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概要 
 
a) CO2 海洋隔離能力の技術評価 

  海洋隔離技術を確立する前提として、これまで蓄積された科学的知見や開発されたモ

デルをもとに隔離能力や隔離効果などについて詳細に検討し、地球温暖化対策としての

有効性を明らかにするための検討を実施した。  

本年度は、海洋隔離能力評価のためのモデルおよび海洋隔離事業の経済効果を予測す

るモデル作成に係る概念設計を行った。また、海洋隔離技術の認知獲得へ向け、気候変

動枠組み条約及びロンドン条約等への積極的な対応を図った。また、社会的合意獲得へ

向けた活動の一環として、日本近海における CO2 放出実験を行うために必要と考えられ

る許認可取得プロセスについて検討を行った。  

 

b)環境影響評価技術の開発 

  CO2 海洋隔離を行う場合、地球温暖化対策としての有効性とともに、海洋隔離実施時

において CO2 が海洋環境に与える影響が明確化されている必要がある。そこで、海洋隔

離を想定した海域内において、下記 c)にて要素開発を行う希釈技術の適用を前提として

CO2 の環境影響評価技術を開発した。  

本年度は、沖縄南東海域（海洋隔離実施想定海域）における海洋観測、生物現存量調

査を行い、想定海域における物理化学量、および生物種とその現存量の把握に努めた。

また、海洋観測で採取した生物を用いて、食物連鎖構造および生物多様性に関する調査

を実施した。さらに、生物致死モデルの構築、生態系モデルの概念設計を目的として各

種生物を用いた CO2 影響実験を行った。  

 

c)CO2 希釈技術の開発 

  環境影響評価技術の開発にあたっては、CO2 放出装置の性能や海洋の流動等によって

決まる CO2 希釈拡散の経過過程において、海洋環境が受ける影響を明確にしておくこと

が必要である。そこで、現状の技術水準で海洋への環境影響を可能な限り低く押さえる

ことができる希釈技術についての要素開発を行い、上記 b)の環境影響評価技術への適用

を図った。  

本年度は、液滴放出を前提とした複数ノズルの試作と基礎試験を行うとともに、スプ

レー式放出法の実現可能性について検討した。また、投入管後流による拡散促進の効果

について検討するとともに、船速向上による希釈促進の可能性について調査した。さら

に、CO2 放出実験実施時におけるモニタリング手法の開発、広域 CO2 拡散予測モデルの

開発を行った。  



Abstract 

 

1. Technological Assessment of CO2 Ocean Sequestration Capability 

Based on the already accumulated scientific knowledge and developed models, capabilities and 

effects of CO2 ocean sequestration were precisely investigated. For mitigation of global warming, 

study to elucidate the effectiveness of CO2 ocean sequestration technology was carried out. 

Conceptual design of the models to assess the capability of ocean sequestration and those to 

predict the economic effects of this technology to launch out as a new business was developed. 

Information on the Framework Convention on Climate Change and the London Convention were 

proactively collected for public acceptance. As part of public outreach activities, the process to 

acquire the permitting for CO2 injection experiment in waters close to Japan was surveyed.  

 

2. Development of Environmental Impact Assessment Technology 

CO2 impact on ocean environment, as well as the effectiveness against global warming, must be 

elucidated before implementation of CO2 Ocean Sequestration. Therefore, assessment technology 

of CO2 environmental impact was developed on the assumption that applying CO2 dilution 

technology developed by this project at suppositional area of CO2 Ocean Sequestration. 

In FY-2002, physical, chemical, and biological survey was conducted in the southeast sea area 

close to Okinawa (a suppositional area of CO2 ocean sequestration). Biomass, food web structure 

and biodiversity of the survey area were studied. In addition, laboratory experiments on CO2 

impact on various marine organisms were carried out to develop a mortality model of marine 

organisms and conceptual design of an ecosystem model. 

 

3. Development of CO2 Dilution Technology  

For development of Environmental Impact Assessment Technology, CO2 impacts on ocean 

environment should be clarified in the process of CO2 dilution and diffusion which depend on the 

effects of quality of CO2 injection system and fluidity of the sea. CO2 dilution technology to 

reduce CO2 impacts on ocean environment as much as possible was studied and its results were 

applied to the study on the above mentioned environmental impact assessment technology. 

In FY-2002, trial production and operation test of multi nozzles for CO2 discharge was conducted 



and the feasibility of the spray type discharge was examined. The effect of diffusion near the CO2 

injection pipe and the possibility of the dilution by rising the ship speed were studied, too. 

Development of monitoring method for CO2 injection experiment and CO2 diffusion prediction 

model for the large-scale sea were promoted.  

  


