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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 22 年 12 月 17日 
 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  東京大学・大学院理学研究科   

（ふりがな）         うらべ   てつろう 

職・氏 名   教授 浦辺 徹郎       
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ニュージーランド）とのセミナー（振興会対応機関： RSNZ  ） 

 

 

2． セミナー名 日本・ニュージーランド海底資源ワークショップ                                      

 

 

3． 期   間  平成 22 年 11月 1 日 ～ 平成 22 年 11 月 4 日（ 4 日間） 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 東京（東京大学小柴ホールにてワークショップ）  山梨県南都留郡(宝鉱山にて巡検)                                    

 

5． 参加者数   日本側                ８５名 
（代表者を含む） 

相手国側      １０名    計  ９７名 
 

その他の国             ２名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専  門 

浦辺 徹郎 

＊石橋純一郎 

鈴木 勝彦 

徳山 英一 

玉木 賢策 

砂村 倫成 

横山 祐典 

北里 洋 

福島 朊彦 

岡本 信行 

浦  環 

松本 良 

熊谷 英憲 

浅田 美穂 

中井 俊一 

加藤 真悟 

井尻 暁 

交告 尚史 

柴崎 壮 

中川 隆政 

正路 徹也 

金 容義 

谷 伸 

佐藤 暢 

小林 和男 

高川 真一 

秋山 義夫 

秋山 清悟 

巽 好幸 

東京大学・大学院理学系研究科・教授 

九州大学・大学院理学研究院・准教授 

JAMSTEC・IFREE・チームリーダー 

東京大学・大気海洋研究所・教授 

東京大学・工学研究科・教授 

東京大学・大学院理学系研究科・助教 

東京大学・大気海洋研究所・准教授 

JAMSTEC・海洋極限環境生物圏領域・領域長 

東京大学・海洋アライアンス・特任准教授 

石油天然ガス金属鉱物資源機構・課長 

東京大学・生産技術研究所・教授 

東京大学・大学院理学系研究科・教授 

JAMSTEC・地球内部ダイナミクス領域・技術研究主任 

JAMSTEC・地球内部ダイナミクス領域・技術研究副主任 

東京大学・地震研究所・教授 

東京薬科大学・生命科学部・嘱託研究員 

東京大学・大学院理学系研究科・特任研究員 

東京大学・公共政策学教育部・教授 

ＮＨＫ・科学環境番組部・ディレクター 

環境省・水・大気環境局海洋環境室 

東京大学・工学部・名誉教授 

東海大学・海洋学部・教授 

内閣府・総合海洋政策本部・参事官 

専修大学・経営学部・准教授 

東京大学・海洋研究所・名誉教授 

東京大学・生産技術研究所・特任教授 

三菱マテリアルテクノ（株）副社長 

住友金属鉱山（株） 

JAMSTEC・IFREE・プログラムディレクター 

                   他  ５６名 

 

鉱床学 

地球化学 

熱水实験 

海洋地質学 

海洋地質学 

微生物学 

地球化学 

古環境学 

生態学 

鉱床学 

海洋工学 

堆積学 

地球化学 

地球物理学 

地球化学 

微生物学 

地球化学 

法学 

 

 

地球工学 

海洋資源 

海洋政策 

海洋地質学 

海洋物理学 

海中工学 

 

 

岩石学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 国立水大気研究所 研究員 Richard Wysoczanski      

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者

に＊印を付けてください。） 

   

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Colin Devey 

Matthew J. White 

IFM-GEOMAR ・Deputy Director（ドイツ） 

Nautilus Minerals・首席ジオロジスト 

（オーストラリア） 

鉱床学 

鉱床学 

 

氏   名 所 属・職 名   専 門 

○Richard Wysoczanski 

Geoffroy Lamarche 

Malcolm Clark 

Els Maas 

Cornel de Ronde 

Matthew Leybourne 

Fabio Tontini 

Colin Wilson 

Melissa Rotella 

Simon Barker 

国立水大気研究所(NIWA)・研究員 

国立水大気研究所(NIWA)・Program Leader 

国立水大気研究所(NIWA)・ Principal Scientist 

国立水大気研究所(NIWA)・Principal Scientist 

地質核研究所(GNS)・Principal Scientist 

地質核研究所(GNS)・Young Researcher 

地質核研究所(GNS)・Young Researcher 

Victoria大学 Wellington校・教授 

国立水大気研究所(NIWA)・大学院生 

国立水大気研究所(NIWA)・大学院生 

地球化学 

地球物理学 

地球物理学 

微生物学 

鉱床学 

地質学 

生物学 

岩石学 

岩石学 

岩石学 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

（１）目的 

 日本とニュージーランドは、いずれも「プレート沈み込み帯」に位置する島弧という共通のテクトニク

スを持っている。それらの島弧は海に延長して海洋性島弧を形成しており、日本の伊豆小笠原弧、沖縄ト

ラフおよび NZ のケルマディック弧で代表される。この 30 年間の海洋科学調査の結果、これらの海洋性島

弧に、海底熱水鉱床(Seafloor massive sulfide; SMS)が多数発見されてきた。しかし、SMSについては良

く实態が分かって居らず、その開発は未踏課題である。そこで SMS探査・開発の先進国である日本と NZの

研究者が集まってこのワークショップを開催し、その全貌および特徴の理解、さらに開発への指針につい

て以下の点を中心に議論を行う。このような話し合いは日本で初めてのことである。 

 

（２）内容 

「日本・ニュージーランド海底資源ワークショップ」は次の 3つの部分により構成された： 

１．海底資源に関する諸問題についてのシンポジウム（11月 1日：東京大学小柴ホール） 

２．海底資源を賦存する島弧の地質と生態系に関するシンポジウム（11月 2日：：同上） 

３．陸化した海底資源を現場で検討するエクスカーション（11月 3-4日：山梨県御坂山地） 

 

１．海底資源に関する諸問題についてのシンポジウム 

 “Japan – New Zealand Workshop on Seafloor Resources” 

 11月 1日（月）東京大学小柴ホールにおいて、表記シンポジウムを实施した。ここでは、開会挨拶に引

き続き、日本・ニュージーランド両国から８件の講演、オーストラリアのネプチューン社による SMS 開発

の紹介、およびドイツ GEOMAR研究所からの大西洋における实態が紹介された。引き続いて総合討論を行っ

た。テーマは、日本周辺海域およびニュージーランド周辺海域の島弧に見られる海底資源の比較、探査・

採鉱法の検討、環境保全のあり方、および開発に伴う法的検討などであった。同日夕方には、同会場でレ

セプションを開催した。なお、このシンポジウムは、海底資源開発における環境問題・法的問題の検討を

行っている東京大学機構「海洋アライアンス」（機構長：浦 環 教授）と共催した。 

２．西太平洋の島弧の地質と生態系に関するシンポジウム 

“Symposium on the IBM and KA Arcs in Western Pacific: Current Knowledge  

 and Future Research Goals” 

 11月 2日（火）は科学的な内容に重点を置いて、西太平洋の島弧の地質と生態系に関する表記シンポジ

ウムを实施した。微生物学・生態学、熱水化学、および地質・地球物理学にセッションを分けて、日本・

ニュージーランド両国から 17件の講演が行われ、それぞれ活発な議論が行われたと共に、今後の共同研究

に向けての討論を行った。 

３．陸化した海底資源を現場で検討するエクスカーション（山梨県御坂山地） 

“Field Excursion to Fossil SMS deposit formed in proto-IBM arc” 

 11月 3日午前東京大学を貸し切りバスで出発し、翌 4日夕刻まで 2日にわたってフィールド巡検を实施

した。海外からの参加者全員と、日本側から３名の参加があった。目的は山梨県御坂山地における化石 SMS

の産状と火山岩に残された熱水活動の痕跡を見学するため、山梨県都留市、河口湖町、早川町を巡検した。

宿泊地は河口湖町であった。 

（４．資料作成会議） 

なお、上記シンポジウムおよび巡検の配布物の準備のため、6 月 5 日に若手(ポスドク、大学院生)によ

る資料集作成会議を東京で開催した。九州大、広島大、岡山大、大阪市大、および東京周辺から 8 名の大

学院生らが集まり、伊豆・小笠原島弧の論文のリストアップと、それらを元に地質図、地形図を作成した。 
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（３）成果物 

 2つのシンポジウムについては要旨集を発行し、プログラムと共に参加者に配布した。また、エクスカー

ションについては、資料作成会議のマップ等を元に英文ガイドブックを作成し参加者に配布すると共に、

露頭でそれに含めることができなかった画像等を用いた説明を行った。また、事前に岩石・鉱石試料につ

いても採取し、希望者に配布した。 




