝は

9,780m、ほぼ 1万メートルに近い。日本の周りを調査する
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にはやはり他には無いような深い所を調査できる機器が

必要だ。一方、中国の周辺では一番深い所でも南シナ海で

4,000m にも届かない。先ほど、石油産業でも ROV をたく

さん使っていると言ったが、海洋石油開発で対象となるの

はせいぜい 3,000m の深さだ。 

 

中国も ROV 開発に取り組んでいる。どのようにチャレン

ジしているかというと、一つは「発見」という 4,500m 級

ROV、一つは「海獅」という 4,000m 級で、所有者は違うが

それぞれ外国から買って動かしている。「発見」はイギリ

スの SMD 社、「海獅」はカナダの ISE 社の製品だ。私達も

かつて「ハイパードルフィン」という本格的な ROV を ISE

社から買ってきた。いろいろなニーズに合わせて自分達の

使いやすいように改造しながら経験を重ねてきた。そして

それを元に我々独自の技術で新しい 7,000m 級深度の ROV

を開発し、さらに上の 10,000m 級を目指してきた。先ずは

他所の技術を導入し、それを動かし、改造しながらあるい

は教わりながら用途を明確にして、自分達の技術も取り込

み新しい物に取り組むというのが技術進歩の元になる流

れだ。中国もそういうことをやっていて、4,500m の国産

ROV「海馬」開発に取り組んでいる。 

“国産化率 高”とあるが、できるだけ国産の物を使お

うとしている。浮力材とあるのは先ほどのシンタクティッ

クフォームだ。2～4 トンくらいのものでも海の上では浮

く。それを潜らせるためにスラスターの力で押し込むよう

な形になる。油圧・推進システムやロボットアームも国産

技術で作ろうとしている。ロボットアームは陸上でもいろ

いろなものが造られているが、海の中では圧力がかかるの

でそれをコントロールするシステム、あるいはどのように

耐圧性を持たせるかという問題がある。また海の中だから

簡単にはアクセスできない。その信頼性をどう確保するか。

他の機材もそうだが、何かトラブルがあったとしても海の

中にパッと行って直すことはできない。信頼性の高さが非

常に求められる。海の中を照らすのにこのようなライトを

付けるが、むき出しのライトも 4,500m の水圧に耐えなけ

ればならない。そういったものを国産で作ろうという計画

だ。 

 

 次は鉄腕アトム型の AUV－Autonomous Underwater 

Vehicle、自律型無人探査機について紹介する。AUV には

海底調査のルートを予めインプットしているので、船から

海に投入すると指示に従った行動をする。ルート中に起伏

などの障害があればそれを自分で判断して避けながら進

み、調査が済んだらただいまと戻ってくる。ROV ではケー

ブルがあるので上でオペレーターが運転しないといけな

いが、AUV は一度、海に放り込んだら“果報は寝て待て”

的に戻ってくるまで待っていればいい。 

AUV の優れた点はどういうところか。この画像は水深

1,000m の沖縄トラフの熱水域調査で、音響で取得したも

のだ。先ほど話したように、海底はライトを照らしても

10m 先しか見えず、その先を撮影したくても光学カメラを

使うことができない。そうすると音に頼るしかなくなるの

で音響データで地形を取得する。これで比較すると分かり

やすいが、船から取った音響画像だとこのくらいの解像度

に対し、AUV ができるだけ海底近くに潜って高周波の音響

システムを用いて取るとこのような鮮明な地形データを

得ることができる。熱水が噴き出している箇所が良く分か

る。ひそひそ話が遠くでは聞こえなくても近くではよく聞

こえるのと同じで、対象に近づいて音響画像を取ることが

できる AUV にはそういった特長がある。今はまだ海底から

100m 程度の高さを航行しているところだが、これからも

っと近づいていけると思う。 

 

もう一つ、AUV の使い方の一つには海底にある石油のパ

イプラインのメンテナンスがある。ルートを与え、パイプ

ラインが健全かどうか調査させるのだ。AUV は非常に発達

してきている。我々も注力しているが中国も同様で、我々

の AUV の稼働水深が 3,000m、3,500m くらいのものに対し

中国では 6,000m 級の AUV を開発している。その航行スピ

ードは 2ノットというからそれほど早くはない。時速 4km

弱といったあたりだ。ちなみに我々は 3～3.5 ノットくら

いのものを作っている。 

AUV はかなり発達してきているので、将来もっと速くて

効率的に動かせるもの、あるいは音響システムではなくい

ろいろなセンサーを積むようになるだろう。中国でも自作

を目指しながら、AUV の機能はこれからもどんどん発達し

ていくと思う。 

 

海底探査機にはいろいろな要素技術が必要とされてい

る。探査機本体を造るだけでなく、それに載せる、あるい

はサポートする技術も必要だ。我々も日夜取り組んでいる

ところだが、海中深いところでいかに効率的に使っていく

かが重要だ。例えば、海の中は電波が届かないので自分の

位置を知るための GPS が使えない。そこで、INS という慣

性航法装置で加速度を積算しながら自分の位置を探って

いく。また、音響画像通信システムでは海底で撮った写真

を音響に乗せて 10 秒に 1 枚、船に送ることができる。そ

のうちこれを 1秒に 1枚くらい送れるようにしたい。 

これは燃料電池だ。工場で 1,000 時間までは連続運転で

きるようになった。AUV は 3 ノット、時速 5km で動くこと

ができるので、動くことだけであれば 5,000km 彼方まで到

達することができる。 

 

この図は、国産技術で開発した慣性航法装置だ。ここが

精度で数字が低いほど高精度になる。海外製より少し精度

が高いといったところだろう。 

 

2 つ目のトピック、海洋調査として海洋調査船の話をさ

せていただこう。 

ご承知のように日本の領海と排他的経済水域（EEZ)の面

積はおよそ 447 万㎢と世界第 6 位、国土の 12 倍の広さが

ある。一方、中国は日本の 5分の 1程度の約 87 万平方㎢。
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半径 200 海里としてグルッと円を描くと島一つがあれば

その周りの EEZ で 43 万平方㎢を優先的に使うことができ

る。海底には資源も眠っている。日本の EEZ にもメタンハ

イドレートや石油があるだろうし、レアメタルが含まれる

ような熱水鉱床が噴き出すところもある。さらに ROV でコ

バルトリッチマンガンクラストを採取することもできる。

今は「あることがわかった」というレベルだが、どのくら

いの量がどのような密度であるかということを解析して

いくことが重要で、それを詳細に調べていく必要がある。

それらを調べるのには次のようなストーリーが考えられ

る。 

船は遅いとはいえ時速約 20km で動く。まず船を用いて

音響を使った海底調査を広い範囲で行う。その中で有望な

場所があれば AUV を使って海底近くから調べる。段階的に

精度を上げた調査をし、 終的には海底から試料を取る、

あるいは掘ってサンプリングするというストーリーだ。そ

のはじまりに位置するのは船による調査なので、やはり海

洋調査船の持つ役割は大きい。 

 

対して中国の海洋進出だが、一元的には国家海洋局が主

要な音頭を取っていると思う。中国でもいろいろな調査船

を造り運用している。発表された資料によると、この図の

ようにいろいろな科学調査船を持っている。その中の一つ

が「科学」という総合観測船で 2012 年 9 月に出来ている。

それほど大きくはないがよく考えられた船だ。 

今、私たちが造っている「かいめい」と比較してみた。

ほぼ似たような大きさではあるが「かいめい」の方が少し

大きい。中国の特長として、航続距離が日本より長いこと

があげられる。定員数も多い。搭載機器は大体同じ用途の

ものだ。3Dか 2Dの差はあるがMSC、その他 CTD、ROV、Piston

コアラー、MBES（後述、マルチビーム音響測深機）、ADCP

がある。こういったものを載せていて、科学の基本となる

データを把握しようとしている。比較の中で一つだけ大き

な違いは「かいめい」には海底をボーリングする機械を設

けているところだ。 

 

音響で海底を知るということは基本的には“やまびこ”

と一緒だ。音の撥ねかえる時間と強度で海底の深さと状況

を調べる。硬い所に当たれば強く撥ねかえるし柔らかいと

ころに当たると音も柔らかくなる。一箇所一箇所やると大

変なので、“マルチビーム音響測深機（MBES）”という音を

多方向に一度に出しながら、機械的に海底の調査を行う。

今、私たちの船でも海底地形を調べるには全てこれが基本

になっているが、残念ながらこれは日本製ではない。欧米

にしかメーカーがないので、欧州製か米国製のどちらかだ。

昔はこういうものが日本にもあったのだが、海洋調査の一

番大きなマーケットは石油産業だ。海洋石油産業の中心と

なる北海やメキシコの周辺でこのような技術が発達する。

日本の周りでも資源がたくさん出てきて活発化すれば技

術の発達も期待できるのではないかと思う。 

 

海洋調査の中でも気候変動を捉えることは非常に重要

だ。今年の台風の発生は異常じゃないかなどという声も聞

かれるが、我々も船の退避など台風が影響する安全確保に

頭を痛めている。台風は海で発生するので、海の中がどの

ようになっているかを調べることも大事だ。空気に比べて

海水は単位体積で 1,000 倍の重さを持ち、従って 1,000

倍の熱を閉じ込めるので、空気の１度と水の 0.001 度は等

価ということができる。そのためそれくらいの高い精度で

海水温度を計っている。CTD（Conductivity, Temperature 

& Depth）－電気伝導度（塩分濃度）、水温、深度－を決め

られた深さできちんと計り、24 本、36 本の採水器を降ろ

して水を採取することもできる。海洋調査としてどの深度

で水温何度、どれくらいの塩分濃度かというデータを得る

こともできる。 

 

 
 

日本列島周辺の地形的特徴として、太平洋プレート、フ

ィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北米プレート

の 4枚の海洋プレートが存在するということがある。東北

地方太平洋沖地震は太平洋プレートが北米プレートの下

に沈み込む日本海溝で発生した。伊豆・小笠原海溝は太平

洋プレートとフィリピン海プレートがせめぎ合うところ

だ。フィリピン海プレートがユーラシアプレートに潜り込

む南海トラフでは今後30年以内に大地震が60～70％の確

率で起こるという。こういった周辺環境を持つ国は非常に

稀有である。日本周辺の海の深い所を知り、海底で何が起

きているかを知ることが重要となる。 

我々が今、造っている研究船では、この図のように

3,000m のストリーマーケーブルを 4 本引っ張って海底下

を 3 次元で捉え、また 3,000m×4 本で 12km の長さにする

ことで海底下をさらに深く 2 次元で調べることができる。

船体の後ろから音源としてエアガンで圧縮空気を一気に

放出し、海底下までいろいろな所に反射しながら伝わって

いく音をストリーマーケーブルに仕込んだ多数のマイク

で拾って解析するという方法だ。残念ながらストリーマー

ケーブルも国産のものが無く、海外で買うしかないのだが、

物を作る技術だけでなく、取得したデータをどのように解

析するかといったことも重要な技術である。それが日本で

はなかなか発達していない。例えば、得られたデータを 3

次元の画にする技術はやはり石油業界が進んでいる。 
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これは三菱重工の長崎造船所で 2 年前に造られた物理

探査船で、船主はノルウェーのペトロレウム・ジオ・サー

ビス社、海洋石油開発のための地層探査をする会社だ。先

ほど、我々は 3,000m を 4本といったが、これは 12km のス

トリーマーケーブルを一度に 24 本も出すことができる。

石油業界は大きな投資をしてもそれに見合うリターンが

あるからやっている。これを 4隻造ることになっていただ

ろうか、非常に先端的な船だ。 

規模は違うが中国でも同じように「海洋石油 720」とい

う 3次元物理探査船を 4年前に建造した。普通の船の形に

近いが、同じようにストリーマーケーブルを引っ張って海

底下の探査をすることができる。名前からしておそらく海

洋石油の調査をするためのものと思う。搭載している機械

がどこの国の製品かは分からないが、おそらく外国で買っ

てきたものを取り付けているのだと思う。ちなみに日本に

も経産省が所有する「資源」という船がある。先ほどお見

せした「PGS」の小型版だ。 

 

特殊船の一つに砕氷船がある。中国の「雪龍」はウクラ

イナで作られたものを購入し、改造したものだ。世界には

もっと高い性能の砕氷船があり、米国の「ポーラースター」

は 6m の氷も砕けるという。ロシアには昔、「レーニン」と

いう原子力砕氷船があった。北極海など氷に囲まれた周辺

国が砕氷船を所有している。 

韓国でも新しく「アラオン」という砕氷船を作った。1m

くらいの氷の中を 3ノットで進むことができる。日本でも

「しらせ」が動いていて、1.5m の氷を割りながら 3 ノッ

トで航行することができる。砕氷船は氷を割っていかない

といけないので、大きな馬力、巨大なエンジンを持つ。 

 

 後に海洋石油開発技術についてお話する。今、世界中

では 1 日あたり 9,000 万バーレルという原油が出ている。

1 バーレルは小ぶりのドラム缶くらいで、160 リットルに

相当する。原油の価格を 1 バーレル 50 ドルとして為替レ

ートを 1ドル 120 円とすると、1バーレルが 6,000 円とな

る。それが 9,000 万バーレルだから毎日 5,400 億円の価値

が地底／海底から出るということで、原油の価値だけで年

間 200 兆円にもなる非常に巨大な産業だ。かつてはサウジ

アラビアなどに巨大油田があったが、陸上で見つかる油田

もだんだんと減ってきて、少しずつ海洋油田の比率が上が

っている。この図に示すのが海洋油田のシェアで、3 割、

4割と上がってくると、年間 200 兆円の内の 3割としても

60 兆円、それが年間に出てくる海洋石油のポテンシャル

ということになる。 

石油を掘削するには先ず、音響を用いた物理探査で海底

下の状況を把握してから掘削船で試掘する。掘らないこと

にはどの程度埋蔵されているか実際のところが分からな

い。昔は 1,000 回掘って 3回当たればいいという具合だっ

たが、今はコンピューターも発達しいろいろな地層データ

も得られているので当たる確率は高くなっているようだ。

現状では、海洋で掘削しているのは も深いところで水深

3,000m、生産するのは水深 2,500m くらいだ。 

 

海洋で石油を掘削する装置には 3種類ある。一つはジャ

ッキアップと呼ばれる甲板昇降型で昔から使われている

ものだ。海底に脚を立てているので安定しており波を受け

ても動かない。技術的にも比較的易しい。2つ目がドリル

シップでこのように普通の形の船に櫓を立てる。3つ目の

セミサブ型は半潜水型だ。使う時に半分沈めて波の影響を

受けにくくする。 

掘削船に関する技術をどう見るかというと、どこで造っ

たかだけではなくどこがデザインしたかを見る。デザイン

も技術の高さを示すものだからだ。誰がどうデザインし、

どこで造ったかというのが一つの技術的な尺度になると

思う。そういう意味において、これらの写真の掘削装置は

日本でデザインして日本で造ったものであり、日本の技術

レベルを示すものと言える。しかし「ちきゅう」を造った

のは 10 年前だが、それ以降、日本では海洋掘削船は造ら

れていない。 

世界で稼働中のオフショアリグはここにあるように総

リグ数で 949 と 1,000 近くあるが、稼働率を見ると 1年前

に比べて減っていることが分かる。何故かというと、石油

の値段が下がっているからだ。石油価格が下がれば石油会

社も新しい油田を探すための投資をしなくなる。そういう

影響が反映されている。逆に石油の値段が上がればどんど

ん投資しようと造られる数も増えていく。 近の油価低迷

の状況下でも、以前の発注もあり、今、中国でどんどん造

られている。 

掘削船では造船の技術が基本となる。造船の大きな流れ

はイギリス、米国、日本ときて韓国に移り、今は中国が有

力になってきた。掘削船は日本でも一時、かなりの数が造

られていたが、その内に安いからと韓国で造られるように

なり、今は中国に移ろうとしている。現在、中国では全部

で 61 機が造られていて、比較的簡易なジャッキアップが

47、セミサブ 11、ドリルシップ 3といった内訳だ。 

今、中国で建造中のものを例示するとジャッキアップで

はノルウェーの Seadrill が船主で、設計は米国の Fried & 

Goldman の「West Hyperion」がある。ドリルシップやセ

ミサブまでとはいかずとも、まずはジャッキアップで他社

のデザインで造りつつ勉強しながら、やがては自分たちで

設計していけるようにと考えているのかもしれない。セミ

サブでは、ノルウェーの会社が船主で英国の Global 

Maritime 社が設計したものを建造中で非常に斬新な形を

している。このドリルシップはシンガポールの会社が船主

だ。このように中国では 3種類の掘削船を建造している。 

 

日本もかつては米国の会社から支給された図面に基づ

いて建造しながら勉強することで、自分たちのデザインを

つくる力を養ってきた。同じような状況が今の中国にある

のだと思う。これは中国の造船所の写真だ。このようにリ

グがたくさん並んでいる。これだけのことを同時にできる

ような環境は世界でも僅かだろう。まずは自分たちで造り
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ながら、造り続けることによって、いろいろなトラブルを

乗り越えて力を付けていく。そういうことで中国の技術は

どんどん進んでいくのだと思う。 

 

これは特殊な例でどのタイプと言っていいか分からな

いが、世界初の丸い“Cylindrical Drilling Rig”だ。元々

は日本が“Cylindrical”にすることによって優れた性能

が得られるのではないかと提案し、一時、ブラジル石油公

社ペトロブラスと一緒に開発を行っていた。その後、ブラ

ジルの技術となり、今は Sevan Drilling に移っている。

世界に 3機あるが 2号機を中国で造った。いろいろな技術

に対応できる力を付けている結果だと思う。掘削船は船体

を作ることが一つの重要な技術であり、デザインも同じく

重要な技術と言える。さらに、どういう機器を乗せてそれ

をどこでつくるか、それも重要な技術要件となる。 

掘削船は海底下からのガスや油の暴噴を防止する防噴

装置を装備している。船体と、海底上に設置された防噴装

置をライザーと呼ばれる太いパイプで繋ぎ、その中を通し

て掘削管を回転させながら海底を掘っていく。泥水で海底

に掘った孔の周りを押さえながら、掘り屑を船上に上げな

がら掘っていく。非常に複雑なシステムだ。船を定点に留

め、スラスターでコントロールしながら調整し、パイプを

回転させるもの、海底で何かあった時にそれを止めるもの、

先端に掘り進んでいくものなどを組み合わせて掘り進む。

以前は日本で櫓さえ造ったことがあるが、この「ちきゅう」

に搭載された櫓はオランダ製で、分割して日本に運んで一

体化させて載せた。パイプをハンドリングする機械はノル

ウェー製だ。なかなか日本製にはならないが、先ほども言

った通り、海洋石油産業はメキシコ湾と北海が中心で、そ

の周辺に情報が集まるので技術もやはり産業の中心地周

辺で発達する。これはパワースイベル、巨大なモーターで

パイプを回転させる機械だ。これはドリルビット、掘削す

るための先端の歯型だ。ハワード・ヒューズ Jr.をご存知

かと思うが、その財を成したのは父親であるハワード・ヒ

ューズが造ったドリルビットだ。硬さや地層によって部分

を変えて使うが、硬い地層用には人工ダイヤや超合金が使

われる。これは消耗品で地質にもよるが 2,3 日掘っている

と歯型がダメになってしまう。ドリルビットはいろいろな

ノウハウが込められている。ようやく日本でも日本製のド

リルビットを作れるようになってきた。こういったところ

にも石油産業を支える大きな技術がある。 

 

海 洋 石 油 産 業 界 に は OTC － Offshore Technology 

Conference という論文発表・講演会と展示会からなる大

きな催しがある。1969 年に始まり、毎年、5月の日本の連

休頃に米国テキサス州ヒューストンで開催される。一時、

石油産業が衰退した時に 2年に 1度の開催となり、展示会

はなく論文発表だけの時もあったが、近年は賑やかになっ

ている。今年は 10 万人くらいが参加したということだ。

米国で開催するだけあって展示会は非常に大掛かりで、ヘ

リコプターを飛ばすなどやったこともある。ヒューストン

の野球場アストロドーム、アストロアリーナを使った広大

な展示会だ。海洋技術に関する論文も OTC で採択されるこ

とは非常に名誉なこととされている。1970 年代後半あた

りまでだったろうか、かつてはここに“日本村”と呼ばれ

るエリアがあった。掘削船をたくさん造って景気が良かっ

た頃、日本の各社が競って展示ブースを出していたので

“日本村”状態だったのだ。しかし今年は 6社程度で、片

や今は中国が“中国村”を作っている。OTC で中国は掘削

用の機器を展示するようになった。未だ欧米の会社が使っ

た事例は聞かないが、まず国内で造るものには使われてい

くと思う。一番驚いたのは BOP だ。掘っている時に油やガ

スが出てくる可能性があるのだが、それをコントロールす

る BOP を中国でも使おうとしている。メキシコ湾の事故で

は海底下を掘っている時に油が出てきて、それをうまく

BOP でコントロールできないまま火が付いて大変な事態

になった。 

 

実際に掘削して原油の賦存が確認できれば生産段階に

進む。昔は海上に櫓を組んでやっていた。これは JACKET

の典型的な生産システムだ。砂が入っているとパイプライ

ンがすぐにダメになるので海底から掘ったら水と砂を

JACKET 上で処理してパイプラインを通して陸上に上げる。 

中国には「白樺」－中国名では「春暁」という油ガス田

プラットフォームがある。非常に基本的なつくりで水深も

100m くらいだったと思うが、実際に自分達のところで生

産に入っている。ちなみに、日本でも磐城沖や日本海側に

こういった石油・ガス生産プラットフォームがある。 

近は水深が深くなるにつれ、いろいろな方法が使われ

るようになった。今は FPSO（Floating Production Storage 

& Offloading）が主流だ。海が深くなり海底から脚を立て

るのが大変になってくるので浮体式にして係留し、海底に

設置された坑口装置から油を上げるラインを取り付け、浮

体上で処理して貯油しておき、シャトルタンカーで陸揚げ

する方式が盛んになってきた。 

この図は FPSO システムを支えるサブシーシステム（海

底石油生産システム）だ。ここでも海中機器、海中コント

ロール、海底工事、ROV などのいろいろな技術が使われて

いるが、これらを組み合わせてオペレーションし、メンテ

ナンスして実際に商業化していくことが求められる。世界

的にもサブシーシステムは注目されていて、日本にもそう

いうところに打って出たいという企業があるようだ。技術

的障壁は低くはないが、日本から世界に向けて飛躍して欲

しいと思う。 

 

1978 年、かつて日本でも当時の通産省が海底石油生産

システムは必ず実現する時代がくると先端的なことを考

え、瀬戸内海にこういうものを設置して開発するというプ

ロジェクトがあった。実際にものを造りテストもしたが、

残念ながらその技術は今では残っていない。それでもこう

いうことをやりながら技術開発に挑戦してきた時代があ

ったということで、これからも挑戦することもあろうかと
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思う。 

日本の周りには石油は僅かしか無いが、これからメタン

ハイドレートが産出されることになれば、こういった技術

がもう一度利用されることがあるかもしれないし、大きな

産業の創出に繋がることを期待している。また、海底鉱物

資源についても日本の周りで得られる時代が来れば、きっ

と周辺技術は発達し、大きな産業になるだろう。 

 

これまでは海洋石油開発の話であったが、次の FPSO は

おそらく洋上 LNG 生産システムになるだろう。我々も 20

数年前から次はきっとこれだろうと取り組んできたが、な

かなか実現には至らなかった。それでも時代は進み、世界

初の洋上 LNG がマレーシア向けに完成した。造ったのは韓

国の Samsung だ。通常の船を作ってもせいぜい 100 億円以

下、LNG 船でも 200 億円程度の仕事だが、LNG FPSO ではプ

ラント込だと 1,000 億円規模の仕事になる。付加価値の高

い仕事だ。 

中国の海洋への取り組みを俯瞰すると、国家海洋局の存

在はやはり大きいように思う。海洋をコントロールする力

を一元的に持ち、“国威発揚”だけでも大きなモチベーシ

ョンとなってプロジェクトになっていく。その辺りは我々

とは少しスタンスが違う。 

我々はいろいろな研究開発や技術開発を進めることに

よって海洋技術を進展させたいと思っている。機器類をつ

くるだけでなく、それらを統合してどうオペレーションさ

せ、成果を得るかが重要である。海洋調査・観測には時間

軸というものも必要である。今の現象だけを見ても事象を

真に理解したということにはならない。過去に起きたこと

を振り返りながら現在と比較するという時間軸を入れた

四次元的思考と、様々なツールを使いながらそれらに総合

的なネットワークを持たせ、統合し、海洋調査・観測を進

めていく。そして、隣国中国の技術動向も見ながら我々な

りの技術を極めていきたい。そのためにも、日本の皆様か

らのご支援をいただきながら目指すところに邁進してい

ければと願っている。以上である。ご清聴に感謝する。 

 

 

２．質疑応答 

（倉澤上席フェロー） 

 中国の海洋開発の技術、モチベーション、国威発揚も含

めて興味深いお話だった。海の中の技術は非常に幅広いこ

とがお分かりいただけたと思う。それでは会場から質問を

受けたい。いかがだろうか。ご質問のある方は挙手を。 

 

（フロア） 

 今日、お話を聞いてたくさんの質問が出てきたが、ここ

では大きく絞って 3 つ伺わせてほしい。「しんかい」が浮

いているとき、カサの比重は１以下だと思う。動力だけで

沈むわけではないと思うが、沈んでいる時のバラストはど

うなっているのだろう。2つ目は、深海底で 10m しか光が

届かない理由を教えてほしい。3番目に、今、燃料電池を

研究されていると聞いたが、元々積んでいるのはリチウム

用電池だと思う。燃料電池とリチウム用電池の 2台を積ん

でいくのだろうか？そうだとしたら、燃料電池は何のため

に積むのか？ 

 

（磯﨑） 

 初の質問からお答えする。実際に海に浮かべると浮力

材が装備されているので比重はマイナスとなり 600kg の

浮力で浮く。それを沈めるためにおもりを持つ。「しんか

い 6500」の船体の下部に鉄板を積むスペースがある。

1,200kg=1.2 トンのおもりを持たせるのだ。1.2 トンのお

もりを積むと、600kg の浮力に抗して 600kg の沈む力が生

じる。その重みで沈んでいく。そしてどんどん沈んでいき、

海底近くになったら半分の 600kg 分のおもりを外す。そこ

で中性浮力が働く。重さがプラスマイナスゼロになったと

ころでスラスターを使って海底を移動し調査を行う。作業

が終わったら残り 600kg を投棄する。それで元の 600kg

の浮力を得ることになるのでスッと帰ってくる。安全策と

して何かあったら人間が中から操作して 600kg のおもり

を落とせるようにしている。 

 2 つ目の質問だが、光も電磁波の一種であり、水の分子

の中に吸収される。空気とは透過性が違う。水の中に光が

吸収されてしまうのでどんなにパワーを出してもそれ以

上は通らない。 

3 つ目の質問だが、我々は 15 年前に AUV の「うらしま」

を造っているが、その時から燃料電池を使っていて、燃料

電池で 56 時間連続運転し、317km 走行した。パワーがあ

って安定的に使用できる燃料電池が将来の有効な技術だ

と考えている。今はリチウムイオンを使っているが、やは

りこの先、燃料電池も使いたいと考えている。 初はリチ

ウム電池との併用ということも有り得るかもしれないが、

燃料電池は一つの“解”だと思う。 

 ちなみに、潜水中、水は外に出さない。1気圧の中で発

生したものを圧力の強いところで外に出すには非常に大

きなエネルギーを消耗する。燃料電池でできた水は中に溜

めて帰ってから捨てることになる。 

 

（フロア） 

 尖閣諸島沖合の中国の領海内で、石油なのかガスなのか、

掘削用に 15 機作られたという発表があった。日本は文句

こそ言うものの何もしない。日本も周辺開発したらいいと

思うのだが、開発するほどの埋蔵量が無いのだろうか。資

源が有るのか無いのか、またそれを分かってやっているの

か。本当に採算は取れるのか。 

 

（磯﨑） 

私がお答えするのが適当かどうかというところもある

が、一例でお話すると北海にはイギリス、ノルウェー、オ

ランダの国境が引かれている。北海ではどこから油田開発

が始まったかというと国境沿いから始まり、国境近くから

内側に向かって油田開発が進められた。中国が中間線近く
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から始めるというのは一つ考え方であろう。 

あの辺りは世界の大きな油田に比べたら埋蔵量は少な

いと思う。 

 

（倉澤上席フェロー） 

ところで先ほどの「蛟竜」と「しんかい」を稼働率、稼

働状況で比較するとどのようなものだろう。成果はどうか。 

 

（磯﨑） 

 「しんかい 6500」は 1,438 回程潜っているが、日本周

辺だけでなく、インド洋にも行ったし、2013 年にはブラ

ジル沖、カリブ海、南太平洋とあちらこちらで潜航調査を

行っている。地質的調査、生物調査、資源調査で非常に成

果をあげてきた。これらは全て公表されている。「蛟竜」

も水深 7,000m まで潜ったと聞いているが、実際にどこで

調査したかという情報はなかなか公表されない。国際海底

機構という海底資源を管轄する国連機関の支援で太平洋

を調査するという話が漏れ聞こえたことがあるが、中国の

調査潜水船としてどう使われているかはあまりよく分か

らない。従って比較はできない。 

 

（フロア） 

東シナ海のところで中国の例が出たが、当時と 新のも

のを比べた時に、技術的進歩というのはどれくらい見られ

るか。 

 

（磯﨑） 

かつて、日本で米国の掘削船を造り始めた頃、彼らはど

さっと図面を支給し、言われたとおりに造れと本国から監

督者がたくさん来た。米国よりも安く造れるが、品質が心

配だからと図面をたくさん渡し、監督者もいっぱい派遣し

て製造工程を監視していたわけだ。機器は客が提供するか

らパイプやケーブルを繋ぎ合わせるだけでいいという対

応であった。そして中国は今どういう段階かというと、ま

だ外国からある程度の図面を持って監督者が来て、その監

督のもとで造らせている段階だと思う。しかし、造ってい

る物自体は非常に先端的な掘削船など、 初に比べたら随

分進歩していると思う。技術レベルの実態はまだ少しどう

かなというところはあるが、時間との勝負だろう。数を重

ねれば技術はどんどんアップする。監督者数も減り、少な

い図面でも造れるようになると思う。何にせよ、造り続け

ているというのが何よりの強みだ。 

 

（フロア） 

2 つ質問がある。日本は地震国なので海底地形探査が研

究テーマとして重要だが、中国の一番大きなテーマは何な

のか。もう一つは、国際共同研究について、日本の場合は

「ちきゅう」などで外国にもオープンになっているが、中

国でも海外にオープンにしているのだろうか。 

 

 

（磯﨑） 

私自身、中国で何が 大のテーマとなっているかはよく

分からないが、一つには石油資源があるかもしれない。昨

今は石油の需給が緩んできているところがあるが、それ以

前は中国も南シナ海などいろいろなところへ出て自分達

の産業振興のための石油を確保したいということが強く

あったと思う。海洋石油の探査船を造ったというのもその

一つの表れだったのかもしれない。 

中国でも国際的プレゼンスを高めていきたいというこ

とは当然考えていると思う。外から見ていて、国際舞台で

自分達の技術をアピールしたいということがあるのだろ

うと感じられる。 

国際共同研究では我々は IODP という大きな国際プロジ

ェクトの中で「ちきゅう」を動かしていて、そこには中国

も参加している。我々は研究を主目的としてプロジェクト

を進め、中国の人が共同研究者として研究船に乗ることは

あるが、逆のパターンはあまり聞かない。海洋に関しては

日本ほどオープンではないように思う。国家海洋開発局の

下、情報が非常に制限されている面があるのかもしれない。

あくまでも私の知っている限りだが。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 丁度、時間となったのでこれにて閉会する。 

今日はありがとうございました。 

 

               （了） 

 


