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概要 

 

１．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

モデルについて詳細な検討を加えることにより、地球温暖化対策としての有効性をよ

り明らかにした。  

本年度は、これまでに構築してきたグローバル炭素循環ボックスモデルにより、CO2

海洋隔離の遂行に関する数値シミュレーションを行ない、大気中 CO2 安定化濃度と海

洋の CO2 隔離可能量との関係等について検討を行なった。また、研究成果は論文化し

て査読つき英文誌へ投稿し、さらに GHGT－７等の国際会議において口頭発表を積極

的に行ない、気候変動枠組み条約、炭素隔離リーダーシップフォーラム等への積極的

な対応を図った。  

 

２．環境影響評価技術の開発 

CO2 海洋隔離を行なう場合、海洋隔離実施時において海洋環境に与える CO2 の影響

が明確化されている必要がある。  

本年度は、放出、希釈された CO2 による影響を定量的に示すことが可能な生物急性

影響モデルの開発を進め、さらに、生物急性影響予測の高度化の基礎となる非定常実

験や温度補正実験等を行ない、これらの知見を得た。また、CO2 曝露による長期的な

生態系への影響については海洋隔離を想定した海域内の生物群集を観測するととも

に、生態系モデルの構築を試みた。さらには、ノルウェーの NIVA との間で生物影響

研究に関する共同実験の計画を具体化し、海域による生物影響の世界的な差異を把握

する研究に着手した。  

 

３．CO2 希釈技術の開発 

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法についての要素技

術開発を行なった。  

本年度は、CO2 分布予測モデルについては、数 100 ｍ～1,000 km の中規模範囲の  

CO2 希釈挙動を予測できるモデルの改良を進め、更には地球シミュレータを用いる数

1,000 km の広域モデルの開発に目途をつけることが出来た。また、沖縄トラフ自然流

出 CO2 液滴観測の成功により希釈挙動モデルの予測精度を向上できた。CO2 海洋中深

層送込み技術については、長尺送込みパイプの航走船舶による曳航時に発生する渦励

起振動（Vortex Induced Vibration）挙動に対して、大型水槽実験、流動場解析、お

よび数値計算等を行ない、これらに基づいてパイプの実現性に関する基礎的検討を行

なった。  
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Abstract 

 

1.  Technological Assessment of CO2 Ocean Sequestration Capability 

For mitigation of global warming, study to elucidate the effectiveness of CO2 ocean 

sequestration technology was carried out using additional investigations for the already 

accumulated scientific knowledge and developed models. 

In FY-2004, CO2 ocean sequestration was simulated numerically by using global carbon 

cycle box model. And, the relationship between CO2 concentration in the atmosphere and 

capability of CO2 sequestration into an ocean were studied. The achievements of R&D were 

described as thesis, and published in English journals with peer review. Furthermore, the 

achievements were presented in international conferences ( 7
Th

 International Conference on 

Greenhouse Gas Control Technologies etc ), then active correspondence contributed to 

Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) and Carbon Sequestration Leadership 

Forum (CSLF) and so on. 

 

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. 

In FY-2004, computational simulations to predict the acute biological impact of CO2 on 

marine organisms was developed. Furthermore, laboratory experiments on CO2 unsteady 

concentration and temperature compensation were carried out to predict an acute biological 

impact. For a long-term biological impact, ecological model was attempted to construct, and 

to verify the data of biological mass which were observed in a suppositional area of CO2 

ocean sequestration near Japan. Also, collaboration of CO2 biological impact between NIVA 

(Norway) and this project has been materialized, and we got start a study of global difference 

for biological impact. 

 

3.  Development of CO2 Dilution Technology 

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 environmental impact assessment 

technology. 

In FY-2004, for the prediction of CO2 distribution, the mesoscale models which were 

enable to estimate the behavior of CO2 dilution and diffusion within from 100 m to 1,000 km 

were developed, and the completion of large-scale models for 1,000s km is in sight by using 

the computer of the Earth Simulation Center (ESC). The observation of CO2 droplet in the 
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Okinawa trough made it possible to improve the precision of CO2 dilution model. For the 

technology of feeding liquid CO2 into injection pipe, experiments with a large-scale water 

tank and numerical analysis of flow field, were carried out to solve the vortex induced 

vibration (VIV) phenomenon which occur in towing a long pipe by ship. And the feasibility 

of moving-ship method for CO2 ocean sequestration were investigated. 
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第Ⅰ編 概要 

 

第１章 目的 

 

温室効果ガスである二酸化炭素（以下CO2）の大気中濃度は、化石燃料消費の増大に伴って増

加を続けており、地球温暖化を抑制するためにはCO2の大気への排出抑制策の検討が急務であ

る。こうした中で、海洋の持つ膨大なCO2吸収能力を有効に活用し、CO2を人為的に海洋中層に

放出溶解させ、大気から隔離する海洋隔離技術は、各種のCO2の隔離・固定技術の中でもCO2削

減可能量等の面で有望な技術の一つである。 

海洋は、CO2の最大の吸収源としての機能を有しており、現在の地球上におけるCO2の存在量

は、大気中約750 Ｇ（Ｇ：ギガ＝10億）㌧、陸上約2,200 Ｇ㌧、海洋中約40,000 Ｇ㌧と試算さ

れている。大気中の CO2は数万年間の時間スケールで、概ねこのような比率で大気、海洋、地

上に配分され、安定化するものと考えられる。産業革命以降の約200年間に大気中に放出された

化石燃料消費に由来するCO2は、海洋等への移行が追いつかず、大気中のCO2濃度のみが急激に

上昇しているのが現状であり、産業革命前の大気中の CO2濃度が280 ppmであったのに対し、

1990年の濃度は360 ppmとなっている。 

安定的に一定の経済成長を維持していくためには、今後も化石燃料の消費が避けられないもの

と考えられる。海洋隔離技術は大気中のCO2濃度の急激な上昇を抑えることを目的とするもので

あり、本事業では、海洋隔離に関する環境影響評価技術の確立と国内における社会的合意形成、

気候変動枠組み条約や炭素隔離リーダーシップフォーラム等の国際的な枠組みにおける明確な

認知の獲得等のための技術開発を行う。 
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第２章 全体計画  

 

２．１ 全体計画の概要  

 

 補助金事業「二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業費補助金」として交付決

定された研究開発テーマ「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発（フェ

ーズ２）」について、５ヶ年の研究開発を進めているが、本年度はその３年目である。

上記テーマにおける研究項目は以下のとおり。  

（１） CO2海洋隔離能力の有効性評価  

（２） 環境影響評価技術の開発  

（３） CO2希釈技術の開発  

（４） 国際的・社会的合意の形成  

以下に、各研究項目の内容を示す。  

 

２．１．１ CO2海洋隔離の有効性評価 

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。その成果をもとに気候変動枠組み条約及び炭素隔離リー

ダーシップフォーラム（Carbon Sequestration Leadership Forum）等への積極的な対

応を図る。  

 

２．１．２ 環境影響評価技術の開発 

CO2海洋隔離を行なう場合、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２．１．３にて要素開発を行なう希釈技術の

適用を前提としてCO2の環境影響評価技術を開発する。  

 

２．１．３ 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２．１．２の環境影響

評価技術への適用を図る。また、環境影響評価技術開発による成果を逐次取り入れな

がら、希釈技術の最適化を図るものとする。  
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２．１．４ 国際的・社会的合意の形成 

国際的合意形成を促進するため、ＩＰＣＣ特別報告書作成への貢献、ＣＳＬＦへの

対応を図る。また、国際的・社会的合意形成関連の事業として、国際的合意へ向けて

の活動推進、海外との共同研究の推進、海外との情報交換の推進、ＰＯ（Public 

Outreach）関係の活動推進等を行なう。  

 

２．２ 平成１６年度実施内容 

 

２．２．１ CO2海洋隔離の有効性評価  

（１）CO2海洋隔離のモデル計算 

１） CO2海洋隔離の炭素循環ボックスモデル計算  

２） CO2海洋隔離の３次元全球モデルによる計算  

３） GHGT-7における海洋隔離のモデル計算に関する情報収集  

 

（２）CO2海洋隔離の経済効果の評価に関する検討  

１） CO2海洋隔離の経済的便益に関する検討  

 

（３）CO2海洋隔離の技術的評価に関する検討  

１） 粒子追跡法による深海に投入されたCO2の挙動予測  

２） モデルによる再現  

 

２．２．２ 環境影響評価技術の開発  

（１）海洋観測  

１） 海洋観測航海  

２） 生物現存量調査  

３） 食物連鎖の研究  

４） 生態系モデルの開発  

 

（２）生物影響研究  

１） プランクトン急性致死実験  

２） 魚類急性実験  

３） 深海魚のCO2耐性と鰓塩類細胞に関する研究  

４） 急性致死モデルの高度化  

５） 深海現場CO2暴露実験  

６） 微生物多様性の研究  
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２．２．３ CO2希釈技術の開発 

（１） 曳航パイプ技術開発  

１） 希釈の数値シミュレーション 

２） 傾斜円柱実験  

３） 曳航時の傾斜パイプに作用する抵抗測定  

４） 強制振動傾斜円柱に作用する流体力計測に基づくＶＩＶ挙動予測  

５） 数値流体構造解析によるＶＩＶ挙動の予測手法開発  

 

（２）液体CO2送り込み技術開発 

１） 送り込み開始・終了時のCO2放出パイプ内ガス置換手法の検討  

 

（３）希釈挙動観測  

１） 沖縄トラフ海域におけるCO2液滴観測 

２） 沖縄トラフ海域におけるpH鉛直分布観測 

３） モデルによる検討  

４） 液滴上昇高さの検証  

５） 観測による小規模海洋乱流場の解析  

６） モデル計算による小規模海洋乱流場の解析  

 

（４）CO2 拡散予測数値モデル  

１） 高解像度モデルを用いたCO2の輸送および希釈の予測 

 

２．２．４ 国際的・社会的合意の形成  

（１）ＩＰＣＣ特別報告書 

１） ＩＰＣＣ特別報告書の作成 

２） 海洋隔離プロジェクトとしての対応検討 

 

（２）ＣＳＬＦ会議 

１） ＣＳＬＦ会議対応 

 

（３）ロンドン条約 

１） ロンドン条約の概要 

２） ロンドン条約におけるCO2隔離に関する議論 
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（４）国際共同研究  

１） ＮＩＶＡとの共同研究 

２） ペトロブラストとの共同研究打診 

３） ＫＯＲＤＩとの交流 

 

２．２．５ 研究実施場所  

研究実施場所を表2.2.5-1に示す。  

表2.2.5-1 研究実施場所一覧  

(1) CO2海洋隔離  
プロジェクト  

京都府相楽郡木津町木津

川台9-2 
（財）地球環境産業技術研究機構

地球環境産業技術研究所  

(2) CO2貯留研究

グループ  

京都府相楽郡木津町木津

川台9-2 

（財）地球環境産業技術研究機構

地球環境産業技術研究所  

(3) システム研究

グループ  
京都府相楽郡木津町木津

川台9-2 
（財）地球環境産業技術研究機構

地球環境産業技術研究所  

(4) 長崎分室  
 

長 崎 県 長 崎 市 深 堀 町

5-717-1 
三菱重工業（株）長崎研究所  

(5) KANSO分室  大阪府大阪市中央区安土

町1丁目3-5 

（株）環境総合テクノス  

(6) 共同研究  茨城県つくば市並木1-2-1 （独）産業技術総合研究所  エネ
ルギー利用研究部門  分散シス

テムグループ  

(7) 委託研究  東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院  新領域創成科

学研究科  環境学専攻  

(8) 委託研究  東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院  工学系研究科

環境海洋工学専攻  

(9) 委託研究  和歌山県西牟婁郡白浜町

459 
京都大学フィールド科学教育研

究センター  海域ステーション

瀬戸臨海実験所  

(10) 委託研究  東 京 都 目 黒 区 大 岡 山

2-12-1 
東京工業大学  炭素循環エネル

ギー研究センター  

(11) 委託研究  札幌市北区北 10条西 5丁
目  

北海道大学大学院地球環境科学

研究科大気海洋圏環境科学専攻

(12) 委託研究  茨城県つくば市並木1-2-1 （独）産業技術総合研究所  エネ
ルギー利用研究部門  分散シス

テムグループ  

(13) 委託研究  千 葉 県 我 孫 子 市 我 孫 子

1646 
（財）電力中央研究所  環境科学

研究所  陸・水環境領域海洋グル

ープ  

 

２．２．６ 実施期間  

自 平成１６年４月  １日  

至 平成１７年３月３１日  
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２．２．７ 実施計画日程  

実施計画日程を表2.2.7-1に示す。  

 

表2.2.7-1 実施計画日程  

 

        平成16年 

 

平成17年 

 

                      年月 

 

項目 

 

４

 

５

 

６

 

７

 

８

 

９

 

10

 

11 

 

12 

 

１ 

 

２ 

 

３

 
１．CO2海洋隔離の有効性評価  

（１）CO2海洋隔離のモデル計算

（２） CO2海洋隔離の経済効果の

評価に関する検討  

（３） CO2海洋隔離の技術的評価

に関する検討  

 

 

 
２．環境影響評価技術の開発  

（１）海洋観測  

（２）生物影響研究  

 

 

 
３．CO2希釈技術の開発  

（１）曳航パイプ技術開発  

（２）液体CO2送り込み技術開発

（３）希釈挙動観測技術開発  

（４）CO2分拡散予測数値モデル

開発  

 

 

 
４．国際的・社会的合意の形成  
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２．２．８ 研究組織及び管理体制  

研究組織および管理体制を示す。  

 

理事長  

事務局長  総務グループ  経理チーム  

地球環境産業技術研究所 研究企画グループ  

システム研究グループ  

CO2貯留研究グループ  

日高  哲男  グループリーダ 
中川  良久  

所長 茅  陽一  グループリーダ 岡村  繁寛  

グループリーダ 友田  利正  

グループリーダ 茅  陽一（兼任）

CO2海洋隔離プロジェクト  

RITE  KANSO分室  

RITE  長崎分室  

CO2海洋隔離技術委員会  

・CO2希釈技術分科会  

・環境影響評価技術分科会  

海洋隔離有効性評価委員会  

プロジェクトリーダ 村井  重夫  グループリーダ 茅  陽一（兼任）  

責任者 尾崎  雅彦  

責任者 西堀  文康  

CO2貯留研究グループ  

秋山  喜久  

チームリーダ 
前田  浩  
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２．２．９ 研究者氏名及び人員（役職、研究項目別担当）  

（１）(財)地球環境産業技術研究機構 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

大隅 多加志 RITE CO2貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席研究員 プロジェクト全般 

宇野 元雄 上に同じ 主任研究員 国際的・社会的合意形成 

宮川 俊彦 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

喜田  潤 上に同じ 主任研究員 環境影響評価技術開発 

間木 道政 上に同じ 主任研究員 海洋隔離技術評価 

増田 良帆 上に同じ 研究員 上に同じ 

三戸 彩絵子 

北村 喜代美 

上に同じ 

上に同じ 

研究員 

研究員 

環境影響評価技術開発 

プロジェクト全般 

橋下 真紀子 上に同じ 研究員 上に同じ 

    

友田 利正 RITEシステム研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席研究員 国際的・社会的合意形成 

時松 宏治 上に同じ 研究員 海洋隔離技術評価 

徳重 功子 上に同じ 研究員 国際的・社会的合意形成 

 

   

尾崎 雅彦 RITE長崎分室 主任研究員 希釈技術開発 

松浦 正巳 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

石川  暁 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

浦  伸充 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

南浦 純一 上に同じ 研究員 上に同じ 

竹内 和久 上に同じ 研究員 上に同じ 

北島 良則 上に同じ 研究員 上に同じ 

溝上 宗二 上に同じ 研究員 上に同じ 

川崎 佐年 上に同じ 研究員 上に同じ 

山口 洋一 上に同じ 研究員 上に同じ 

小段 洋一郎 上に同じ 研究員 上に同じ 

佐藤 高記 上に同じ 研究員 上に同じ 

 

   

西堀 文康 RITE KANSO分室 主任研究員 環境影響評価技術開発 

石田 和憲 上に同じ 主任研究員  上に同じ 

松永 弘之 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

渡辺 雄二 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

北尾  隆 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

三郎丸 隆 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

小牧 博信 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

清水 栄三 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

豊田 幸詞 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

石田  洋 上に同じ 研究員 上に同じ 

嶋本 晶文 上に同じ 研究員 上に同じ 

遠藤 幸宏 上に同じ 研究員 上に同じ 

播本 孝史 上に同じ 研究員 上に同じ 

井岡  昇 上に同じ 研究員 上に同じ 

木村 宗人 上に同じ 研究員 上に同じ 
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氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

福原 達雄 RITE KANSO分室 研究員 環境影響評価技術開発 

岸  靖之 上に同じ 研究員 上に同じ 

古澤 一思 上に同じ 研究員 上に同じ 

平田 敦洋 上に同じ 研究員 上に同じ 

藤井 武史 上に同じ 研究員 上に同じ 

遠藤 真也 上に同じ 研究員 上に同じ 

山内 たか子 上に同じ 研究員 上に同じ 

 

   

茅  陽一 RITE研究所 所長 

兼主席研究員 

全体統括 

岡村 繁寛 RITE研究企画グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 

兼主席研究員 

上に同じ 

村井 重夫 CO2海洋隔離プロジェクト ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

兼主席研究員 

上に同じ 

大石  朗 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

森影 有佳里 上に同じ 研究員 上に同じ 

 

（２）東京大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

佐藤  徹 大学院新領域創成科学研

究科 

教授 CO2希釈に関するシステム技術

の基礎的検討 

鈴木 英之 大学院工学系研究科 教授 Moving Ship方式CO2希釈シス

テム技術に関する研究 

 

（３）京都大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

白山 義久 

栗原晴子 

フィールド科学教育研究

センター 

教授 

研究員 

海洋生物の二酸化炭素の変化

に対する反応に関する地域間

比較 

 

（４）東京工業大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

平井 秀一郎 炭素循環エネルギー研究

センター 

教授 航走船舶から海洋中に垂下さ

れた斜め投入管の流動抵抗と

乱れ特性に関する研究 

 

（５）北海道大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

山中 康裕 地球環境科学研究科 助教授 粒子追跡法及びオイラートレ

ーサー法による深海に投入さ

れた二酸化炭素の挙動予測 
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（６）(独)産業技術総合研究所 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

染矢 聡 エネルギー技術研究部門

分散システムグループ 

研究員 二酸化炭素の海洋への送り込

み時挙動に関する研究 

 

（７）(財)電力中央研究所 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

下島 公紀 

丸山 康樹 

 

仲敷 憲和 

環境科学研究所 陸・水環

境領域海洋グループ 

主任研究員 

上席研究員 

（部長） 

上席研究員 

CO2海洋中層隔離モニタリング

手法の開発 

 

２．２．１０ 経理担当者氏名及び業務管理者氏名 

経理担当者 （財）地球環境産業技術研究機構 総務グループ経理チーム

リーダ 

前田  浩 

業務管理者 （財）地球環境産業技術研究機構 CO2海洋隔離プロジェクト

リーダ 

村井 重夫 

 

２．２．１１ 他からの指導・協力者名及び指導・協力事項 

（１）指導・協力者名 

指導・協力者 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術

研究部門 分散システムグループ 

赤井 誠 主任研究員 

共同研究先 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術

研究部門  分散システムグループ 

染矢 聡 研究員 

 

（２）指導・協力事項 

①共同研究 

②研究場所提供 

③研究設備使用便宜供与 

④研究指導 
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２．２．１２ その他 

（１）技術委員会 

委員長 東京工業大学 大学院理工学研究科 機械制御システム専

攻 

教授 岡崎  健 

委員 京都大学 フィールド科学教育研究センター 海域ステー

ション 瀬戸臨海実験所 

教授 

所長 

白山 義久 

委員 東海大学 海洋学部地球環境工学科 教授 中田 喜三郎 

委員 東京工業大学 炭素循環エネルギー研究センター 教授 平井 秀一郎 

委員 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻 教授 佐藤 徹 

委員 中央電力協議会 事務局部長 佐原 一弘 

委員 （社）日本鉄鋼連盟 常務理事 弘田 精二 

事務局 （財）地球環境産業技術研究機構 海洋隔離プロジェクト ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 村井 重夫 

事務局 （財）地球環境産業技術研究機構 海洋隔離プロジェクト 主任研究員 大石  朗 

事務局 （財）地球環境産業技術研究機構 海洋隔離プロジェクト 研究員 森影 有佳里 

 

（２）環境影響評価技術分科会 

主査 京都大学 フィールド科学教育研究センター 海域ステー

ション 瀬戸臨海実験所 

教授 白山 義久 

委員 東海大学 海洋学部地球環境工学科 教授 中田 喜三郎 

委員 長崎大学 水産学部 教授 石坂 丞二 

委員 長崎大学 水産学部  教授 石松  惇 

委員 近畿大学 農学部 教授 江口  充 

委員 （独）産業技術総合研究所 環境管理研究部門 主任研究員 青木 繁明 

委員 （財）電力中央研究所 環境科学研究所 陸・水環境領域

海洋グループ 

上席研究員 仲敷 憲和 

 

（３）CO2希釈技術分科会 

主査 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻 教授 佐藤  徹 

委員 東京大学 大学院工学系研究科 環境海洋工学専攻 教授 鈴木 英之 

委員 東京工業大学 炭素循環エネルギー研究センター 教授 平井 秀一郎 

委員 産業技術総合研究所 エネルギー利用研究部門 熱・物質

移動制御研究グループ 

研究員 染矢  聡 

 

（４）海洋隔離有効性評価許委員会 

委員長 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー

工学専攻 

教授 山地 憲治 

委員 慶応義塾大学 産業研究所 教授 吉岡 完治 

委員 国立環境研究所 地球温暖化研究プロジェクト 総合研究官 野尻 幸弘 

委員 中央電力協議会 事務局部長 佐原 一弘 

委員 （社）日本鉄鋼連盟 常務理事 弘田 精二 
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第３章 平成１６年度事業の成果概要 

 

本プロジェクトの開発成果概要を以下に示す。  

 

３．１ CO2 海洋隔離の有効性評価 

 

３．１．１ CO2 海洋隔離の技術的評価 

（１）マルチボックスモデル  

海洋の CO2 隔離能力を評価するために、大気－海洋－陸域マルチボックスモデルを

用いて、450～1,000 ppm 安定化シナリオに対する海洋の CO2 隔離ポテンシャルの計算

を実施した。このモデルを用いて大気中 CO2 安定化濃度に対応した隔離量を算出した

結果、大気中 CO2 濃度が 550 ppm に安定化するシナリオの場合、1,600 Gt-C に相当す

る CO2 を海洋が吸収可能であることが分かった。また、海洋中深層へ希釈溶解した CO2

の隔離期間について検討した結果、2015 年から 2300 年までの間 SRES-B2 の 550 ppm

安定化シナリオに従う CO2 排出量の 80 %～100 %を希釈溶解した場合、大気中 CO2 濃

度は 2,000 年先に安定化するまで 550 ppm を越えないことを確認できた。すなわち、海

洋隔離する CO2 は目的の安定化濃度を超えて大気中へ「戻る」ことはなく、80 %～100 %

希釈溶解の条件では隔離期間は実用上「数 1,000 年以上」となることを確認した。  

 

（２）3 次元数値モデル 

3 次元数値モデルを使用して、北極海を除く全球海洋を対象とした海洋流動場のシミ

ュレーション、低次生態系に基づく物質循環シミュレーション、および人為起源 CO2

の排出シナリオを適用した CO2 拡散シナリオシミュレーションを実施した。シミュレ

ーションは、水平 4 度メッシュ、鉛直層数 30 層の解像度を適用した。 IPCC S550 に基

づく排出シナリオを適用したシミュレーションは、先に実施した物質循環シミュレーシ

ョンで使用したモデルパラメータを標準の設定として、大気 -海面の CO2 交換速度にか

かわる Piston Velocity を変更したケースや温暖化効果による海面水温の上昇を考慮した

ケース、あるいは大気放出や海洋隔離のケースなどの感度実験を行い、それぞれの結果

についての放出炭素量の挙動を評価した。人為起源 CO2 を 100 %大気中に排出した条

件でのシナリオシミュレーションでは、計算開始から 220～230 年後に大気 CO2 濃度の

ピークをむかえ、その後は減少する結果が得られた。  

 

（３）大気中 CO2 濃度計算ツール  

マルチボックスモデルと 3 次元モデルの計算結果を比較したところ、両者はほぼ一致

しており、マルチボックスモデルの妥当性が示された。全球的な CO2 濃度変動予測が

早急に求められるような状況では、マルチボックスモデルは大気中の CO2 濃度を計算
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する手法として有用なツールとなることが示された。 

 

３．１．２ CO2海洋隔離の経済性評価 

（１）CO2 海洋隔離の経済的便益  

CO2 のグローバル循環を支配する主要な生物地球化学的プロセスが組み込まれてい

るマルチボックスモデルを用いて、海洋隔離実施のシミュレーションを行い、海洋隔離

による大気中 CO2 濃度低減とそれに伴う温暖化回避による経済的便益を試算した。今

回用いた Nordhaus のダメージ関数によると、海洋隔離実施による経済的便益は、   

①BAU から S550 への CO2 排出削減シナリオ別における、海洋隔離技術の位置付け、

②将来選好（何年先の将来まで考えるか＝積算期間年数、将来の価値をどれだけ割引く

か＝割引率）、により大きく異なるものの、海洋隔離が長期的には数百～千$/t-C オー

ダーの経済的便益をもたらし得るとともに、海洋隔離の実施コストを上回ることが示唆

された。また、海洋隔離シナリオにより相当な幅があるがあるものの、2300 年までの

時間軸においては経済的便益が得られることが確認された。さらに気候感度によって得

られる経済的便益は大きく変わることが示された。 

 

３．２ 環境影響評価技術の開発 

 

３．２．１ 海洋観測 

（１） 海洋観測 

海洋環境は定常状態にあるわけではなく、ダイナミックに変動することから、継続

的な調査が求められる。隔離想定海域のベースライン情報を得るために、平成 14 年

度より実施してきたが、2003 年は他の 2 年に比べて水温、塩分分布に違いがあり、そ

の変化は水深 1,000 m に及んだ。また、栄養塩にも表面や 1,000 m 付近の中深層にも

差がみられるなど、経年的な変動は表層だけでなく中層あるいは深層上部にも生じる

ことがわかった。CO2 を隔離した場合の影響評価においては、CO2 濃度の増加が環境

に有意な変動を与えるかどうかが重要となる。このためには、現状の海洋環境の変動

幅を知ることは重要である。  

 

（２） 生物現存量 

2002 年より続けてきた生物現存量の調査結果について、季節的及び経年的な比較

を実施した。夏季に調査を実施した 2003 年と 2004 年の比較では、2003 年のクロロ

フィルａ量が 2004 年より多く、また POC 量も同様に 2003 年のほうが多かった。プ

ランクトンの組成では微小サイズのものが優占する亜熱帯海域の特徴が確認された

が、優占分類群の組成には 2 年間の調査で違いがみられた。特に、2003 年は表層に

窒素固定を行うトリコデスミウム類のブルームがみられることが特徴的であった。ま

た、2 年間の沈降フラックスの季節変動と生物相の変化を比較することにより、表層

生態系が深層生態系に影響を与えることを疑わせる結果も得られた。中深層のプラン
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クトン相では、微小な HMF や渦鞭毛虫類が多いが 2 年間の調査でそれらの優占度が

逆転する傾向がみられた。マイクロネクトンの現存量もフラックスの小さい 2002 年

冬季には少なく、深層生態系が表層の環境に影響をうけることを疑わせる結果を得た。 

空間的に広い範囲をモニタリングできる手法として音響計測手法の適用性を本調

査で検討した。使用した計量魚探の設置方法に限界があったため、明瞭な限界深度を

求めるにはいたらなかったが、マイクロネクトンの検出の可能性を示すことができた。

ただし、亜熱帯海域では生息密度が小さい、かつ分布特性の情報が少ない、より深い

層を検出するための技術が必要など、今後の課題も多い。  

 

（３） 食物連鎖 

平成 15 年度に引き続き、隔離想定海域および塩釜沖の試料について解析を行った。

平成 16 年度は、これらに加えて、隔離想定海域の亜熱帯海域の比較として相模湾に

おける試料採集を実施した。  

安定同位体比の解析から、隔離想定海域においてはカイアシ類における複数段階の

食物段階が、さらにカイアシ類と端脚類の双方からアミ類・オキアミ類・十脚類・雑

食性魚類を通じて、肉食性魚類にいたる食物網が推定された。また、ウミノミ類や寄

生性のカイアシ類など、上記の食物連鎖網とは別の流れがあることが推定された。こ

れら生物の食物の起点を明らかにするために、さまざまな海域における粒子状物質の

安定同位体比の解析を進めてきたが、いずれの海域においてもδ15N 比が雑食性カ

イアシ類の比よりも大きく、粒子状物質中の有機物すべてがカイアシ類の餌と

なっているのではないことがわかった。  

 

（４）生態系モデル  

亜熱帯海域の現況再現に引き続き、比較対象として亜寒帯海域の現況再現を実施し

た。さらに、これまで年平均値として与えてきた沈降フラックスに季節変動を加え、

より現実に近い条件下で計算をおこなった。その結果、亜熱帯海域ではマイクロバイ

アルループが優占する特徴を、亜寒帯海域ではマイクロバイアルループだけでなく高

次消費者への物質の流れも大きい特徴を、それぞれ再現することができた。今年度の

大きな成果としては、深海の生態系の現存量および物質の流れは、上層からの沈降フ

ラックスの大きさにより決定されるということが明らかとなったことである。  

また、季節変動の導入により、鉛直的な、あるいは生態系内で生じる影響の時間的

なズレが明らかとなってきた。上層で生じた影響が下層の高次消費者に与えるには亜

熱帯海域では 260 日の時間がかかることがわかった。  

 

３．２．２ 生物影響研究 

（１）プランクトンへの急性致死実験および海洋懸濁物質への影響 

プランクトンの急性致死モデルの高度化を図るために、CO2 の濃度が変化する非定

常曝露実験を実施した。この結果、カイアシ類は CO2 濃度が変化した場合、変化前
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に曝露されていた濃度に依存することなく、曝露された濃度に対する反応を示した。

このことはカイアシ類については魚類で認められた馴化を考慮する必要はないこと

を示している。カイアシ類については、これまで開発を行ってきた急性致死モデルで

シミュレーションできることが明らかとなった。  

海洋中の懸濁物質は、バクテリアや従属栄養微小鞭毛虫などの微小生物にとって生

息場所として、かつ周囲の微生物もふくめて有機物の供給元として重要である。懸濁

物質の凝集作用は、周囲の pH 環境により影響を受けることが予想されることから、

海洋中の懸濁物質への影響の検討を開始した。海洋からの懸濁物質の回収方法につい

てポリカーボネート膜が適しており、懸濁物質の凝集に対して pH の影響が疑われる

予備的な結果を得ることができた。  

 

（２）魚類急性実験 

これまで蓄積してきた魚類への CO2 の急性影響を深海条件に外挿するためには、

水温と圧力が重要な要因と考えられる。今年度は、カサゴおよびヒラメを用いて CO2

による急性致死に与える水温の影響を検討した。しかし、水温の違いによる明瞭な致

死反応の傾向がみられず、さらに検討を要する。  

魚類は CO2 の変化に対して馴化が認められているが、これは生理的な機能が高度

に発達しているためと考えられる。魚類についても、致死影響に対する CO2 濃度を

変化させた非定常曝露実験を実施した。CO2 濃度の変化のパターンにより死亡率が異

なり、魚類については酸塩基緩衝能の機能が大きく関与していることが明らかとなっ

た。また、CO2曝露後に通常海水に戻したところ急激な死亡が認められ、CO2 分圧の

急激な低下によるアルカリ血症が生じることによると予想された。  

 

（３）深海魚の CO2 耐性と鰓塩類細胞 

深海より採集した深海魚について、高 CO2 環境に対する酸塩基平衡調節に関与す

ると考えられる鰓および鰓塩類細胞の形態学的観察を実施した。深海魚のヨコエソは

塩類細胞の開口部面積、断面積および密度が大きく、イオン輸送能が大きいと予想さ

れた。塩類細胞密度の高いヒラメは密度の低いブリに比べて CO2 耐性が高いことが

わかっているため、上記のような密度の違いが深海魚において CO2 耐性に反映され

る可能性が示唆された。 また、鰓表面積は活動度の低いヒラメで小さいことから、

深海魚についても鰓表面積の測定から活動度を予想して CO2 耐性を解明できる可能

性が示唆された。  

深海性魚類のザラビクニンと低水温性イシガレイを用いて、高 CO2 における耐性

を検討した。深海性魚類については供試数が少なく、今後の試験継続が必要と考えら

れた。イシガレイに関しては、低水温では生理的な緩衝能が低いことが示唆された。

ザラビクニンについては、CO2曝露を行った個体の塩類細胞の観察を行った。供試数

が少ないため、明らかな結果を得るにはいたらなかったが、塩類細胞の開口部面積が

CO2 の曝露により増加した可能性が示唆された。  
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（４）急性致死モデル  

非定常曝露実験を検証材料として急性致死モデル開発を実施した。非定常曝露実験

をシミュレートしたところ、検証実験の変化をおおむね一致したことから、カイアシ

類については開発した急性致死モデルは適用できると判断した。  

魚類については、生理的な機能の導入が求められたことから、いくつかの生理機能

を組み込んだ非定常モデルを開発した。魚類における非定常実験を用いてシミュレー

トしたところ、ズレが生じる部分も散見され、今後の調整が必要と考えられた。  

 

（５）深海現場暴露実験 

これまでの研究から、高濃度 CO2 曝露による底生生物群集への影響過程を推定し

てきた。本年度は、海洋隔離における初期希釈濃度（約 2,000 ppm）を実験区に設

定して、深海現場曝露実験を実施した。ベンチックチャンバーの一部動作不良から、

対照区のデータを得ることができなかった。曝露区である 2,000 ppm と 5,000 ppm

の比較からは、両者の曝露区間では 10～30 μm のナノベントスで後者が少ないほ

かは、曝露区の間では有意な差は認められなかった。しかし、2,000 ppm の呼吸活

性は曝露期間を通じて常に一定であったことから、2,000 ppm 区の CO2 の影響は

5,000 ppm 区に比べて軽微であると考えられた。  

 

（６）微生物の多様性に対する CO2 の急性影響実験 

 PCR-DGGE 法による現場海洋の解析から、海域間や経年間の差は小さく、むしろ

深度方向の違いが大きいことが明らかとなった。深度方向の微生物多様性に関しては

深度特異的なバンドが観察され、特に中深層で偏在したバンドは緑色非硫黄細菌との

相同性が高かった。  

 深海現場曝露実験における微生物群集の変化を PCR-DGGE 法で解析した。CO2

濃度 5,000 ppm で曝露した場合、底泥表層 0～0.5 cm 層の微生物相は、初期条件の

底泥や 0.5 cm 以深の試料の微生物相と異なることが示唆された。2,000 ppm で曝露

した場合には、明確な傾向は認められなかった。以上のように、CO2 により影響を受

けた場合には、微生物相の変化を PCR-DGGE 法により検出しうる可能性が示唆され

た。  

 

３．３ CO2希釈技術の開発 

 

３．３．１ 曳航パイプ技術開発 

（１）希釈の数値シミュレーション 

数値シミュレーション法は開発された。これにより希釈率が予測され、何もしない

と曳航パイプ後流において ∆pCO2 が 1,000 µatm（約 20 万倍希釈相当）以上の濃度に

なる海水の体積が 56 ％であったのに対し、放出ノズル上部後流に物体を設置するこ
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とにより、これを 10.2 %に減少することが可能となった。今後この技術の最適化を

図っていくことにより、「超目標」の達成は十分可能と考えられる。  

 

（２）傾斜円柱実験 

耐航性能水槽にて傾斜円柱の曳航実験を行い、その抵抗を計測した。その結果、傾

斜角 45°以下では、通常のレイノルズ数をベースにして、コサイン則に従った抵抗

係数 CDθが一本のカーブで表現されることを示した。横軸が通常のレイノルズ数で

あるのは、乱流遷移に関してはコサイン則の適用の必要がないことを示唆すると考え

られる。このデータより、本プロジェクトの曳航パイプの抵抗値を精度良く算出する

ことが可能となる。  

 

（３）曳航時の傾斜パイプに作用する抵抗計測 

 貯水落下式の水槽にて PIV 計測により傾斜円柱まわりの流れを可視化し、剥離位

置を観測した。これにより Re = 5.2×10
5 において、傾斜角 45°の方が 30°より剥離点

が前進し CD が大きくなることがわかった。この理由として傾斜による横流れ、およ

び 3 次元境界層のねじれの増大が早期乱流遷移を引き起こすものと考えられる。この

ような可視化実験は、傾斜ならではの流れの特徴を把握することを可能とする。  

 

（４）強制振動傾斜円柱に作用する流体力計測に基づく VIV 挙動予測 

 耐航性能水槽にて傾斜円柱の強制振動実験を行って流体力チャートを作成し、固有

モードを固定することで、梁要素を用いた FEM により 500  m の長大パイプの VIV

振動を予測した。解析結果から、パイプにかかる最大曲げ応力は一般に言われている

疲労限の 3/4 程度であるが、機械継手を用いる場合は疲労破壊の可能性があることを

示した。この手法はパイプの固有振動の各モード毎に VIV が減衰するか増大するか

調べるものである。今回の実験のレイノルズ数は 10
4 の範囲であり、実際のものより

1 桁小さく、境界層内は依然層流である。今後、乱流化するような大きなレイノルズ

数の実験にて流体力チャートを作成すれば、この手法を 3,000 m の長大パイプに応用

し、曳航パイプの VIV を予測することが可能となる。  

流体解析に準 3 次元（3 次元だが円柱軸方向に格子 1 層）CFD を用いて、予め行っ

た強制振動の計算結果の流体力をデータベース化し、構造解析に梁要素を用いた水中

線上構造物解析用の時間発展型 3 次元 FEM により、傾斜円柱の VIV 解析手法を開発

した。強制振動実験による予測との差異は流体力マップが CFD によるということだ

けでなく、構造解析用 FEM が時間発展的となっている点にあり、これにより、円柱

の軸方向の位置により振動数が異なる状態や、同じ位置において複数の振動数が重な

る状態、振動数が時間変化する場合等の解析が可能となった。今後、これを用いて

3,000 ｍの曳航パイプの VIV 解析を実施することができる。  
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３．３．２ 液体 CO2 送り込み技術開発 

（１）送り込み開始・終了時の CO2 放出パイプ内ガス置換手法の検討 

 CO2 と海水が接触するとハイドレートが生成し、パイプやノズルを閉塞する危惧が

ある。そこで、送り込み開始時と終了時にパイプ内の海水と液体 CO2 の置換につい

て、確実な置換法を確立した。乾燥空気あるいは窒素を中間物質とし、それをパイプ

内に予め入れておいた充填専用補助ラインを用いて、パイプ内全体に充填していく手

法である。これにより確実に実現可能な置換法が確立された。さらに補助ラインから

の CO2 ガスの放出法を可視化実験により検討した。今後はこの置換法の、より高効

率化を目指した詳細設計のためのデータを得る。  

 

３．３．３ 希釈挙動観測 

（１）沖縄トラフ海域における CO2 液滴観測 

平成 16 年度開始時に研究計画の大きな変更を議論し、沖縄トラフの自然流出 CO2

の液滴追跡観測を実施した。自然流出 CO2 の液滴を、ROV にアクリル円柱を保持さ

せ、液滴を捕獲し、液滴の上昇に従って ROV を上昇させて、上昇速度や液滴のサイ

ズをビデオカメラにて観測した。上昇速度は、液滴捕獲円柱の境界層の影響を受けた

可能性があり、またビデオ画像による液滴の解像度が低く、サイズ計測も誤差を含む。

今後の改良が必要である。  

 

（２）沖縄トラフ海域における pH 鉛直分布観測 

平成 16 年度多発した台風の影響で観測期間の半減を余儀なくされ、周辺域の pH

分布の計測は、鉛直 1 次元の分布の観測のみとなった。また当初の予定通りの優先順

位に従い、上記液滴追跡およびこの観測のみの結果となった。  

 

（３）Modeling validation of an individual CO2 droplet dissolution and rise in an 

open sea by using field observation data from Okinawa sea 

フェーズ 1 にて開発済みの液滴上昇モデルを用いて、沖縄トラフの液滴観測実験結

果と照合したところ、液滴溶解速度に関してほぼ一致する結果が得られた。一方、上

昇距離については、モデルは観測の約 1/2 となった。観測の際に、アクリルの液滴捕

獲容器が小さく、境界層の影響のため、結果が ROV の上昇速度に左右されてしまっ

たことが考えられる。これは今後の改善事項である。また、実際の海水中には不純物

が多く含まれ、上昇する液滴にはその二相界面に不純物が蓄積し、stagnation cap

というある種の膜を形成することが知られる。これについての基礎的検討を実施し、

溶解速度に関するモデルを提案した。  

 

（４）観測による小規模海洋乱流場の解析 

生物影響は CO2 濃度に線形ではなく、濃度の大きな場合ほど影響は大きい。従っ
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てダメージの蓄積を考えると、放出直後の数時間が生物にとって重要になる。放出後

の拡散は乱流拡散であるため、海洋の小スケール乱流を精度良く計算機上に再現する

必要がある。約 3 m 間隔で正四面体状に配置した流速計により、3 次元空間情報を

wavelet を用いて抽出し、これを低波数成分として CFD に強制的に与えることで高

波数の乱流を発生させる手法を開発した。  

 

（６）Turbulent dispersion of enriched water column in a meso-scale ocean 

500 ｍスケールの二相流 CFD 手法を開発し、CO2 液滴上昇プルームおよび溶解

CO2 水塊のプルームの挙動を解析した。固定点放出よりも曳航パイプからの放出の方

が、CO2 濃度や pH に関して変化を小さくできることが示された。今後、メソスケー

ル（100 km）モデルと小スケール（100 m）モデルを結合させ、Moving Ship 方式の

船体運動を含んだシミュレーションを実施し、海域における生物影響の評価を試みる。 

 

３．３．４ CO2 拡散予測数値モデル 

（１）高解像度モデルを用いた CO2 の輸送及び希釈の予測  

北太平洋北部 10,000 km スケールの海洋モデルにおいて、モデルの水平解像度を

1/10 度に上げることによって、予測精度を向上させた。また放出 CO2 に見立てたマー

カー粒子の追跡を Lagrange 的に追跡する手法を開発し装填した。これにより従来の

Euler トレーサー（濃度の移流拡散方程式の解析）の結果より数値拡散の小さな精度

のよい結果を得ることができた。数ヶ月から 10 年規模の時間スケールのシミュレー

ションを実施したところ、初期値として１度×１度×1,000 m の領域で一様に与えた

CO2 濃度は、3 年後に 1/10 以下に希釈される。またこれには海域・深度依存性があ

ることも判明した。  

 

３．４ 国際的・社会的合意の形成 

 

３．４．１ IPCC特別報告書 

CO2分離回収・貯留技術に関するIPCC特別報告書の作成支援と、GHGT-7への論

文投稿を目標にしたが、特別報告書に関してはFODやSODへのコメントをだすこと

が出来た。また、GHGT-7に関しては、４編の査読付き論文が採択された。当面の課

題には対応できたが、海洋隔離技術がIPCCの場で気候変動対策技術として認知され

るか否か、今後の動きをフォローする必要がある。現状では、CO2海洋隔離技術が排

出権のインベントリーにカウントされるレベルまで認知されるとは思えないが、実海

域実験実施をサポートしてくれるレベルの認知は期待したい。また、そのためのPO

戦略の検討が必要である。 

 

３．４．２ CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum）会議 

CSLFロードマップへの海洋隔離の組み込みや、CSLFプロジェクトへの海洋隔離
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の採択等を目標にしたが、前者については海洋隔離もCO2貯留技術の１つとして記載

されたが、CSLFプロジェクトへの採択はノルウエーサイドが共同提案に賛同しなか

ったため実現しなかった。海洋隔離技術に対する国際的な認知が不十分なことが分か

ったので、更なる技術紹介や有効性の説明に注力する必要がある。一方、地中貯留技

術の実適用が世界的に進もうとしているが、その動向を把握し、地中貯留技術のみで

は技術リスクがあると思われるので、海洋隔離技術のような代替技術の開発がリスク

低減に役立つことや、地中貯留が不利な国も想定されること等をアピールする必要が

あると思われる。 

 

３．４．３ ロンドン条約会議 

OSPAR会議においてCO2を海洋へ入れることの法的な是非が検討されたほか、海

洋隔離を含めたワークショップの開催で技術的な課題の紹介もおこなわれた。また、

ロンドン条約の締約国会議で海域地中貯留の是非を検討するためのワーキンググル

ープ設置が決まり、次回科学者会合でもCO2貯留が正式議題となることなどが決まっ

た。これらの動きを各会合へ出席して入手した人から情報を収集し、今後の海洋隔離

技術開発への影響を検討した。一方、96年議定書の批准が近いと思われる動きもあり、

これらの動向から考えると、国際的な法規制に関して長期的な対応戦略を検討する必

要があると思われる。 

 

３．４．４ 国際共同研究 

NIVA（ノルウエー）との共同研究については、平成17年度にノルウエー海域にお

いて海底生物へのCO2影響実験を実施するための準備をおこなった。この過程でノル

ウエーサイドでは海域地中貯留関係者からの関心が高く、共同研究への参画希望があ

った。すなわち、本研究開発プロジェクトのベンティックチャンバーの技術が国際的

に高く評価されている。したがって、今後、本技術は、さらに多くの国際共同研究に

おいて活用できると思われる。 

ペトロブラス社（ブラジル）との共同研究打診については、先方がCO2海洋隔離技

術の開発には関心が低く、海洋生物へのCO2の影響評価技術の修得に関心がある程度

であることが分かった。当面は、情報交換に留め、新たな情勢の変化を期待すべきと

思われる。 

KORDI（韓国）との交流については、先方へは十分な情報提供をおこなった。そ

の結果、韓国において海洋隔離研究のための予算が獲得できる見込みとの情報が入っ

ている。予算が獲得できたら、日本との共同研究を希望したいとの非公式な話がある

ので、今後、共同研究の具体的な可能性を検討する必要がある。
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３．５ 研究発表・特許出願  

 

研究発表 39 件（表 3.5-1）、特許 1 件（表 3.5-2）  

表 3.5-1 研究発表  

 

 
タイトル  年月日  発表形態  発表者  

1 Ocean uptake potential for 

carbon dioxide sequestration 

H16.5.7 Geochemical Journal M. Sorai 

T. Ohsumi 

2 Possible use of stable isotopes 

for determining alteration of 

deep-sea ecosystem induced by 

a high-CO2 world 

H16.5.10 
～5.12 

The Ocean in a High 

CO2 World / An 

International Science 

Symposium 

J. Kita 

S. Mito 

T. Ohsumi 

3 Chemical and biological 

effects on fishes in a high-CO2 

world 

H16.5.10 
～5.12 

The Ocean in a High 

CO2 World / An 

International Science 

Symposium 

A. Ishimatsu 

M. Hayashi 

T. Kikkawa 

J. Kita 

4 Physiological effects on fishes 

in a high-CO2 world 

H16.5.11 Jpurnal of 

Geophysical 

Research-Oceans 

A. Ishimatsu 

M. Hayashi 

T. Kikkawa 

J. Kita 

5 炭酸ガス隔離における最近
の研究動向 (地中貯留と海洋
隔離 ) 

H16.5.31 資源・素材学会関西支
部総会及び講演会  

村井重夫  

6 NUMERICAL SIMULATION 

OF BIOLOGICAL IMPACT IN 

DIRECT INJECTION OF 

CARBON DIOXIDE IN THE 

OCEAN 

H16.6.20 
～6.25 

23rd International 

Conference on 

Offshore Mechanics 

and Arctic Engineering 

(OMAE23), Vancouver, 

Canada 

Toru Sato 

7 Three-Dimensional Aspects of 

Vortices Shed from an Inclined 

Cylinder 

H16.6.21 

～6.22 

Asia Pacific Workshop 

on Marine 

Hydrodynamics 

(APHydro2004), 

Busan,Korea 

T. Tejima 

T. Kamei 

T. Sato 

8 深海への溶解希釈による
CO2 海洋隔離の可能性 シリ
ーズ「深海からの恵み」（第
５回）  

H16.7.1 (社 )日本深海技術協
会会報 2004 年 3号 (通
巻 42 号 ) 

尾崎  雅彦  

9 What is the Ocean 

Sequestration of Carbon 

Dioxide? 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

T. Ohsumi 

10 Perspectives on Biological 

Research for CO2 Ocean 

Sequestration 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

J. Kita 

T. Ohsumi 

11 Effects of CO2 on Marine Fish: 

Larvae and Adults 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

A. Ishimatsu 

T. Kikkawa 

M. Hayashi 

K. S. Lee 

J. Kita 

12 

 

Sub-Lethal Effects of Elevated 

Concentration of CO2 on 

Planktonic Copepods and Sea 

Urchins 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

H. Kurihara 

S. Shimode  

Y. Shirayama 
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タイトル  年月日  発表形態  発表者  

13 Latitudinal Differences in the 

Planktonic Biomass and 

Community Structure Down to 

the Greater Depths in the 

Western North Pacific 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

A. Yamaguchi 

Y. Watanabe 

H. Ishida 

T. Harimoto 

K. Furusawa 

S. Suzuki 

J. Ishizaka 

T. Ikeda 

M. M. Taka 

-hashi 

14 

 

 

Laser-Dye Imaging of the pH 

Field in a Laboratory 

Experiment 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

S. Someya 

S. Bando 

Y. Song 

B. Chen 

M. Nishio 

15 

 

 

A Eulerian-Eulerian 

Physical-Biological Impact 

Model of Zooplankton Injury 

Due to CO2 Ocean 

Sequestration 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

B. Chen 

Y. Song 

M. Nishio 

M. Akai 

16 

 

 

Numerical Simulation of 

Biological Impact Caused by 

Direct Injection of Carbon 

Dioxide in the Ocean 

H16.7.1 Journal of 

Oceanography 

T. Sato 

17 

 

 

CO2 海洋隔離の経済的便益評
価  

H16.7.1 「エネルギー・資源」
誌 第 25 巻 第 4 号  

時松  宏治  

徂徠  正夫  

間木  道政  

村井  重夫  

大隅  多加志  

茅  陽一  

18 

 

 

Comparison of the acid-base 

responses to CO2 and 

acidification in Japanese 

flounder (paralichthys 

olivaceuse) 

H16.7.13 Marine Polution 

Bulletin 

M. Hayashi 

J. Kita 

A. Ishimatsu 

19 

 

 

 

第 1 編  直接的 CO2 隔離・固
定化・有効利用技術  第 1 章  

CO2 隔離・固定化技術  ２．
海洋隔離  

H16.9.1 CO2固定化・削減・有
効利用の最新技術  －
地球温暖化対策関連
技術－  

村井重夫  

20 

 

BIOLOGICAL IMPACT 

ASSESSMENT OF DIRECT 

CO2 INJECTION INTO THE 

OCEAN 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

J. Kita 

T. Ohsumi 

21 

 

 

Study of the food web structure 

for the biological impact 

assessment of carbon dioxide 

ocean sequestration 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

S. Mito 

J. Kita 

T. Ohsumi 

22 

 

Evaluation of Benefits of CO2 

Ocean Sequestration 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

K. Tokimatsu 

Y. Kaya 

M. Sorai 

M. Magi 

S. Murai 

T. Ohsumi 
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タイトル  年月日  発表形態  発表者  

23 Acute physiological impacts of 

CO2 ocean sequestration on 

marine animals 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

A. Ishimatsu 

M. Haysshi 

K. Lee 

K. Murata 

E. Kumagai 

T. Kikkawa 

J. Kita 

 

24 Chloride cell as an index of the 

impacts of CO2 ocean 

sequestration on marine fish 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

M. Hayashi 

A. Ishimatsu 

T. Kikkawa 

25 A lagrangian method combined 

with high resolution ocean 

general circulation model to 

evaluate CO2 ocean 

sequestration 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

Y. Masuda 

Y. Yamanaka 

T. Hashioka 

M. Magi 

S. Murai 

T. Ohsumi 

 

26 CO2 Reiease in Deep Ocean by 

Moving Ship 

H16.9.5 

～9.9 

7th International 

Conference on 

Greenhouse Gas 

Control Technologies 

J. Minamiura 

M. Ozaki 

27 Numerical Simulation of High 

Schmidt Number Flow over a 

Droplet by Using Moving 

Unstructured Mesh 

H16.9.23 Journal of 

Computational Physics 

Jung Rho-Taek

Toru Sato 

28 海水の CO2 環境変化が海洋
生態系にもたらす影響  

H16.9.24 日本ベントス  プラン
クトン学会合同大会  

栗原  晴子  

29 Research on the marine 

ecosystem in a High-CO2 

world 

H16.9.26 日本海洋学会秋季大
会  

栗原  晴子  

喜田  潤  

石松  惇  

白山  義久  

30 CO2 海洋隔離の海洋大循環モ
デルによるシミュレーショ
ン  

H16.9.26 日本海洋学会秋季大
会  

増田  良帆  

間木  道政  

山中  康裕  

橋岡  豪人  

31 Study of The Liquid CO2 

Droplet Formation Under 

Simulated Mid-depth Ocean 

Conditions 

H16.10.15 Energy M. Nishio 

S. M. Masu 

-tani 

J. Minamiura 

M. Ozaki 

32 Numerical Reproduction of 

Middle-Scale Deep Ocean 

Current 

H16.11.10 

～11.12 

OCEANS'04 MTS / 

IEEE TECHNO 

-OCEANS'04 (OTO'04) 
神戸  

K. Koike 

T. Sato 

33 西部太平洋における粒子状
物質の分布および中深層生
物の食物網との関係  

H17.1.14 第 8 回みらいシンポ
ジウム  

三戸  沙絵子 
間木  道政  

栗原  晴子  

喜田  潤  

福原  達雄  
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タイトル  年月日  発表形態  発表者  

34 Fate of natural CO2 droplet on 

the deep-sea hydrothermal 

system in the Okinawa Trough 

H17.1.16 国際シンポジウム
Chapman Conference 

on the Science and 

Technology of Carbon 

sequestrarion 

K.Shitashima 

35 深海への溶解希釈による
CO2 海洋隔離の可能性  

H17.1.25 日本深海技術協会 
平成 17 年新春講演会  

尾崎  雅彦  

36 CO2 に対する馴致を考慮した
魚類死亡率モデル  

H.17.1.27

～1.28 

第 18 回海洋工学シン
ポジウム  

吉本  直広  

佐藤  徹  

吉川  貴志  

37 Development of Extended 

Probit Mortality Model for 

Zooplankton Caused by 

Transient Change of CO2 

Concentration 

H.17.1.27

～1.28 

第 18 回海洋工学シン
ポジウム  

Toru Sato 

Yuji Watanabe

Koji Toyota 

38 －漁場環境を考える－  

海洋の生物と二酸化炭素  

H17.2.1 日本水産資源保護協
会月報 No.478 

石松  惇  

喜田  潤  

39 Numerical reproduction of 

fluctuating flow field in 

small-scale ocean by 

low-wavenumber forcing 

H17.3.3 THE 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

ENVIRONMENTAL 

FLUID MECHANICS 

(ICEFM'05) 

Toru Sato 

Kei Sato 

Se-Min Jeong 

 

 

 

表 3.5-2 特許出願  

 
 
 

発明の名称  発明者名  特許出願  

1 
二酸化炭素放流装置  
及び二酸化炭素放流方法  

南浦  純一  
尾崎  雅彦  

出願番号：特願 2004-280521 
出願日 ：H16.9.27 
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第４章 今後の課題（概要） 

 

平成１４年度よりスタートした「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開

発（フェーズ２）」は、CO2 海洋隔離技術による環境影響を把握するために必要な研究

の第一段階として実施されたフェーズ１の「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予

測技術研究開発」を引継いだものである。５年間の技術開発計画では、環境影響評価

技術の確立、国内における社会的合意形成、気候変動枠組み条約、炭素隔離リーダーシ

ップフォーラム、およびロンドン条約等の国際的な枠組みにおける明確な認知の獲得等

を目的にしている。  

平成１６年度に実施した内容は、CO2海洋隔離の有効性評価、環境影響評価技術の開

発、CO2希釈技術の開発、国際的・社会的合意の形成の４項目である。各項目の実施計

画については第１章、成果の概要については第３章を参照されたい。今後の課題につい

ては項目ごとに各編の最終章でまとめているので、本章では、それらの概要について報

告する。 

 

（１）CO2海洋隔離の有効性評価に関する課題 

・ CO2 隔離能力と隔離効果の技術評価に関しては、大気－海洋－陸域マルチボックスモ

デルによる海洋の CO2 隔離ポテンシャルの推定と海洋隔離実施にともなう大気中

CO2 の長期変動の予測可能化、生態系モデルが組み込まれた３次元モデルとの比較検

討結果の反映させること、海洋隔離の有効性に関するシナリオの整理と関連する研究

との比較等の継続が今後の課題である。また、本成果は大気中 CO2 濃度安定化シナ

リオの検討に際して有効なツールとなり得ることから、これを活用して、関連する分

野への情報発信に努めることが重要である。  

・ CO2 海洋隔離技術の経済評価に関しては、経済的便益が海洋隔離シナリオ、割引率、

便益の積算期間などにより異なる結果が得られていることから、想定される海洋隔離

シナリオの計算を実施することで、海洋隔離の経済的便益の実像が明らかになると考

えられる。一方で、便益と比較される海洋隔離のコストについては 10 年以上前の評

価であり、新技術を考慮した分離・回収・貯蔵・隔離の各工程のコストを再検討し、

経済評価の予測精度と信頼性を向上させることが課題となる。  

・ 本研究開発の成果は海洋隔離の有効性を支持するものであるが、これを国際的国内的

にアピールすることによって、国際的社会的合意獲得や海洋隔離の国際法における位

置付けの明確化に繋げていくことが重要である。 

 

（２）環境影響評価技術の開発に関する課題 

・生態系モデルについては、沈降フラックスの大きさによって深層の生態系の特性が決

定されることが明らかになったことから、生物現存量や食物連鎖解析に基づくエネル
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ギーの流れ、あるいは沈降フラックスの季節変化を反映できるようにしていくことが

重要である。  

・生物影響研究のうち急性影響については、CO2放出直後２～３日の初期希釈の時間内

における影響として、主に急性致死影響について実験を行ない、急性致死モデルの開

発を進めた結果、カイアシ類については CO2 濃度が変化する非定常状態も含めてモ

デルの高度化が達成されたが、生理機能が高度に発達している魚類に関しては馴致効

果が確認された段階である。今後は希釈時の高濃度 CO2 に対する馴致も検討を進め

る必要がある。また、深海環境への外挿を検討するのに必要な水温と圧力の効果につ

いては、今後も実験を継続することが重要である。深海性魚類の CO2 に対する耐性

を塩類細胞の組織学的形態によって評価できるか否かについては早急の見極めが必

要である。  

・生物影響研究のうち長期影響については、急性致死モデル開発を優先させたために、

フェーズ１以降、長期影響実験は実施されていない。カイアシ類については CO2 濃

度が高いと抱卵数が減少することが知られているが、詳細の情報収集や世代間暴露実

験等も必要と考えられる。群集への影響に関する実験としては、多様性が高い太平洋

海域と比較して種組成が単純な大西洋海域等を対象とした現場暴露実験を行ない、同

定レベルを細かくした実験が有効であると考えられる。また、懸濁物質・沈降物質の

変化は微生物の生息場所、基質供給量の変化をもたらす可能性があることから、懸濁

物質への CO2 の影響も検討することが必要と考えられる。  

 

（３）CO2 希釈技術の開発に関する課題  

・技術の開発においては、稼働率概念等の経済性評価の導入による現実的設計点の設定

が肝要であり、疲労強度の観点から長尺・可撓性の曳航パイプの生じる VIV 予測手

法の構築と、これをもとに VIV 低減策の必要性の有無を判断すること、あるいは追

加的な開発課題の明確化が必要である。  

・モデル開発においては、異なるスケールのモデルについて、それぞれの高度化が進展

したが、専門家、政策決定者、一般社会のいずれに対しも説得力を有するツールとし

て活用できるよう、今後はこれらを結合して改良を加えていくことが必要である。わ

かりやすさが重要であることは言うまでも無いが、どのツールを使って何を説明する

のかについて、十分考慮する必要がある。  

 

（４）国際的・社会的合意形成に関する課題 

・CO2 海洋隔離技術の実用化を最終目標として考えた場合に事前に解決する必要がある

課題は多い。社会的合意形成に関して、実海域実験実施による環境影響極小化の説明

強化、国内の海洋開発関連機関および関連省庁との連携強化、国際共同研究、国際ワ
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ークショップによる新たな国際協調枠組みの確立、化石燃料使用量増大の懸念の払拭、

コストに関して、貯留コストの見通し明確化、LCA（Life Cycle Assessment）の試

算、技術開発に関して、実海域実験の進め方の明確化、実用化段階における技術リス

クの解決、法規制に関して、ロンドン条約における CO2 取り扱いへの対応、排出イ

ンベントリーへの対応が課題であると考えられる。  

・国際法上の位置付けの検討については、実海域実験の許認可取得プロセスの調査、海

洋隔離に関わる国際法のロンドン条約や OSPAR 条約の動向調査、IPCC 特別報告書

の作成協力や CSLF への貢献、RITE ホームページへの掲載等、従来の活動を継続

的に実施するとともに、国際的な協力体制を整えるために、国際共同研究の強化を図

ることで、海洋隔離の国際的・社会的認知度の向上を図ることが重要である。とくに、

CO2 海洋隔離技術の実用化にあたっては、国際共同研究を推進することで、国際法上

の合意と社会的認知の向上を目指すことが有効と考えられる。  

・国際的社会的合意形成の状況については、まだまだ海洋隔離に対する理解が一般の人

にはもちろん、科学技術分野の専門家にも十分理解されていない事実があるので、Ｐ

Ｏ（パブリックアウトリーチ）に関して基本に戻って、その強化に努める必要がある。 
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第Ⅱ編 CO B2 B海洋隔離の有効性評価  

 

第１章 研究課題と目標 

 

１．１ はじめに 

 

CO B

2

B海洋隔離の有効性評価は、国際情勢の変化の中で、海洋隔離の有効性が十分に

認識されていなかったことも一因と考えられたことから、見直し基本計画において海

洋隔離能力の技術評価が追加されたことからはじめられた研究項目である。これは最

新の知見をもとに海洋隔離容量の試算を行うとともに、その成果をもとに海洋隔離の

経済的評価を金額で示す試算を行うことを柱とし、国際的・社会的合意の獲得を目指

した国際法上の位置付けの検討を行って、情勢の変化の対応の中の一部である。  

本研究については、まず平成 14 年度には、勉強会において収集情報の検討を行い、

①海洋隔離の有効性に関する検討、②海洋隔離の経済性に関する評価の重要性を確認

した。平成 15 年度には、これらの課題を解決するために、有効性評価委員会（委員長：

山地教授・東京大学）を立ち上げ、有効性評価研究を開始した。その後、平成 16 年初

頭に委員会を開催し、成果につい審議を頂き、当所の目的を達成したため委員会を終

了した。審議いただいた研究成果はGHGT-7（2004 年 9 月、カナダ・バンクーバー）

で公表した。また、高解像度全球モデルを利用したCO B

2

Bの希釈挙動と環境影響の評価

研究（シーマウント問題の解決）については、海洋隔離プロジェクトの技術委員会に

移管された。  

 

１．２ 平成 14 年度の研究課題と成果の概要  

 

１．２．１ 有効性評価研究の研究課題の検討 

平成 14 年度には、海洋隔離の有効性評価研究に関する研究課題の設定についての検

討が行われた。ここでは、「海洋隔離が国際的・社会的認知を十分に獲得していないこ

と」を意識し、また先導研究からフェーズ１をとおしての 8 年の間での隔離技術の進

歩を考慮し、「原点に返って海洋隔離技術の有効性を再検討すること」、「フェーズ１の

成果を振り返へりフェーズ２の開発課題と今後の計画の見直すこと」が念頭におかれ、

課題の選定が実施された。その結果、課題として、１番目には海洋隔離の有効性評価

を行うこと、２番目にはリスクの低減を図ること、３番目はコストの低減をおこなう

こと、４番目には法制度との整合性を確保することが重要であると考えられた。特に、

１番目と２番目の課題は、本編の「海洋隔離の技術評価」に該当する課題である。海

洋隔離の有効性評価については、従来から検討されてきた物理的な隔離能力、即ち注

入を行う海域と水深に対する隔離容量と隔離期間の関係を明らかにすることで、大気

中CO B

2

B濃度上昇を抑制するための地球温暖化対策としての有効性を評価する方法と、
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それに加え、最近になり検討され始めた経済側面からの評価も必要と考えられた。そ

こで、これらの課題に対してより詳細な課題の設定が行われた。  

二酸化炭素を物理的に海洋に隔離した場合の隔離能力（隔離期間、隔離容量）につ

いては、地球温暖化防止の対策面 (政策面 )、技術面、そして環境影響面が重要な側面

と考えられた。対策面 (政策面 )としては、CO B

2

Bの排出を大気から海洋へと変更すること

で大気中のCO B

2

B濃度上昇を抑制するために、海洋がCO B

2

Bの巨大なリザーバーであるこ

とが望まれる。ここでは物理的に可能な最大隔離容量が必要とされ、また隔離量の上

限として理想的ではあるが、Hoffert et al.(1979) P

1)

Pに代表されるように今後人類が排出

する全CO B

2

Bを隔離の対象とする考えがあった。技術面では、まさに技術的にCO B

2

B放出

が可能であるかが隔離期間と隔離容量を決める要因となり、これに環境影響面として、

放出水深の海洋環境すなわち生態系への影響を考慮することで、現実的な隔離容量と

期間が定まるとの考えで進められてきた。環境影響面での研究についてはフェーズ１

においても検討されており、フェーズ２では技術委員会の希釈・挙動分科会と環境影

響評価分科会にて、引き続き研究を進めている。また、環境影響については新たにシ

ーマウント (海山 )の生物影響を問題視する声が高まりつつあった (Johnston & Santillo, 

2002) P

2)

P。しかし、希釈技術分科会ではこの問題の解決のモデルが用意されていないこ

とから、新たなモデルが必要と考えられた。  

一方、経済評価に関しては、海洋隔離を対象にした研究例は少なくGHGT-6 におけ

るHerzog et al. (2002) P

3)

Pのみであった。本プロジェクトの前身の先導研究およびフェー

ズ１においては、CO B

2

Bの分離回収から隔離までのコスト面での検討が実施されたが、

Herzog et al. (2002)のような経済的に成立するかの議論は実施されていなかった。そこ

で、海洋隔離の有効性評価に経済評価を含めることで、経済性評価と隔離能力評価の

相互関係、即ち両評価は共存可能な問題なのか、その最適解はあるのか、あるとすれ

ばどのように解決すべきかが、新たに研究課題として提起され、その解決のためのモ

デル開発が必要とされた。  

 これらの検討の結果、①海洋隔離の有効性に関する検討【隔離能力 (隔離期間、隔離

量 )の評価、CO B

2

Bの希釈挙動と環境影響の評価（シーマウント問題の解決）】、②海洋隔

離の経済性に関する評価【経済性と隔離能力の相互影響を考慮した評価】の研究の必

要性が認識された。この認識に基づき、平成 14 年度は、この課題の具体的な解決方法

を検討した。  

 

１．２．２ 海洋隔離技術の有効性評価に関わる成果  

（１）有効性評価のための準備・調査研究の実施  

 地球温暖化抑制策として海洋隔離技術の有効性を評価するための準備として、この

問題に取り組んだ研究の調査・収集を行った結果、海洋モデルを用いた研究の存在が

把握された。それらは、Hoffertのボックスモデルによる計算、Kheshgi P

 4)

Pのボックスモ

デルによる計算、徂徠のマルチボックスモデルによる計算、北太平洋を対象にした海
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洋モデルの計算、全球を対象とした海洋モデルの計算である。  

ボックスモデルを利用した Hoffert、Kheshgi
 4)

および Sorai
 5)

の研究は、海洋隔離技

術による大気中 CO2 濃度上昇の抑制効果として、CO2 濃度のピークシェービング効果

と濃度上昇の遅延効果を示したものである。特に、徂徠のマルチボックスモデルの計

算では、陸上吸収源や生物ポンプ、アルカリポンプを組み込んでいるため、これらを

取り扱っていない Hoffert や Kheshgi のボックスモデルの計算結果に比べ、技術的な進

歩が見られる。  

一方、海洋モデルでは北太平洋という特定海域を対象にしたモデルと全球を対象と

したモデルとがあるが、いずれも CO2 の希釈挙動を詳細に求め、CO2 の注入海域およ

びその水深に対する海洋から大気への CO2 再放出過程の予測に注目している。しかし

ながら、中深層における流れの再現性、拡散係数の取り扱い、表層における生物活動

の影響などがまだ十分でないこと、その他にも海洋モデルごとに特性があり、CO2 の

注入量と再放出量との関係に数%から数十%の違いが見られる。水平・鉛直方向の格

子サイズを小さく設定できる海洋モデルは、CO2 の海洋隔離を実施するうえで最適な

注入海域および注入水深の選定のための有効な道具となり得るのであるが、CO2 海洋

隔離の計算が実施された海洋モデルでは必要な物理・化学・生物過程が組み込まれて

おらず、現段階では不十分である。今後の技術の進展が期待される。  

 

（２）有効性評価のための課題抽出 

 モデルによる研究例より、以下の海洋隔離技術の有効性を説明するために必要な課

題を明らかにした。  

CO2 隔離量と隔離期間の予測について、これまでの研究例では、海洋隔離技術によ

る CO2 濃度のピークシェービング効果と濃度上昇の遅延効果について示されているが、

現実的な条件での計算例はない。そこで、CO2 の排出シナリオと CO2 隔離シナリオを

新たな知見に基づき設定し、物理・化学・生物過程の組み込まれたモデルを用いて CO2

の注入海域およびその水深に対する海洋から大気への CO2 再放出量と期間の関係を計

算し、CO2 濃度のピークシェービング効果と濃度上昇の遅延効果を検討する必要があ

る。経済性評価モデルの入力データとして、CO2 隔離量と CO2 濃度のピークシェービ

ング効果および濃度上昇の遅延効果の予測結果が必要である。そこで、CO2 注入量に

対する CO2 隔離量と隔離期間の予測のためのモデル開発と予測計算を開発課題とした。 

CO2 希釈水塊の挙動予測については、CO2 の海洋隔離技術の技術的な実現性が高ま

るにつれて、これを実施した場合の海洋生態系への影響が懸念されるようになってき

た。この問題に対して海水中の生物影響については環境影響評価技術分科会にて検討

されているが、注入された CO2 を含む水塊が移動し、海底面に接した場合の底生生物

への影響については検討されていない。この問題を解決するためには、まず、CO2 希

釈水塊の挙動を明らかにする必要ある。しかし、海洋モデルで採用されている CO2 拡

散モデルでは、海洋に存在している CO2 と隔離技術により新たに注入した CO2 を区別



して取り扱うことはできないため、いつどこで注入したCO B

2

Bがいつどこへ移動するか

を明確にできないという技術的問題がある。この技術的課題をクリアーできる新たな

手法を開発し、注入されたCO B

2

Bを含む水塊の挙動を明らかにすることを開発課題とし

た。  

 

（３）有効性評価の課題解決のための開発研究  

①マルチボックスモデル開発による隔離能力評価研究  

研究例で用いられている海洋モデルは物理・化学・生物過程が十分組み込まれ

ておらず技術進展には時間がかかるため、これらが組み込まれている徂徠のマル

チボックスモデルを用いて予測計算を実施すことにした。なお、当面は徂徠モデ

ルが経済性評価のために必要なモデルとして対応できると考えられた。  

②1/4 度モデル開発によるCO B

2

B希釈挙動評価研究  

研究例で用いられている海洋モデルは挙動予測に拡散モデルを用いているが、

特定水塊の挙動を明確に捉えるために、日本のＥＥＺを含む西部北太平洋海域を

対象とすることでより細かな計算格子サイズ (1/4 度 )を採用し、粒子追跡法による

水塊挙動予測を実施することとした。  

 

１．２．３ 海洋隔離の経済性評価に関わる成果 

（１）海洋隔離の経済性評価のための準備・調査研究の実施 

CO B

2

B海洋隔離技術の経済性評価のための準備として、従来の研究事例を調査・収集

した。それらはNordhaus P

 6)

PのDICEモデルやRICEモデル、Herzogの効率モデル、地球再

生計画モデル等である。  

Nordhausの研究は海洋隔離技術を直接取り扱っているわけではないが、地球温暖化

の影響を経済価値で予測している。Herzogの研究はCO B

2

B海洋隔離を対象にしており、

割引率を適用することで、CO B

2

B海洋隔離の経済効率を明らかにするために、割引率の

異なる経済シナリオに基づき注入水深をパラメータとして計算を行っている。また、

地球再生計画モデルでは、温暖化対策としてCO B

2

B排出量の各種削減技術の可能性を予

測しており、これには海洋隔離技術も含まれている。この中で、CO B

2

B海洋隔離を明確

な対象としているのはHerzogのみである。しかし、このモデルはCO B

2

B海洋隔離技術を

行う場合と行わない場合とでの地球環境全体に与える経済的影響を経済価値として検

討しているのではない。また、地球再生計画もエネルギー需要という面からの予測で

あり、地球環境への影響を問うているわけではない。Nordhausは地球環境への影響を

考慮しているものの海洋隔離技術を対象としているのではない。したがって、海洋隔

離技術の経済性評価のための新たなモデルが必要である。  

 

（２）経済性評価のための課題抽出  

海洋隔離を行わない場合と行う場合の地球温暖化の経済的な損益の差異を経済効果
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として計算するモデルの開発が必要である。とくに海洋隔離を行う場合は、一旦中深

層へ隔離されたCO B

2

Bの一部が再度大気へ戻ってくることを考慮せねばならない。また、

海洋隔離の効果を把握するためには、数千年の時間スケールでの計算が必要と考えら

れた。  

 

（３）課題の解決のための開発研究  

海洋隔離技術を考慮した経済モデルを開発し、海洋隔離技術の経済性の評価を行う。

ここで開発する経済モデルは、地球温暖化にともなう地球環境への影響を数値的に考

慮し、CO B

2

B海洋隔離を行う場合と行わない場合の経済的な損益の差異を経済効果とし

て計算できることが必要である。また、海洋隔離の注入シナリオに対する海洋から大

気へのCO B

2

B再放出過程を考慮することが必要であり、その注入量－放出量の関係は有

効性評価のための徂徠モデルの計算結果を用いることにした。  

 

 

１．３ 平成１５年度の研究課題と成果の概要 

 

平成 15 年度の目標は、フェーズ２の目標である 1)最適モデルの開発を行い、2)それ

に基づく試算を行い 1 次的な評価を実施することとした。課題①海洋隔離の有効性に

関する検討、および課題②海洋隔離の経済性に関する評価について、それぞれの目標

および目的を以下のとおり設定した。  

 

１．３．１ 海洋隔離の有効性評価 

（１）研究課題  

CO B

2

B海洋隔離の炭素循環ボックスモデル計算において、CO B

2

B海洋隔離の実施に向け

ては、その効果と影響を明確にする必要があり、これまでに、CO B

2

B隔離量と大気CO B

2

B

濃度の関係について炭素循環ボックスモデルを用いた評価を行ってきた。しかしなが

ら、より現実的なシナリオの設定に向けては、海洋隔離の地球化学的な意義に加えて、

経済効果についても評価を行っていく必要があった。  

 そこで、CO B

2

B海洋隔離による経済的便益を算出するための基礎データを取得するこ

とを目的として、炭素循環ボックスモデルを用いた数値シミュレーションを実施する

ことにした。計算に際しては、海洋隔離の遂行に関して異なる 4 種類のシナリオを設

定し、大気CO B

2

B濃度およびCO B

2

B排出可能量の観点から、海洋隔離実施の効果について

検証を行う。なお、モデルによる評価に先立ち、既存の炭素循環ボックスモデルの改

修を行なことにした。  

 

（２）研究成果 

CO B

2

B海洋隔離の炭素循環ボックスモデル計算では、これまでに構築してきたグロー
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バル炭素循環ボックスモデルにより、CO B

2

B海洋隔離の遂行に関する異なる 4 種類のシ

ナリオに対して、大気CO B

2

B濃度およびCO B

2

B排出可能量の観点から数値シミュレーショ

ンを行った。個々のシナリオ評価の実施に先立ち、現行モデルの改修を試みた。具体

的には、各海洋におけるDIC濃度およびアルカリ度について計算結果と観測値を近づけ

るために、モデル内の海洋循環の強さの調整を行った。さらに、最近の研究結果を踏

まえて、海洋の生物生産量に対するCO B

2

B施肥効果と、CO B

2

B濃度増加による炭酸カルシ

ウム生成への抑制効果までをモデルに取り入れた。これらの改修により、将来の大気

CO B

2

B濃度の変動について、より信頼性の高い結果が得られるようになったと考えられ

た。 

 

１．３．２ 海洋隔離の経済性評価 

（１）研究課題 

本研究では、従来アプローチが有する短所を克服すべく、CO B

2

B削減シナリオ別の海

洋隔離の位置付けを検討し、海洋隔離実施による地球温暖化回避に伴う経済的便益を、

単位炭素隔離量あたりの金額で求めることを目的とした。次の 2 点を組み合わせ、CO B

2

B

削減戦略における海洋隔離の位置付けとリーケージを考慮した上で、海洋隔離の便益

の絶対額を$/tCにより提示することを試みた。  

① CO B

2

B削減戦略における海洋隔離の位置付けを行い、簡易な炭素グローバル循環

モデルを用いて、対応する海洋隔離実施による大気中CO B

2

B濃度を求める（CO B

2

B

海洋隔離の炭素循環ボックスモデル計算を参照）。  

② それを用いて全球平均気温上昇を求め、 IPCCによるCO B

2

B排出シナリオと基準

GDP、マクロ経済影響を算出するダメージ関数を組み合わせ、経済的便益を求

める。  

ただし、ダメージ関数の推計に不確実性が特に高く、基準となるCO B

2

B排出シナリオ

とGDP、将来便益の積算期間、適用する割引率なども複数考えられる。そのため、提

示する便益の絶対額も複数の条件下による結果の幅で示すこととした。  

 

（２）研究成果 

（ａ）海洋隔離による経済的便益 

CO B

2

Bのグローバル循環を支配する主要な生物地球化学的プロセスが組み込まれてい

るマルチボックスモデルを用いて、海洋隔離実施のシミュレーションを行い、海洋隔

離による大気中CO B

2

B濃度低減とそれに伴う温暖化回避による経済的便益をNordhausの

ダメージ関数を用いて試算した。海洋隔離実施による経済的便益は①BAUからS550 へ

のCO B

2

B排出削減シナリオ別における海洋隔離技術の位置付け、②将来選好（何年先の

将来まで考えるか＝積算期間年数、将来の価値をどれだけ割引くか＝割引率）、により

大きく異なるものの、海洋隔離が長期的には数百～千$/tCオーダーの経済的便益をも

たらし得ることが示唆された。なお、本研究で述べた経済的便益とは、海洋隔離実施
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による温暖化回避の便益のみを示したものであり、海洋隔離実施に伴うCO B

2

B分離回

収・圧縮運搬・放流に要するエネルギーなどの費用を差し引いた純利益を示すもので

はない。今後、海洋隔離実施に係る費用に関する知見の蓄積と検討が進み、今回推計

した経済的便益と比較検討することが求められた。  

 

（ｂ）その他の調査検討項目（環境影響評価の現状） 

海洋隔離実施による温暖化回避の経済的影響の評価にさいして、本研究では

Nordhaus が構築したダメージ関数を利用したが、その他の環境影響評価に関する調

査も行った。  

① IPCC 報告書等における環境影響評価 

IPCC で挙げられている地球環境への様々な影響を体系的に整理する方法として、

ストック型（経年での影響、例：海面上昇、氷河の後退、南極氷の溶出、等々）と、

フロー型（単年、季節的影響、例：農作物は単年での収穫に依存）の影響の 2 種類

に区分する方法を試みた。また、各部門における影響の内容の記述から、影響の内

容を次の 4 種類（フィードバックがあるもの、閾値があるもの、地域間移動がある

もの、不可逆的変化があるもの）に分類可能であることがわかった。ただし、これ

らの項目はそれぞれ独立事象にはなっていないので、更なる整理が必要である。  

②ライフサイクル影響評価（LCIA） 

LCIA では地球環境に限らない多様な環境影響を単一指標に統合化する研究が進

められている。統合化手法には大別して問題比較型と被害算定型がある。最近は被

害算定型が主流になっており、例えば炭素排出に伴う温暖化を通してもたらされる

人間健康影響の場合（DALY/t-Carbon など）がある。LCIA では 2100 年までの影響

も含めて現時点での排出量による影響と処理しているものの、海洋隔離の便益は数

百年オーダーで発生するため、海洋隔離の経済的便益評価には Nordhaus ダメージ

関数の方がより親和性が高いものと考えられた。  

 

１．４ 平成 16 年度の研究課題と目標 

 

１．４．１ 海洋隔離技術の有効性評価の研究課題と目標 

CO B

2

B海洋隔離の炭素循環ボックスモデル計算において、より信頼性の高いシミュレ

ーションを行うためには、観測データとの整合性を立脚点として、本ボックスモデル

の精度をさらに向上させていく必要がある。現時点では、海洋循環を調整したことに

より、海洋内のDIC濃度分布については比較的良好な結果が得られているものの、海

洋へのCO B

2

Bの吸収量についてはまだ完全には観測値を再現しきれていない。これらの

不確定性要素が、最終的な大気CO B

2

Bの計算結果にどのような影響を及ぼすのかも含め

て、感度解析等を用いた今後の検討が必要である。  

 一方、海洋隔離の経済性評価を行うためには、より現実的な種々のシナリオに対し
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て、モデルによる基礎データの集積を図る必要がある。例えば、CO B

2

B海洋隔離の場所

を今回は全て太平洋中層に限定しているが、OCMIPのシミュレーションでは、大西洋、

インド洋、太平洋における 7 地点が想定されている。また、海洋隔離の開始時期およ

び期間についても、種々のシナリオを想定する必要がある。さらに、最終的な経済評

価の指標となるのは気温変動の予測値であるため、本モデルで計算可能な大気CO B

2

B濃

度から気温値に換算するための方法論についても、今後のより詳細な検討が必要にな

ると考えられる。  

 

１．４．２ 海洋隔離の経済効果の評価 

海洋隔離シナリオについては、①より現実的な多地点放流シナリオで海洋隔離のシ

ミュレーションを行う、②海洋隔離の実施開始年が遅れた場合に経済的便益に与える

影響を評価する、などの他に、科学的不確実性として③気候感度の不確実性を考慮す

る、などが考えられる。本研究で述べる経済的便益とは、海洋隔離実施による温暖化

回避の便益のみを示したものであり、海洋隔離実施に伴うCO B

2

B分離回収・圧縮運搬・

放流に要するエネルギーなどの費用を差し引いた純利益を示すものではない。今後、

海洋隔離実施に係る費用に関する知見の蓄積と検討が進み、今回推計した経済的便益

と比較検討することが求められる。 
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第２章 CO B2B海洋隔離の技術評価に関する検討 

 

２．１ はじめに 

 

 COB2B海洋隔離の有効性評価の技術評価に関しては、平成 14 年度よりマルチボックスモデ

ルを用いた研究を進めてきた。マルチボックスモデルは、大気・海洋・陸域を数個のボッ

クスにわけ、炭素循環に関わる地球科学的プロセスを組み入れてモデルではる。本年度は、

平成 15 年度の成果に引き続き、新たなシナリオでのシミュレーションを展開してきた。ま

た、本ボックスモデルの信頼性の検証のために、炭素循環・生態系モデルの組み込まれた 3

次元全球モデルによるシナリオシミュレーションを行い、ボックスモデルと 3 次元モデル

の計算結果について比較検討を行った。 

 

 

２．２ COB2 B海洋隔離の炭素循環ボックスモデル計算 

 

２．２．１ 目的 

 大気中COB2 B濃度の増加を抑制するための方策として、COB2 B海洋隔離は重要なオプション

の一つである。CO B2B海洋隔離の実施に向けては、その効果と影響を明確にする必要があり、

これまでに、COB2 B隔離量と大気COB2 B濃度の関係について炭素循環ボックスモデルを用いた

評価を行ってきた。しかしながら、より現実的なシナリオの設定に向けては、海洋隔離の

地球化学的な意義に加えて、経済的な効果についても評価を行う必要がある。 

 本研究では、COB2B海洋隔離による経済的便益を算出するための基礎データを取得するこ

とを目的として、昨年度に引き続き、炭素循環ボックスモデルを用いた数値シミュレーシ

ョンを行った。計算に際しては、海洋隔離の遂行に関して異なる 5 種類のシナリオを設定

し、大気COB2 B濃度およびCO B2 B排出可能量の観点から、海洋隔離実施の効果について検証を

行った。 

 一方、ボックスモデルによる計算結果に対してより高い信頼性を補償するためには、他

の手法との比較検討を行うことが望ましい。これに関しては、近年の観測データの集積お

よび計算処理速度の向上に伴い、炭素循環に関しては、3 次元モデルが主流となりつつあ

ることから、今回、ボックスモデルと 3 次元モデルによる計算結果にどのような差が生じ

るかについて比較を行い、両者のモデルの特性に関して、シミュレーションを行う上での

留意点を検討した。また、温室効果ガスの削減技術に関する国際会議である GHGT-7 に参

加し、海洋隔離のモデル計算に関する最新の研究動向について情報収集を行った。 
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２．２．２ COB2 B海洋隔離の炭素循環ボックスモデル追加計算 

（１）概要 

本研究では、COB2 B海洋隔離による地球温暖化回避の経済的便益を算出するために、数百年

から数千年スケールでの大気中および海洋中のCOB2B濃度の時間変化を計算した。計算に際し

ては、海洋隔離に関する種々のシナリオを設定し、昨年度までと同様に、全 19 個のボック

スより構成される大気－海洋－陸域系炭素循環ボックスモデルを適用した。また、設定し

た海洋隔離シナリオに応じて、許容される大気へのCO B2 B放出量を求めた。 

 

（２）計算方法 

（ａ）550 ppmv 定常化シナリオ（SRES B2 シナリオ） 

西暦 2010 年から 2100 年までの人為起源COB2B排出量に対して、IPCC(2001)のSRESシナリ

オのうち、B2 シナリオを適用した。ここで、人為起源COB2 B排出量には、化石燃料消費に伴

うCOB2B排出量と土地利用変化に伴うCO B2 B排出量が含まれる。西暦 2100 年以降については、最

終的な大気COB2 B濃度が 550 ppmvになるように、あらかじめCOB2B排出可能量を算出し、それと

一致するようにCOB2B排出量を時間と共に直線的に減少させた（以降、SRES B2 シナリオと呼

ぶ）。今回の試算では、化石燃料消費に伴うCOB2B排出の最終年は西暦 2326 年となった。なお、

土地利用変化に伴うCOB2 B排出量については、西暦 2200 年以降ゼロであると仮定した。図

2.2.2-1 に、SRES B2 シナリオにおける人為起源CO B2 B排出量の内訳を示す。 

 

（ｂ）550 ppmv安定化シナリオ（S550 シナリオ） 

上述のSRES B2 シナリオは、大気PBCO2B値が最大で 1000 ppmvにまで到達するようなピーク

値を持ったシナリオである。これに対して、IPCCではピーク値を持たせずに、西暦 2150 年

以降、大気PBCO2B値を 550 ppmvに安定化させるシナリオが提唱されている（以降、S550 シナ

リオと呼ぶ）。本研究では、あらかじめ設定した 550 ppmv安定化曲線から、逆計算により大

気中に排出可能なCOB2 B排出量を求めた（図 2.2.2-2）。この際に、土地利用変化に伴うCOB2 B排

出量は、前述のSRES B2 シナリオの値をそのまま用いた。 
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図 2.2.2-1 SRES B2 シナリオにおける人為起源CO B2 B排出量 
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図 2.2.2.-2 S550 シナリオにおける人為起源CO B2 B排出量 
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（ｃ）海洋隔離シナリオ 

CO B2B海洋隔離の基本的な考え方として、昨年度に設定したシナリオ 2bを適用した。シナリ

オ 2bは、他の技術を先行して用い、残りを海洋隔離で削減するケースに相当する。このよ

うなケースとして、COB2 B削減に対する海洋隔離技術の利用推進に対しては社会的合意が得ら

れているものの、経済性、効果等の観点から、他の削減技術の実施が優先されるような状

況が想定される。この場合には、各種COB2B削減技術の中で、海洋隔離の実施は最後の手段と

されていることになる。 

今年度は、より現実的な海洋隔離のシミュレーションを行うために、表 2.2.2-1 に示すよ

うな 5 つのケースを設定した。 

 

 

表 2.2.2-1 設定した計算シナリオ 

 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ 

特徴 基準ケース 隔離量 1/2 隔離量 2 倍 開始20年遅延 開始40年遅延

開始年 2030 2030 2030 2050 2070 

終了年 2100 2100 2100 2100 2100 

期間(年) 70 70 70 50 30 

年間隔離量 

(GtC/yr) 
1.0 0.5 2.0 1.0 1.0 

隔離総量 

(GtC) 
70 35 140 50 30 

目標PBCO2 

(ppmv) 
550 550 550 550 550 

 

 

昨年度までの計算と大きく異なるのは、隔離海域をGOSACプロジェクトに倣い、全世界

の 7 地点（ビスケー湾、ニューヨーク、サンフランシスコ、リオデジャネイロ、ボンベイ、

ジャカルタ、東京）に分散させた点にある。本ボックスモデルでは、海洋を 6 つの海域に

分割しているため、ビスケー湾およびニューヨークを北大西洋、リオデジャネイロを南大

西洋、ボンベイおよびジャカルタをインド洋、サンフランシスコおよび東京を太平洋に所

属させ、それぞれの海域について北大西洋：南大西洋：インド洋：太平洋＝2：2：1：2 の

割合でCO B2 Bの海洋隔離を行った。 

以下に、今回想定した海洋隔離シナリオの概要を示す。 

 

①ケース１ 

ケース１は基準となるケースであり、2030 年から 2100 年までの 70 年間、一定量のCO B2 Bを

海洋に隔離するものである。年間隔離量は 1.0 GtCであり、これを上述の 4 海域に所定の割

合で隔離することになる。 

－ 40 －



 

②ケース２ 

ケース２は、CO B2Bの海洋隔離量を年間 0.5 GtCに半減させたケースに相当する。その結果、

最終的なCOB2B隔離総量はシナリオ１の半分の 35 GtCとなる。それ以外の条件は、ケース１と

同様である。 

 

③ケース３ 

ケース３は、COB2Bの海洋隔離量を年間 2.0GtCに倍増させたケースに相当する。その結果、

最終的なCOB2B隔離総量はケース１の 2倍の 140 GtCとなる。それ以外の条件は、ケース１と

同様である。 

 

④ケース４ 

ケース４は、COB2B海洋隔離の開始年を 2050 年に遅らせたケースに相当する。海洋隔離の

終了年は 2100年で固定されているため、COB2B隔離の実施期間が 50年に短縮され、その結果、

CO B2 B隔離総量は 50 GtCとなる。 

 

⑤ケース５ 

ケース５は、COB2B海洋隔離の開始年をさらに 2070 年まで遅らせたケースに相当する。こ

の場合もケース４と同様に、海洋隔離の終了年は 2100 年で固定されているため、COB2B隔離

の実施期間が 30 年に短縮され、その結果、COB2 B隔離総量は 30 GtCとなる。 

 

 

２．２．３ 結果と考察 

各ケースにおけるCOB2Bの大気放出可能量および海洋隔離量と、大気COB2 B濃度の経時変化を、

図 2.3 から図 2.7 に示す。今回の計算では、それぞれのケースの設定値においてそれほど大

きな違いがないことから、ケースごとでの顕著な差は確認されなかった。 

今回のケースの中では、ケース３における大気COB2B濃度の値が、他のケースと比較してや

や大きくなっている。このことは、COB2 B海洋隔離による大気COB2 B濃度への効果に関しては、

CO B2Bの隔離総量が最も敏感に対応することを意味している。すなわち、ケース３では、CO B2B隔

離総量がケース１の 2倍の 140 GtCであることから、海洋隔離を実施する前の大気COB2B濃度

の値が高くなっていると考えられる。これに対して、ケース１とケース４、およびケース

２とケース５は、それぞれほぼ同等の大気COB2B濃度を示しているが、このことは、これらの

ケースにおいてCO B2 B隔離総量がほぼ等しいことからも理解される。 

今回の研究では、いずれのケースについても、シナリオ 2bをベースとしているため、海

洋隔離の実施時点では大気COB2B濃度はほぼ 550 ppmvにまで抑制されていることが前提とな

っている。そのため、図 2.2.3-1 から図 2.2.3-5 に示すように、大気COB2B濃度に対してわずか
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な変化しか生じない場合には、海洋隔離実施の意義付けが重要となる。一方で、今後、海

洋隔離の有効性を検証していくためには、その他のCO B2B制御技術による大気CO B2B濃度の抑制

効果についても現実に即した評価を行い、トータルの技術の中で海洋隔離の効果を捉えて

いくことが必要になると考えられる。 
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図 2.2.3-1 ケース１の計算結果 

a) CO2の大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気 PCO2の経時変化 
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a) CO B2 Bの大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気P BCO2Bの経時変化 
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図 2.2.3-1 ケース１の計算結果 
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図 2.2.3-3 ケース３の計算結果 

a) CO B2 Bの大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気P BCO2Bの経時変化 
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図 2.2.3-1 ケース１の計算結果 
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図 2.2.3-4 ケース４の計算結果 

a) CO B2 Bの大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気P BCO2Bの経時変化 
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図 2.2.3-1 ケース１の計算結果 
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図 2.2.3-5 ケース５の計算結果 

a) CO B2 Bの大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気P BCO2Bの経時変化 
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図 2.2.3-1 ケース１の計算結果 

a) CO2の大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気 PCO2の経時変化 
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海洋隔離量



２．２．４ まとめおよび今後の課題 

本研究では、昨年度に引き続き、これまでに構築してきたグローバル炭素循環ボックス

モデルにより、COB2B海洋隔離の遂行に関する異なる 5 種類のシナリオに対して、大気COB2B濃

度およびCOB2B排出可能量の観点から数値シミュレーションを行った。今回行った計算からは、

大気CO B2 B濃度の抑制に対しては、CO B2 B隔離総量が最も顕著な効果を持つことが示された。 

GHGT-7 における海洋隔離のモデル計算手法に関する動向調査では、COB2 Bを初めとする温

室効果ガス削減のオプションとして、地中貯留技術に対する関心が非常に高まっており、

一方で、国際的な社会受容性の問題とも関連して、海洋隔離に関する研究は減少傾向にあ

るのは否めなかった。しかしながら、海洋隔離については、将来的に可能性のあるオプシ

ョンの一つとして、今後もその有効性や環境影響に関する検討を続けることが重要である

と考えられる。特に、海洋隔離のモデリングの今後の方向性としては、生態系とリンクし

た現実的な条件下での評価が不可欠である。そのためにも、観測から得られた最新の知見

に基づいた、モデルのさらなる高度化が必要となると考えられる。 
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２．３ CO B

2
B海洋隔離の３次元全球モデルによる計算 

 

２．３．１ 目的 

海洋中層に放流して大気から隔離したCO B

2
Bの挙動について、３次元数値モデルを用いた

シミュレーションを実行して予測することを目的とした作業を行った。海洋流動場は、海

洋大循環モデルを使用して北極海を除く全球海洋を対象とした流動場シミュレーションに

より取得した。そして海洋大循環モデルで得た流動場を使用して、低次生態系に基づく物

質循環モデルによるシミュレーションを実行し、基準となる海洋環境を再現した。さらに、

物質循環モデルを改良して人為起源排出CO B

2
Bを適用し、7 地点の海洋隔離地点を想定して

CO B

2
Bの拡散予測シミュレーションを実施した。 

 

２．３．２ ３次元数値モデルの概要 

（１）流動場 

流動場シミュレーションの数値モデルには、米国海洋大気庁(NOAA: National Oceanic and 

Atmospheric)のGFDL(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory)で開発された海洋大循環モデ

ル、Modular Ocean Model(MOM2) P

1)
Pを使用した。 

海洋大循環モデル MOM2 の基礎方程式系は、一般的な海洋大循環モデルで用いられてい

るものと同様である。すなわち、静力学平衡の仮定とブシネスク近似を適用したプリミテ

ィブ方程式で、球面座標系により表された回転地球流体の運動量、流量、熱および塩分の

保存を記述したものである。海面については rigid-lid 近似(自由表面の取り扱い)となってい

る。基礎方程式を以下に示す。 
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ここで、摩擦項、移流項、拡散項は以下のとおり。 
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 ここで、Tは温位、Sは塩分、u,v,wはそれぞれ流速のx,y,z方向成分、pは圧力、 は密度、

gは重力加速度、aは地球半径、k Bm B,k Bh Bはそれぞれ鉛直渦粘性、鉛直渦拡散係数、A Bm B,A Bh Bはそれ

ぞれ水平渦粘性、水平渦拡散係数、fはコリオリパラメータ(2ΩsinΦ)を示す。 

ρ

 

（ａ）計算領域 

流動場シミュレーションの計算領域は、北極海を除く大西洋、インド洋、太平洋を含む

全球海洋とした。水平解像度は東西および南北方向ともに 4 度とした。計算領域と計算メ

ッシュ図を図 2.3.2-1 に示す。 

鉛直層区分は表層域の解像度が高くなるよう考慮し、最小 10m から最大 500m までの 30

層とした。鉛直層区分を表 2.3.2-1 に示す。 

 

 

図 2.3.2-1 計算領域と計算メッシュ 
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表 2.3.2-1 鉛直層区分[単位：m ] 

Level 

No. 

Level 

Thickness 

Middle 

Depth 

Bottom 

Depth 

Level

No. 

Level 

Thickness 

Middle 

Depth 

Bottom 

Depth 

1 10 10 5 16 100 700 650

2 10 20 15 17 150 850 775

3 15 35 27.5 18 150 1000 925

4 15 50 42.5 19 200 1200 1100

5 20 70 60 20 200 1400 1300

6 30 100 85 21 300 1700 1550

7 30 130 115 22 300 2000 1850

8 30 160 145 23 300 2300 2150

9 40 200 180 24 400 2700 2500

10 40 240 220 25 400 3100 2900

11 60 300 270 26 400 3500 3300

12 60 360 330 27 500 4000 3750

13 70 430 395 28 500 4500 4250

14 70 500 465 29 500 5000 4750

15 100 600 550 30 500 5500 5250

 

 

（ｂ）計算条件 

① 海面風応力 

海面風応力は、Hellerman & Rosenstein (1983) P

 2)
Pの年平均風応力を与えた(図 2.3.2-2)。 

 

 

図 2.3.2-2 海面風応力ベクトルの水平分布図[単位：dyn/cm P

2
P] 
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② 水温、塩分 

水温と塩分については、World Ocean Atlas 1998(WOA98) P

3)
Pの年平均水温および塩分を使用

した。作成した水温と塩分の空間分布(図 2.3.2-3、図 2.3.2-4)は、初期状態として設定する

とともに、表層、海底および高緯度のデータは境界条件として適用し、作成したデータに

緩和させる手法を採用した。緩和時定数は以下のとおり。 

海面：WOA98 の年平均データに復元 (緩和時定数:10日)。 

海底：水深 4000m よりも深い場所においては WOA98 の年平均データに復元 

(緩和時定数:1000日)。 

高緯度：南緯 65 度以南 

太平洋の北緯 55 度以北  WOA98 の年平均データに復元 

大西洋の北緯 60 度以北    (緩和時定数:10～1000日)。 

 

 

 

図 2.3.2-3 海面境界条件として与えた水温の水平分布図[単位：℃] 

 

 

図 2.3.2-4 海面境界条件として与えた塩分の水平分布図[単位：psu] 
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（ｃ）計算結果 

海洋大循環モデル MOM2 に初期状態や計算条件を与えて、全球海洋を対象にした年

平均の流動場シミュレーションを実施した。 

図 2.3.2-5 は水平流速ベクトルの水平分布図、図 2.3.2-6 は水平循環図、図 2.3.2-7 は水

温の水平分布図、図 2.3.2-8 は塩分の水平分布図、図 2.3.2-9 は水温の鉛直断面図、図

2.3.2-10 は塩分の鉛直断面図である。 

流速ベクトルをみると、赤道付近での強い西向きの流れ(赤道反流)がみられ、30cm/s

を越す流れがあった。日本近海では、黒潮を含む時計回りの循環がみられ、流速の速い

ところでは 10cm/sを越す流れがあり、50Svを超える強い循環がみられた。南極大陸周

辺では 100Svを越える南極周極流が表現されている。また、大西洋からインド洋への流

量は約 12Svで、Schmitz(1995)P

4)
Pが評価した 8Svよりはやや値が大きいものの、同程度の

流動構造が再現できたと思われる。一般的な循環構造の特徴は再現できており、ある程

度定性的な流動場が得られたものと考えられる。 

 

図 2.3.2-5(a) 流速ベクトル(表層) 
 
 

 

図 2.3.2-5(b) 流速ベクトル(水深 1000m 付近) 
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図 2.3.2-6 水平循環[単位：sv] 

 

図 2.3.2-7 表層水温分布(℃) 

 

図 2.3.2-8 表層塩分分布(psu) 
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図 2.3.2-3 海面境界条件として与えた水温の水平分布図[単位：℃] 

図 2.3.2-4 海面境界条件として与えた塩分の水平分布図[単位：psu] 



(a)インド洋 

 

(b)太平洋 

 

(c)大西洋 

 

 

図 2.3.2-9 インド洋(東経 80 度)、太平洋(西経 160 度)、大西洋(西経 20 度)における水温

の鉛直断面図 
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(a)インド洋 

 

(b)太平洋 

 

(c)大西洋 

 

 

図 2.3.2-10 インド洋(東経 80 度) 、太平洋(西経 160 度)、大西洋(西経 20 度)における塩

分の鉛直断面図 
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（２） 生態系モデル 

生態系シミュレーションの数値モデルには、低次生態系に基づく物質循環モデル

(Nakata et al. 2004) P

5)
Pを使用した。 

低次生態系に基づく物質循環モデルは、植物プランクトン、動物プランクトン、バク

テリアおよび栄養塩を考慮して有機炭素の生成、消費、分解の生物化学過程をモデル化

したものである。物質循環モデルで扱われる生態系要素を表 2.3.2-2 に、モデルの模式

図を図 2.3.2-11 にそれぞれ示した。また、生物化学過程の定式化を表 2.3.2-3 に、生物パ

ラメータの一覧を表 2.3.2-4 にそれぞれ示した。 

 

 

表 2.3.2-2 海洋低次生態系モデルにおける物質 

番号 記号 内   容 単 位 

1 P 植物プランクトン mgCmP

-3
P

 

2 SQP 植物プランクトンのセルクォータ(リン) µmolP/l 

3 SQN 植物プランクトンのセルクォータ(窒素) µmolN/l 

4 Z 動物プランクトン mgCmP

-3
P

 

5 POC 懸濁態有機炭素(デトリタス) mgCmP

-3
P

 

6 DOC 溶存態有機炭素 mgCmP

-3
P

 

7 PO4 リン酸態リン µmolP/l 

8 NH4 アンモニウム態窒素 µmolN/l 

9 NO2 亜硝酸態窒素 µmolN/l 

10 NO3 硝酸態窒素 µmolN/l 

11 DO 溶存酸素 mgOB

2
B/l 

12 ΣCO2 全炭酸 µmol/kg 

13 At アルカリ度 µeq/kg 

14 BAC バクテリア mgCmP

-3
P

 

15 Dsi 珪素態珪素 µmolSi/l 

16 BSi 懸濁態珪素 µmolSi/l 
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図 2.3.2-11 低次生態系に基づいた物質循環モデルの模式図 
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表 2.3.2-3 海洋低次生態系モデルにおける生物化学過程の定式化 

 

 

 

6)

7)

8) 

9) 

10)

11)  

7)

12)

13)

14)

15)  

16)

6)

18)
17) 



 

表 2.3.2-3 (続き) 

 

19)

20) 

21)

16)

15)

22) 

23)

24) 
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表 2.3.2-4 海洋低次生態系モデルのパラメータ一覧 

 

25)

26) 

7)

7)

27)

12)

7)

28) 

15) 

29）

30)

7)

29)

9) 

27)

31)

19) 

32)

33)
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表 2.3.2-4 (続き) 

 

29)

34)

35)

36)

37)

38)

 

（ａ）計算領域 

生態系シミュレーションの計算領域は、海洋流動場のシミュレーションで設定した計

算領域をそのまま引き継いだ。水平方向の計算メッシュや鉛直層区分も流動場のシミュ

レーションと同様の解像度を設定した(図 2.3.2-1、表 2.3.2-1)。 

 

（ｂ）計算条件 

① 日射 

日射の条件は、年平均日射量の緯度分布を与えた。日射量データは、全天日射量と雲

量から作成した。ここで、雲量はda-Silva(1994) P

39)
Pのデータベースを使用した。 

② 栄養塩 

栄養塩の初期状態は、WOA98 のリン酸態リン、硝酸態窒素、珪素態珪素の年平均デ

ータを使用した。それぞれの栄養塩の表層水平分布を図 2.3.2-12～図 2.3.2-14 に示す。 
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図 2.3.2-12 表層リン酸態リンの水平分布図[単位：µmolP/l] 
 

 

図 2.3.2-13 表層硝酸態窒素の水平分布図[単位：µmolN/l] 
 

 

図 2.3.2-14 表層珪酸態珪素の水平分布図[単位：µmolSi/l]
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（ｃ）計算結果 

低次生態系に基づく物質循環モデルを使用して、初期状態からの時間積分による全球

海洋を対象にした年平均の生態系シミュレーションを実行した。大気COB

2
B濃度は 372ppm

の一定値を与えた。図 2.3.2-15 に表層植物プランクトン、図 2.3.2-16 に表層動物プラン

クトン、図 2.3.2-17 に表層デトリタス、図 2.3.2-18 に表層溶存態有機炭素、図 2.3.2-19

に表層リン酸態リン、図 2.3.2-20 に表層アンモニウム態窒素、図 2.3.2-21 に表層亜硝酸

態窒素、図 2.3.2-22 に表層硝酸態窒素、図 2.3.2-23 に表層溶存酸素、図 2.3.2-24 に表層

全炭酸、図 2.3.2-25 に表層アルカリ度、図 2.3.2-26 に表層バクテリア、図 2.3.2-27 に表

層珪酸態珪素、図 2.3.2-28 に表層懸濁態珪素の水平分布図をそれぞれ示す。 

表層の水平分布図を見ると、植物プラントンや動物プランクトンは高緯度帯と大洋の

東部赤道付近に多く存在している。北半球よりは南半球の現存量が多く見積もられた。

デトリタスは植物プラントン、動物プランクトンおよびバクテリアの分布に対応してお

り、生物生産活動の高い海域で高い現存量になった。溶存有機炭素の分布は高緯度帯で

高く中低緯度帯では低くなっているが、中低緯度帯ではバクテリアによる消費が進んで

いるものと思われる。全炭酸については高緯度帯と赤道周辺で値が高く、亜熱帯ジャイ

アで低い傾向が示された。リン酸態リンと硝酸態窒素については赤道付近で値が高く、

一般的な知見とは異なる結果になった。この点は本モデルの問題点である。また、アル

カリ度については本モデルでは初期分布の依存性が高く、結果として得られた分布が十

分妥当であるとは言えない。しかし、こうした問題を含んでいるものの、炭素に着目し

た循環を表す海洋の低次生態系としての定性的な分布を再現することができた。 

 

 

 

図 2.3.2-15 表層植物プランクトン現存量の水平分布図[単位：mgChl-a/mP

3
P] 
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図 2.3.2-16 表層動物プランクトン現存量の水平分布図[単位：mgC/mP

3
P] 

 

 

図 2.3.2-17 表層デトリタスの水平分布図[単位：mgC/mP

3
P] 

 

 

図 2.3.2-18 表層溶存有機炭素の水平分布図[単位：mgC/mP

3
P] 
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図 2.3.2-19 表層リン酸態リンの水平分布図[単位：µmolP/l] 
 

 

図 2.3.2-20 表層アンモニウム態窒素の水平分布図[単位：µmolN/l] 
 

 

図 2.3.2-21 表層亜硝酸態窒素の水平分布図[単位：µmolN/l] 
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図 2.3.2-22 表層硝酸態窒素の水平分布図[単位：µmolN/l] 
 

 

図 2.3.2-23 表層溶存酸素の水平分布図[単位：mgOB

2
B/l] 

 

 

図 2.3.2-24 表層全炭酸の水平分布図[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.2-25 表層アルカリ度の水平分布図[単位：µeq/kg] 
 

 

図 2.3.2-26 表層バクテリア現存量の水平分布図[単位：mgC/mP

3
P] 

 

 

図 2.3.2-27 表層珪酸態珪素の水平分布図[単位：µmolSi/l] 
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図 2.3.2-28 表層懸濁態珪素の水平分布図[単位：µmolSi/l] 

 

 

低次生態系に基づく物質循環モデルを使用した年平均の生態系シミュレーション結果

から、一次生産量とエクスポートフラックスを算出した。一次生産量、衛星観測データか

ら得られた一次生産量の解析結果、エクスポートフラックスの水平分布図をそれぞれ図

2.3.2-29、図 2.3.2-30、図 2.3.2-31 に示す。 

一次生産量の水平分布は、モデルの評価と衛星観測データの解析結果が比較的良く一致

した。東部北太平洋ではモデルで評価した高生産域が中緯度に位置している点は異なって

いる。また亜熱帯ジャイアでの低生産海域がモデルでも表現されているものの、その値は

十分低くなっていない。ペルー沖の湧昇帯における高一次生産もモデルで表現できている

が観測ほどにシャープには表現されていない。こうした点は水平 4 度メッシュという粗い

解像度によるところが大きいと思われる。 

 

図 2.3.2-29 一次生産量の水平分布図[単位：mgC/mP

2
P/day] 
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図 2.3.2-30 衛星観測データから得られた一次生産量の解析結果[単位：mgC/mP

2
P/day] 

 

 

図 2.3.2-31 エクスポートフラックスの水平分布図[単位：mgC/mP

2
P/day] 

 

有光層から中層へ沈降する生物起源粒子状有機物のフラックスとして、水深 300m を通

過する POCフラックスをエクスポートフラックスと定義した。エクスポートフラックスは

生物起源粒子の鉛直輸送を示すものである。水平分布図を見ると、高緯度帯やギニア湾や

東部太平洋で生物起源粒子の鉛直輸送の多いことがわかる。ここで、一次生産量の分布と

比較して、必ずしも高生産海域で高エクスポートフラックスとはなっていないことがわか

る。中低緯度帯にこうした海域が多く見られるが、こうした海域では表層で生産された有

機物が有光層内で消費、分解される割合の高いことを示す。本モデルでは、植物プランク

トンと動物プランクトンを個体の大きさによりそれぞれ４種と３種に分割し、さらにバク

テリアを考慮することによって微小食物網の効果を取り入れており、こうした粒子状有機

物の鉛直輸送量の海域による違いをより現実的に予測することを可能にしている。 
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シミュレーションでは大気COB2B濃度を 372ppm一定として実行し、生態系要素の変動がほ

ぼ定常に達したところで計算を打ち切った。そうして得られた海洋表層のPCOB2B分布および

fCO2 分布を図 2.3.2-32 と図 2.3.2-33 に示した。 

 

300 350 450 500 ( μatm )400

90 N

90 S

60

30

Eq.

60

30

0 30E 60E 90E 120E 150E 180 30W 0150W 120W 90W 60W

Annual Mean pCO2  [ Level 1 ]

 

図 2.3.2-32 海洋表層のPCOB

2
B水平分布図[単位：µatm] 
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図 2.3.2-33 海洋表層のfCOB

2
B水平分布図[単位：mol/mP

2
P/yr] 
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（ｄ）モデル改良 

低次生態系に基づく物質循環モデルは海洋生態系を取り扱ったモデルであるため、陸域

や大気の物質循環について議論することはできない。ここでは、大気中のCOB2B濃度の推移

を予測するためのモデル改良を行った。また、本モデルに含まれていないアルカリポンプ

を評価するために、炭酸カルシウムの動態を評価することを目指した改良作業を実施した。 

 

① 大気中COB2B濃度 

海洋は計算メッシュで区分した３次元空間を考えているが、大気についてのCOB2B空間分

布は考慮していない。したがって、大気中のCOB2B濃度は代表値による取り扱いとなる。大

気中COB2B濃度の推移を予測するために、次に示す関係式を導入して大気中COB2B濃度と炭素量

の関係を評価した。 

 

280ppmv = 4.95×10P

16
P mol   (Walker,1991) P

40)
P

 

 

また、人為起源COB2Bの排出を表現するためのモデル改良も行った。人為起源COB2Bの排出量に

ついては、予め準備した排出量のシナリオに基づくデータをモデルに組み込み、時間積分

に伴って該当時刻の排出量が適用される仕組みとした。また、海洋への隔離を考える場合

は、大気排出量から隔離割合に応じた量を差し引き、それを海洋の指定場所の全炭酸濃度

へ加えるという方法を採用した。 

 

② アルカリポンプ 

本モデルの機能として備わっていた炭酸カルシウム形成の評価を利用して、アルカリポ

ンプの考慮を目指した。モデルに備わっていた炭酸カルシウム形成の評価は、次式による

ものである。 

 

{ }

{ })10(1.0exp1

)10(1.0exp

2

1
3

−+

−
⋅=

T

T
pCO   (Maier-Reimer,1993) P

41)
P

 

 

ここで T は水温を表しており、水温依存の評価を採用している。この評価を用いて、植物

プランクトンの光合成炭素固定量のある割合が炭酸カルシウムの形成量とみなす手法を採

用している。モデルでは評価した炭酸カルシウムの形成量から、 

 

CaP

+
P + 2HCOB3PB

-
P → CaCOB3B + COB2B + HB2BO 

 

の反応を考慮して、炭酸カルシウム 1 モルの形成に伴って無機炭素 1 モルが固定され、2
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モル相当のアルカリ度が消費されるとみなして計算を行っている。 

そこで、アルカリポンプを評価するために、上記の形成過程に加えて Rain Ratio を利用

した沈降過程の評価および溶解過程の考慮を検討した。これは本モデルの構成から考える

と、簡易版の評価機能を実現しようとした試みになるが、本モデルはアルカリ度の動態を

十分評価できる状態にない。上記の炭酸カルシウム形成機構と併せて、形成された炭酸カ

ルシウムの沈降および溶解過程の評価を、本モデルの珪酸態珪素と同様にして陽に評価す

るように改良する必要があるが、モデルの大幅な改良は今後の課題とした。 
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２．３．３ シナリオシミュレーション 

先に述べた海洋流動場および海洋生態系のシミュレーション結果を使用して、人為起源

CO B2 B排出量のシナリオ(IPCC S550 に基づく)を適用したシナリオシミュレーションを実施

した。シミュレーションは、CO B2 B排出量をすべて大気中に放出したケースとそれらを海洋

へ隔離したケースを実施した。時間積分期間としては、中期シミュレーション（500 年程

度）と、長期シミュレーション（500 年以上）を実施した。数値モデルは前節で述べた改

良を施した物質循環モデルを使用した。 

 

（１）人為起源CO B2 Bの排出シナリオ 

（ａ）排出量のシナリオ 

シミュレーションに適用した人為起源CO B2 B排出量のシナリオを図 2.3.3-1 に示した。化石

燃料の消費に伴うCO B2 B排出量は 2000 年の年間 6.5GtCから増加し、2100 年の 13.8GtC/yrをピ

ークにして 2274 年での排出量ゼロまで直線的に減少するものである。これに陸域の炭素収

支に相当する土地利用変化分を考慮したCO B2 B排出量をモデルに適用した。 

 

 

CO2排出量

西暦 化石燃料 土地利用変化 モデル適用分
(GtC/yr) (GtC/yr) (GtC/yr)

1999 6.457000 2.06625 8.523250
2010 7.990000 0.80000 8.790000
2020 9.020000 0.03000 9.050000
2030 10.150000 -0.25000 9.900000
2040 10.930000 -0.24000 10.690000
2050 11.230000 -0.23000 11.000000
2060 11.740000 -0.24000 11.500000
2070 11.870000 -0.25000 11.620000
2080 12.460000 -0.31000 12.150000
2090 13.200000 -0.41000 12.790000
2100 13.820000 -0.50000 13.320000
2200 5.899011 0.00000 5.899011
2274 0.000000 0.00000 0.000000  
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図 2.3.3-1 CO B2 B排出量のシナリオ 
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 モデルには図 2.3.3-1 に示した化石燃料と土地利用変化分を考慮した正味CO B2 B排出量をデ

ータとして与えており、モデル内部で時間積分における各時刻での単位時間あたりの排出

量を計算して適用した。値のない時刻については時間に関する直線補間で求めた。 

 

（ｂ）海洋隔離の投入場所 

海洋隔離を考える際の投入場所については、GOSACレポートに示された 7 海域(ボンベ

イ、ジャカルタ、東京、サンフランシスコ、ニューヨーク、リオデジャネイロ、ビスケー

湾)にならって設定した(図 2.3.3-2)。ただし、計算のメッシュサイズより狭い範囲の濃度を

規定することはできないため、1 地点は 4 度×4 度メッシュの面積を有する範囲となる。ま

た、投入水深は 1,000m～2,000mの範囲とした。したがって、海洋隔離でCO B2 Bを投入する場

所は、約 1.98×10 P

14
P m P

3
Pの水柱に相当する。 

 

 

 

図 2.3.3-2 CO B2 B海洋隔離の投入場所 

 

 

（ｃ）大気-海洋のCO B

2
B交換過程 

大気と海洋の間のCO B

2
B交換過程については、Piston Velocity の概念に基づく評価を採用し

た。大気-海洋間におけるCO B

2
B交換量は次式であらわした。 

 

CO B

2
B交換量[mol/s] = pv×α×(大気pCO B

2
B-海洋pCO B

2
B)×海水密度×表面積 

pv: Piston velocity [m/day] 

α: 溶解度 [mol/kg/atm] 

pCO B

2
B: CO B

2
B分圧[µatm] 
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（２）計算条件 

（ａ）計算領域 

シナリオシミュレーションは、先に述べた海洋流動場と海洋生態系シミュレーションの

計算結果を引き継ぐため、計算領域および計算メッシュの解像度はそれらと同様のものを

使用した(図 2.3.2-1、表 2.3.2-1)。 

 

（ｂ）流動場 

 Modular Ocean Model(MOM2) P

1)
P

を用いて計算した年平均流動場を用いた。流動場は、海上

風にHellerman & Rosenstein (1983) P

2)
P

の年平均風応力、水温と塩分にWorld Ocean Atlas 

1998(WOA98)の年平均水温および塩分を用いて得たものであり、流速、水温、塩分および

拡散係数の結果を使用した。拡散係数は、水平方向には一定値 2×10 P

8
P cm P

2
P/sを設定したが、

鉛直方向については成層の安定度から算定した鉛直拡散係数の分布を適用した(図 2.3.3-3)。 

 

 

図 2.3.3-3 鉛直拡散係数の水辺分布図 

 

（ｃ）生態系 

 低次生態系に基づく物質循環モデルは、先に述べた年平均シミュレーション結果を使用

した。すなわち、各生態系要素の現存量や分布は変化しないと仮定し、全炭酸の動態のみ

を予測していくというものである。したがって低次生態系で評価される量は、植物プラン

クトンの一次生産に伴う全炭酸の利用、生物の呼吸による全炭酸への回帰、デトリタスの

沈降である。沈降した粒子については海底での堆積などの評価を行っていないため、海底

でのフラックスは計算領域外へのフラックスとして扱った。 

 

（ｄ）シミュレーションの計算ケース 

中期シナリオシミュレーションは、人為起源CO B2 B排出量をすべて大気中に放出するケースと

海洋に隔離したケースを考えて 500 年の時間積分を行った。計算ケースとしては感度解析も含
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めて全 5 ケースを実施した。各ケースの計算条件の違いについて一覧を表 2.2.3-1 に示した。 

 

①ケース 1 

 標準的なケースとして、先に述べた海洋物質循環シミュレーションで使用したパラメー

タをそのまま適用したシナリオシミュレーションを実施した。人為起源CO B

2
Bはすべて大気

中に放出されるものとした。また、大気-海洋間のCO B

2
B交換過程に関わるPiston velocityを

4.8m/dayに設定した。 

②ケース 2 

人為起源CO B

2
Bは全て大気中に放出される条件設定に対して、Piston velocityを 3.84m/day

に遅くしてシミュレーションを実行し、Piston velocityによる感度実験を行った。 

③ケース 3 

 先に述べた海洋物質循環シミュレーションで使用したパラメータを適用して、シナリオシミ

ュレーションを実行した。人為起源CO B

2
Bはすべて大気中に放出されるものとし、温暖化効果を

考えて大気中のCO B

2
B濃度の増加による海面水温の上昇を考慮した。大気中のCO B

2
B濃度と海面水

温の上昇との関係は次式で表した。 

⊿T=2.5×log(大気CO B

2

B濃度/280)/log2 

また、大気-海洋間のCO B

2

B交換過程に関するPiston velocityは 4.8m/dayを使用した。 

本ケースは 1000 年間の計算を実施した。 

④ケース 4 

 生態系現存量の分布が時間的に変化しないという仮定を設けたことによって生じた収支

のアンバランスを回避するために、ケース 3 の条件に加えて、生態系に取り込まれた二酸

化炭素が海洋の全炭酸へ回帰する量の調整を行った。本ケースは 1000 年間の計算を実施し

た。 

⑤ケース 5 

ケース 4 の条件設定に対して、人為起源CO B

2
Bの排出量を 100%海洋に隔離した場合のシミ

ュレーションを行った。隔離地点は図 2.3.3-2 で示した 7 地点とし、単純に排出量を 7等分

して各地点の水深 1,000～2,000mの間に放出した。本ケースは 1000 年間の計算を実施した。 

 

表 2.2.3-1 各ケースの計算条件の比較 

 Piston Velocity 

(m/day) 

海面水温上昇 

の考慮 

擬似的な 

全炭酸への回帰

海洋隔離 

(%) 

ケース 1 4.8 なし なし 0 

ケース 2 3.84 なし なし 0 

ケース 3 4.8 あり なし 0 

ケース 4 4.8 あり あり 0 

ケース 5 4.8 あり あり 100 
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２．３．４ シミュレーションの結果と考察 

 

（１） 計算結果 

（ａ）ケース 1 

ケース 1 のシナリオシミュレーションについて、大気CO B

2
B濃度の時間変化を図 2.3.4-1 に示し

た。大気濃度は、シミュレーション開始から上昇を始めて 2220 年頃に最大値 940ppmとなり、

そこから 1.1ppm/年程度の速度で下降した。500 年間の時間積分後の大気CO B

2
B濃度は 649.8ppm

だった。図 2.3.4-2 は大気および海洋における炭素増加量の時間変化を示したものである。2200

年における大気の炭素増加量ピーク値は 1,207GtCで、海洋への吸収が進むにつれて次第に減少

した。500 年後の大気炭素増加量は 589.3GtCだった。一方、海洋の炭素増加量は 500 年の間に

単調増加の推移を示した。2250 年付近を境に上昇勾配がやや緩やかになっているが、これは人

為起源CO B

2
Bの排出がほぼ終了する時期に相当する。 

大気CO B

2
B濃度が安定化するにはさらに時間積分が必要であると思われる。濃度の減少率はま

だ安定化に向かうようには見えないため、この条件設定でシミュレーションを続けた場合、

550ppmより低い濃度で安定化する可能性が高い。 
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図 2.3.4-1 ケース 1 のシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化 
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図 2.3.4-2 ケース 1 の大気および海洋の炭素増加量の時間変化 

 

 

(ｂ) ケース 2 

ケース 2 のシナリオシミュレーションについて、大気CO B

2
B濃度の時間変化を図 2.3.4-3 に示し

た。ケース 1 に比べてPiston Velocityを２割ほど減じた値を使用したケースであるが、大気濃度

の推移はケース 1 とほぼ同程度であり、その差は最大でも 1ppm程度だった。最大濃度は 2220

年頃の 941.5ppmであり、500年間の時間積分後の大気CO B

2
B濃度は 649.8ppmだった。Piston Velocity

の値を小さくして大気-海洋間の炭素交換速度を遅くしたわけであるが、大気に残留した炭素量

が増加して大気-海洋間のCO B

2
B分圧(pCO B

2
B)の差が大きくなり、相殺されて大気-海洋間の炭素フ

ラックス(fCO B

2
B)はそれほど変化しなかったことが考えられる。図 2.3.4-4 は大気および海洋にお

ける炭素増加量の時間変化を示したものである。2200 年における大気の炭素増加量ピーク値は

1,208GtCで、500 年後の大気炭素増加量は 588.8GtCだった。一方、海洋の炭素増加量もケース

1 とほぼ同様の推移を示した。 

大気CO B

2
B濃度が安定化するにはケース 1 とほぼ同程度の時間積分が必要であると思われる。

また、安定化した時点での大気濃度が 550ppmより低くなる可能性もケース 1 と同様である。 
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図 2.3.4-3 ケース 2 のシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化 
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図 2.3.4-4 ケース 2 の大気および海洋の炭素増加量の時間変化 
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(ｃ) ケース 3 

 ケース 3 のシナリオシミュレーションは、温暖化効果による海面温度の上昇を考慮しており、

1000 年の時間積分を実行した。水温が上昇すると溶解度が増加しpCO B

2
Bが高くなる。したがっ

て、水温上昇を考慮しないケースに比べて海洋に吸収されにくくなり大気CO B

2
B濃度が高くなっ

たと考えられる。図 2.3.4-5 は大気CO B

2
B濃度の時間変化を、図 2.3.4-6 は海面での上昇温度の時

間変化を示したものである。大気濃度は、シミュレーション開始から上昇を始めて 2220 年頃

に最大値 948ppmとなり、500 年間の時間積分後の大気CO B

2
B濃度は 657.7ppmだった。ケース 1

に比べると最大濃度で 8.8ppm、500 年後で 7.9ppmほど大気CO B

2
B濃度が高くなった。この結果か

ら、水温の影響は比較的有意であることが示唆される。海面水温の上昇は最大で 3.37℃、500

年後で 2.05℃上昇した状態だった。その後、2220 年頃の最大値 948ppmから 2600 年頃までは

1.1ppm/年程度の速度で減少した。2600～2700 年の間には大気CO B

2
B濃度減少率が 0.2ppm/年へ変

化し、その後ほぼ同程度の減少率だった。ただし、2900 年以降は再び大気CO B

2
B濃度の減少率が

増加する傾向にある。人為起源CO B

2
Bの排出で増加した大気CO B

2
B濃度は 2620 年頃に 550ppmまで

減少し、その頃減少率が小さくなったものの継続して濃度が減少し、シミュレーション開始か

ら 1000 年後には 434ppmまで減少した。温暖化効果による海面水温の上昇温度は最大で 3.37℃

だったが、1000 年後には 0.56℃まで下がった。 

図 2.3.4-7 は、大気および海洋における炭素増加量の時間変化を示したものである。2220 年

における大気中の炭素増加量ピーク値は 1,222GtCで、500 年後の大気炭素増加量は 606.1GtC、

2600 年には 417GtC、3000 年には 131.4GtCまで減少した。一方、海洋の炭素増加量は人為起源

CO B

2
Bの排出が終了する 2275 年頃を境に増加率がやや減少したが、2650 年の 1,165GtCまで増加

した。2650 年以降は海洋の増加量は減少に転じ、時間積分 1000 年後にあたる 3000 年には

974.5GtCまで減少した。こうした時間変化を見ると 2650 年頃に大きな変化が見られる。これ

は大気から海洋に吸収されるCO B

2
Bのフラックスが、海底から沈降粒子として計算領域外へ除去

される炭素フラックスよりも小さくなったためである。従って、海面と海底からのフラックス

が等しい時点を安定化した時期とみなすと、海洋は 1,165GtCの炭素量を蓄えたことになる。 
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図 2.3.4-5 ケース 3 のシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Year

海
面

水
温

の
上

昇
温

度
 (

℃
)

 

図 2.3.4-6 ケース 3 の海面における水温上昇の時間変化 
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図 2.3.4-7 ケース 3 の大気および海洋の炭素増加量の時間変化 

 

 

(ｄ) ケース 4 

ケース 4 のシナリオシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化を図 2.3.4-8 に示

した。このケースは、海洋の生態系に取り込まれた炭素が海水の全炭酸に回帰する調整を人工

的に行ったものである。具体的には、モデルによって評価された約 2GtC/yの炭素固定量に対し

て、0.2GtC/yの粒子状炭素による海底堆積速度を仮定し、その差の 1.8GtC/yを 300m以深の全炭

酸に戻した。したがって、ケース 3 に比べて海洋全炭酸濃度が高く、結果的に大気からの吸収

速度が遅くなった。大気の最大濃度は 2230年頃の 984.8ppmである。その後 2710年頃の 722.1ppm

まで濃度は減少し、そこから再び増加した。3000 年における濃度は 756.1ppmであるが、2900

年以降の増加率は鈍化しており、3000 年以降は 720～760ppmの範囲で振動しながらある一定の

値に収束するものと予想される。 

図 2.3.4-9 は大気および海洋における炭素増加量の時間変化を示したものである。2230 年に

おける大気の炭素増加量ピーク値は 1,300GtCで、2710 年頃に 742.6GtCまで下がり、再び増加

に転じて 3000年の 814.9GtCに達した。一方、海洋の炭素増加量については 2540年頃に 1,200GtC

に達してからは、大気と連動した増減が見られるもののほぼ一定だった。3000 年の海洋炭素増

加量は 1,209.3GtCだった。ここでのシミュレーションでは、大気に排出された人為起源CO B

2
Bの

うち海洋に吸収された量は 1,557.1GtCであり、そのうちの 1,200GtCが海洋中に蓄積されたとい

える。 
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図 2.3.4-8 ケース 4 のシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化 
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図 2.3.4-9 ケース 4 の大気および海洋における炭素増加量の時間変化 
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図 2.3.4-10 および図 2.3.4-11 は、海洋全炭酸濃度の増加量について、表層および水深 1,500

ｍ付近における平面分布図を 100 年毎に示した。表層の全炭酸濃度の増加量は、時間の経過と

ともに南北ともに 20～30 度の緯度の範囲で高くなった。この海域は亜熱帯ジャイアに相当す

る海域である。一方、水深 1,500mの分布を見ると、全炭酸濃度の増加は高緯度帯から始まって

いることがわかる。このことから、大気からの吸収が高緯度帯で行われ、吸収されたCO B2 Bは中

緯度帯に蓄積されることが示唆される。また、水深 1,500mの分布からは、太平洋の拡散がイン

ド洋や大西洋に比べて速いことが示された。 

図 2.3.4-12 および図 2.3.4-13 は、南緯 30 度および北緯 30 度における東西鉛直断面上の全炭

酸濃度分布を示した図である。大気中の人為起源CO B2 Bは海面から吸収され、水深 1,500m付近ま

で広がっていることがわかる。一方、深層からも濃度の高い分布が現われているが、高緯度帯

で吸収されたCO B2 Bが底層水によって輸送されたものと思われる。これらの図から、海面から吸

収された人為起源CO B2 Bは、太平洋に比較的多く残留していることがわかる。 
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図 2.3.4-10(1) 表層全炭酸の水平分布図(100 年後)[単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-10(2) 表層全炭酸の水平分布図(200 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-10(3) 表層全炭酸の水平分布図(300 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-10(4) 表層全炭酸の水平分布図(400 年後)[単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-10(5) 表層全炭酸の水平分布図(500 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-10(6) 表層全炭酸の水平分布図(600 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-10(7) 表層全炭酸の水平分布図(700 年後)[単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-10(8) 表層全炭酸の水平分布図(800 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-10(9) 表層全炭酸の水平分布図(900 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-10(10) 表層全炭酸の水平分布図(1000 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(1) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(100 年後)[単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-11(2) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(200 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(3) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(300 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(4) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(400 年後)[単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-11(5) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(500 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(6) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(600 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(7) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(700 年後)[単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-11(8) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(800 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(9) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(900 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-11(10) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(1000 年後)[単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(1) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(100 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(2) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(200 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(3) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(300 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(4) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(400 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(5) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(500 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(6) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(600 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(7) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(700 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(8) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(800 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(9) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(900 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-12(10) 北緯 30度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(1000年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(1) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(100 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

150 P

o

PW 120 P

o

PW 90 P

o

PW 60 P

o

PW 30 P

o

PW 0 P

o

P

 180 P

o

P

 150 P

o

PE120 P

o

PE90 P

o

PE 60 P

o

PE 30 P

o

PE 0 P

o

P

 

1000

2000

3000

4000

5000

0m 

1000

2000

3000

4000

5000

30 P

o

PE 60 P

o

PE 90 P

o

PE 60 P

o

PW 30 P

o

PW 0 P

o

P

 120 P

o

PE 150 P

o

PE  180 P

o

P

 150 P

o

PW 120 P

o

PW 90 P

o

PW 0 P

o

P

 

 

図 2.3.4-13(2) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(200 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(3) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(300 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(4) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(400 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(5) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(500 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(6) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(600 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(7) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(700 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(8) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(800 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(9) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(900 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-13(10) 南緯 30度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(1000年後) [単位：µmol/kg] 
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（ｅ）ケース 5 

ケース 5 のシナリオシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化を図 2.3.4-14 に

示した。このケースでは、人為起源CO B

2
Bを 100% 海洋へ放出した場合のシミュレーションを行

った。人為起源CO B

2
Bが全て海洋に放出される条件以外は、先のケース 4 で実行したシミュレー

ションの条件設定と同様の条件である。計算開始から約 30 年間の大気濃度は減少し、2050 年

頃に初期濃度の 372ppmレベルに戻った。この間、海洋の表層では大気から吸収した炭素を蓄

積すると同時に、中層放流された人為起源CO B

2
Bの拡散による影響を受けており、表層の全炭酸

濃度が次第に高くなった。そして、2050 年以降は海洋から大気への放出が続いて大気の濃度を

上昇させた。大気の濃度は 2420 年頃に 669.0ppmとなった後に 2640 年頃の 646.0ppmまで減少

し、その後再び増加して 3000 年には 689.4ppmになった。 

図 2.3.4-15 は大気および海洋における炭素増加量の時間変化を示したものである。大気中の

炭素増加量は 2430 年頃に 630.0GtCで、その後減やや減少するが、2640 年ころから再び増加に

転じた。これに対して海洋の炭素増加量は 2250 年頃に最大値 1,770.7GtCとなり、その後減少

して 2810 年で 1,431.3GtCになった。そして再びわずかに増加して、3000 年には 1,446.9GtCに

なった。大気の濃度が最大になる時期を境にして、海洋から大気に放出していたCO B

2
Bが海洋へ

吸収される方向に変わっているが、2710 年～2940年までは再び海洋から大気への放出だった。

1000 年間の時間積分において、海洋隔離された人為起源CO B

2
Bのうち海面から大気に放出された

炭素量は 473.3GtCで、1,446.9GtCが海洋に留まっている結果になった。 

図 2.3.4-16 および図 2.3.4-17 は、海洋全炭酸濃度の増加量について、表層および水深 1500ｍ

付近における平面分布図を 100 年毎に示した。表層の全炭酸濃度の増加量は、時間の経過とと

もに南北ともに 20～30 度の範囲で高くなる傾向が見られる。この海域は亜熱帯ジャイアに相

当する海域である。また、放出された人為起源CO B

2
Bがまだそれほど表層に到達していないと思

われる 100 年後の結果において全炭酸濃度の高い海域は、湧昇域や混合層の発達する海域に一

致しており、生物ポンプの働きが強いことを示唆する海域である。一方、水深 1500mの分布を

見ると、隔離されたCO B

2
Bの影響で隔離地点を中心に高濃度の全炭酸が北から南へと広がってい

く様子がわかる。濃度分布からは、チリ沖の海域が海洋の循環系から見ても隔離地点から最も

遠い場所に位置していることがわかる。また、インド洋から出た人為起源CO B

2
Bは南極周極流に

よって太平洋方面に拡散しており、比較的広範囲に影響を及ぼす可能性が考えられる。ここで、

水深 1,500mの 500 年後の全炭酸濃度は比較的はやく薄まっていることがわかる。そこで、隔離

されたCO B

2
Bの影響が残っている水深を見るために、南緯 30 度および北緯 30 度の東西鉛直断面

を図 2.3.4-18 および図 2.3.4-19 に示した。鉛直断面の図から、隔離されたCO B

2
Bは水深 500～1,000m

付近に多く滞留していることがわかる。放流後は上下方向に拡散していくが、最も濃度の高い

部分は次第に上昇しているように見える。鉛直方向の拡散の強さはインド洋が最も強く、次に

大西洋で、太平洋は深層への拡散が最も遅かった。このことは、太平洋に人為起源CO B

2
Bを隔離

する場合は、他の大洋よりも深い場所に放流しないと同等の隔離効率を得られない可能性を示

唆するものである。最後に、隔離地点での炭素増加量の時間変化を図 2.3.4-20 に示した。値は、

各地点の計算メッシュ 1 つにおける 500m以深の炭素増加量の総和である。インド洋に面した

地点が最も炭素増加量が高い。500 年後には太平洋に面した地域で高く大西洋に面した地域が
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最も低くなった。 
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図 2.3.4-14 ケース 5 のシミュレーションから得られた大気CO B

2
B濃度の時間変化 
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図 2.3.4-15 ケース 5 の大気および海洋における炭素増加量の時間変化 
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図 2.3.4-16(1) 表層全炭酸の水平分布図(100 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-16(2) 表層全炭酸の水平分布図(200 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-16(3) 表層全炭酸の水平分布図(300 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-16(4) 表層全炭酸の水平分布図(400 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-16(5) 表層全炭酸の水平分布図(500 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-16(6) 表層全炭酸の水平分布図(600 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-16(7) 表層全炭酸の水平分布図(700 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-16(8) 表層全炭酸の水平分布図(800 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-16(9) 表層全炭酸の水平分布図(900 年後) [単位：µmol/kg] 

－ 107 －



90 P

o

PN

 

 

60 P

o

PN

30 P

o

PN

Eq. 

30 P

o

PS

60 P

o

PS

90 P

o

PS

30 P

o

PE 60 P

o

PE 90 P

o

PE 60 P

o

PW 30 P

o

PW 0 P

o

P

 120 P

o

PE 150 P

o

PE 180 P

o

P

 150 P

o

PW 120 P

o

PW 90 P

o

PW 0 P

o

P

 

図 2.3.4-16(10) 表層全炭酸の水平分布図(1000 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(1) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(100 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-17(2) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(200 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(3) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(300 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(4) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(400 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-17(5) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(500 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(6) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(600 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(7) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(700 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

図 2.3.4-17(8) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(800 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(9) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(900 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-17(10) 水深 1500ｍ付近における全炭酸の水平分布図(1000 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(1) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(100 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(2) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(200 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(3) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(300 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(4) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(400 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(5) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(500 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

150 P

o

PW 120 P

o

PW 90 P

o

PW 60 P

o

PW 30 P

o

PW 0 P

o

P

 180 P

o

P

 150 P

o

PE120 P

o

PE90 P

o

PE 60 P

o

PE 30 P

o

PE 0 P

o

P

 

1000

2000

3000

4000

5000

0m 

1000

2000

3000

4000

5000

30 P

o

PE 60 P

o

PE 90 P

o

PE 60 P

o

PW 30 P

o

PW 0 P

o

P

 120 P

o

PE 150 P

o

PE  180 P

o

P

 150 P

o

PW 120 P

o

PW 90 P

o

PW 0 P

o

P

 

 

図 2.3.4-18(6) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(600 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(7) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(700 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(8) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(800 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(9) 北緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(900 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-18(10) 北緯 30度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(1000年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(1) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(100 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(2) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(200 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(3) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(300 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(4) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(400 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(5) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(500 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

150 P

o

PW 120 P

o

PW 90 P

o

PW 60 P

o

PW 30 P

o

PW 0 P

o

P

 180 P

o

P

 150 P

o

PE120 P

o

PE90 P

o

PE 60 P

o

PE 30 P

o

PE 0 P

o

P

 

1000

2000

3000

4000

5000

0m 

1000

2000

3000

4000

5000

30 P

o

PE 60 P

o

PE 90 P

o

PE 60 P

o

PW 30 P

o

PW 150 P

o

PW0 P

o

P

 120 P

o

PE 150 P

o

PE  180 P

o

P

 120 P

o

PW 90 P

o

PW 0 P

o

P

 

 

図 2.3.4-19(6) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(600 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(7) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(700 年後) [単位：µmol/kg] 

 

 

 

 

 

図 2.3.4-19(8) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(800 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(9) 南緯 30 度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(900 年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-19(10) 南緯 30度東西鉛直断面における全炭酸濃度分布図(1000年後) [単位：µmol/kg] 
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図 2.3.4-20 海洋隔離地点における炭素増加量の時間変化 
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２．３．５ まとめと今後の課題 

3 次元数値モデルを使用して、北極海を除く全球海洋を対象とした海洋流動場のシミュレー

ション、低次生態系に基づく物質循環シミュレーション、および人為起源CO B2 Bの排出シナリオ

を適用したCO B2 B拡散シナリオシミュレーションを実施した。シミュレーションは、水平 4 度メ

ッシュ、鉛直層数 30層の解像度を適用した。 

IPCC S550 に基づく排出シナリオを適用したシミュレーションは、別途実施した感度実験の

結果から 3 ケースを選択して引継ぎ、さらに時間積分を継続した。人為起源CO B2 Bを 100%大気中

に排出した条件でのシナリオシミュレーションでは、計算開始から 220 年後頃に大気CO B2 B濃度

のピークを向かえ、その後は減少した。排出シナリオは大気CO B2 B濃度 550ppm安定化シナリオを

適用したが、本モデルでは 550ppmに到達後も濃度の減少が続くものとなった。これは沈降粒

子に伴う海底からの炭素除去がコンスタントに継続することと、海底でのフラックスを含めて

全体的に炭素の循環速度が速く評価されている可能性のあることが原因していると思われる。

そこで、生態系に吸収された炭素の一部が全炭酸に回帰するプロセスを模して対策を施したケ

ースを用いて、人為起源CO B2 Bを 100%大気中に排出したケースと 100%海洋に隔離したケースと

を比較した。その結果、海洋隔離した場合としない場合との最大濃度の差は 315ppmと評価さ

れた。 

海洋隔離したケースからは、排出されたCO B2 Bによって増加した全炭酸濃度が、海洋全体に拡

散しつつ水深 500～1,000m付近に高濃度で滞留した。一方、大気に排出したケースでは、高緯

度帯から吸収されたCO B2 Bが亜熱帯ジャイアを中心に、表層から水深 1,500m程度の範囲に蓄積さ

れる結果になった。さらに、高緯度帯の混合過程により深層へも速やかにCO B2 Bが輸送され、結

果的に中層が最も全炭酸濃度の増加の遅い場所になった。なお、海洋内部での鉛直方向の拡散

は、インド洋が最も強く、太平洋が最も弱かった。 

本予測シミュレーションを通じて、低次生態系モデルによる物質循環シミュレーションのエ

ネルギーフラックスの評価が十分でない点や、アルカリポンプを考慮するに至らなかったなど

の課題が残る。今後はこれらの点についての改善が必要である。 
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２．４ ボックスモデルと３次元全球モデルとの比較検証 

 

２．４．１ はじめに 

これまで、大気－海洋－陸域系の全 19 個の炭素リザーバーより構成されるボックスモ

デルを用いて、将来の大気CO B2 B濃度、および海洋隔離を実施した場合の大気および海洋へ

の影響について検証を行ってきた。本ボックスモデルは、主要な全ての生物地球化学的プ

ロセスに加えて、海洋の熱塩循環までを考慮に入れているため、上記のような計算を短時

間でかつ、比較的高精度に算出できるツールとして期待されている。一方で、近年の観測

データの集積および計算処理速度の向上に伴い、炭素循環に関しては、現在では 3 次元モ

デルが主流となりつつある点は否めない。 

本来、ボックスモデルと 3 次元モデルでは、それぞれが長所と短所を有しており、相補

的に用いられることが望ましい。そこで、今回、ボックスモデルと 3 次元モデルで計算結

果にどのような差が生じるかについて比較検討を行った。今回の比較検討の目的は、これ

らのモデルの優劣を議論することではなく、両者のモデルの特性に関して、シミュレーシ

ョンを行う際にどのような点に留意すべきかを検証することにある。 

 

 

２．４．２ 計算条件 

今年度に実施された 3 次元全球モデルによるシミュレーションでは、感度解析を含めた

複数のケースについて、大気CO B2 B濃度の計算が行われているが、ボックスモデルとの比較

においては、可能な限り同一条件での計算結果を参照することが重要となる。そこで、3

次元モデルによる計算結果に対して、ボックスモデルと条件が類似したケースとして、表

2.4.2-1 の 3 ケース（3D-1、3D-2、3D-3）を選定した。ここで、3D-1 および 3D-2 では、海

洋表層の光合成により生成した粒子態有機炭素(POC)の、沈降フラックスについての取り

扱いが異なっている。すなわち、前者では、POCの生成、分解、沈降プロセスが、元の生

態系モデルの方程式に従ってそのまま算出されるのに対して、後者では、海底への堆積フ

ラックスの値がIPCC(2001)の評価結果である 0.2 GtC/yrとなるように、表層からの沈降フ

ラックスが逆計算により設定されている。 

ボックスモデルおよび 3 次元モデル、いずれの計算に対しても、人為起源CO B2 B排出量と

して、図 2.4.2-1 のSRES B2 シナリオを適用した。また、海洋隔離については、ボックス

モデルの計算では、西暦 2015 年から化石燃料枯渇の西暦 2274 年まで、前述の 7 地点（ビ

スケー湾、ニューヨーク、サンフランシスコ、リオデジャネイロ、ボンベイ、ジャカルタ、

東京）を含む海域の中層に、化石燃料消費に伴うCO B2 B排出量が 100%注入された。これに

対して、3 次元モデルの計算（3D-3）では、西暦 2000 年から 2274 年まで、これらの 7 地

点の深度 1,000～2,000 mの海域に、化石燃料消費に伴うCO B2 B排出量が単純に 7 等分して注

入された。 
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表 2.4.2-1 計算条件の比較 

 

 Box-1 Box-2 3D-1 3D-2 3D-3 

気体移動速度(m/day) 5.4 4.8 

沈降粒子の扱い 海洋中層で全て分解 
沈降フラックス 

未調整 

沈降フラックス 

調整 

シナリオ 100%大気放出 100%海洋隔離 100%大気放出 100%大気放出 100%海洋隔離 
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図 2.4.2-1 SRES B2 シナリオにおける人為起源CO B2 B排出量 

 

 

２．４．３ 計算結果の比較 

（１）大気放出ケース 

図 2.3.4-1 に、海洋隔離を行わず、人為起源のCO B2 Bを全て大気中に放出した場合の、ボッ

クスモデルと 3 次元モデルの計算結果の比較を表わす。3 次元モデルについては、POCの

沈降フラックスを調整していないケース（3D-1）と、海底フラックスから逆計算により調

整しているケース（3D-2）を示している。図 2.3.4-1 より、ボックスモデルによる計算結

果（Box-1）は、大気CO B2 B濃度がピーク値を迎える西暦 2200 年頃までは最も低い大気CO B2 B

濃度値を示すが、それ以降は 3D-1 と 3D-2 の中間で推移することが明らかである。 
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図 2.4.3-1 100%大気放出時のボックスモデルと 3 次元モデルの計算結果の比較 

 

ここで、より定量的な比較を行うために、大気CO B2 B濃度がピークに到達する年次とその

際の濃度、および西暦 2500 年と 3000 年時点での大気CO B2 B濃度値の比較を行った（表

2.4.3-1）。ボックスモデルの計算結果は、大気CO B2 B濃度のピーク到達年に関しては 3D-2 と

きわめて良好な一致を示しているのに対して、ピーク濃度に関しては、3D-1 とほぼ同様

の値となっている。しかしながら、表 2.4.3-1 からも明らかなように、ピーク到達年およ

びピーク濃度については、いずれのケースについてもそれほど大きな差はないと言える。

これに対して、大気CO B2 B濃度のピーク以降については、ボックスモデルと 3 次元モデルで、

大気CO B2 B濃度プロファイルに乖離が生じてくる。2500 年時点での大気CO B2 B濃度に関してボ

ックスモデルとの比較をすると、3D-2 では 33 ppmvであるのに対して、3D-1 では 90 ppmv

にまで達している。このような大気CO B2 B濃度の乖離は時間が経過するとさらに大きくなり、

西暦 3000 年時点では、ボックスモデルとの差が 3D-1 で 166 ppmv、3D-2 で 156 ppmvにな

っている。 

 

表 2.4.3-1 計算結果の比較 

 

 ボックスモデル 3D-1 3D-2 

ピーク到達年 2231 2219 2229 

ピーク時の大気CO B

2
B濃度(ppmv) 953 948 985 

2500 年の大気CO B

2
B濃度(ppmv) 748 658 781 

3000 年の大気CO B

2
B濃度(ppmv) 600 434 756 

 

 

（２）海洋隔離ケース 

図 2.4.3-2 に、100%海洋隔離を実施した場合の、ボックスモデルと 3 次元モデルの計算
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図 2.2.3-2 ケース２の計算結果 

a) CO2の大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気 PCO2の経時変化 

 

    

 

 

a) 

b) 



結果の比較を表わす。今回の 3 次元モデルによる計算では、西暦 2000 年から化石燃料枯

渇時の 2274 年まで、海洋隔離を実施するのに対して、ボックスモデルでは、西暦 2015 年

からの実施を想定している。したがって、図 2.4.3-2 における初期の大気CO B2 B濃度プロファ

イルに違いが生じている。 

前述の 100%大気放出の場合と比較して、海洋隔離を実施した場合の計算結果について

は、ボックスモデルと 3 次元モデルで初期の段階から大気CO B2 B濃度プロファイルに大きな

差が確認された。今回のボックスモデルによる計算では、最終的な大気CO B2 B濃度の定常値

が 550 ppmvになるように、あらかじめ化石燃料使用量が設定されている。図 2.4.3-2 には

示されていないが、ボックスモデルによる計算値はピーク値を持たずに、最終的に 550 

ppmvに到達する。これに対して、3 次元モデルの計算値は、同量のCO B2 Bを海洋に注入して

いるにも関わらず、550 ppmvを大きく超えて、西暦 2420 年頃に最大 669 ppmvまで到達し、

その後、緩やかに振動する傾向がみられる。 
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図 2.4.3-2 100%海洋隔離時のボックスモデルと 3 次元モデルの計算結果の比較 

 

 

２．４．４ 考察 

（１）大気放出ケース 

図 2.4.3-1 に示すように、海洋隔離を実施しない場合の大気CO B2 Bプロファイルについては、

西暦 2500 年頃までの計算結果に対して、ボックスモデルと 3 次元モデルで比較的良好な

一致がみられた。特に、大気CO B2 B濃度がピーク値を迎える西暦 2200 年頃までは、いずれ

のケースについても、ほぼ同様のプロファイルが得られた。このことは、西暦 2000 年か

らの初期の 200 年間においては、大気への人為起源CO B2 Bの排出速度が非常に大きいため、

モデルによる特性が顕著になる以前に、大気CO B2 B濃度が人為起源CO B2 Bの排出速度により規

定されていることを意味している。これに対して、大気CO B2 B濃度がピーク値を超えた西暦
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図 2.2.3-2 ケース２の計算結果 

a) CO2の大気放出可能量と海洋隔離量、b) 大気 PCO2の経時変化 

 

    

 

 

a) 

b) 



2200 年以降では、海洋のCO B2 B吸収速度が大気CO B2 B濃度に及ぼす影響が大きくなってくるた

め、モデルにより大気CO B2 B濃度プロファイルに差が生じてきていると考えられる。 

海洋のCO B2 B吸収には、大気と海洋表層でのCO B2 B交換量を規定する溶解度ポンプと、海洋

表層での光合成に伴う生物ポンプが重要な役割を果たしている。今回行った計算では、表

2.4.2-1 に示すように、ボックスモデルと 3 次元モデルにおいて、これらの吸収メカニズム

の取り扱い方に違いがある。そこで、これらのメカニズムの違いが及ぼし得る影響につい

て検討を行った。 

 

①気体移動速度 

大気と海洋表層間のCO B2 B交換速度は、以下の(1)式で表わされる溶解度ポンプにより規定

されている。 

   

    (1) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }
airCOseaCOairCOseaCOwseaair

PPEPPKkF
2222

−=−=
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ここで、F Bair-sea B (mol m P
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P)は正味のCO B2 B交換速度、(  および  は海洋表層お
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解度（mol L P

-1
P atm P

-1
P）、K はmol m P

-2
P yr P

-1
Pの単位への変換係数、E は気体交換係数（mol m P

-2
P yr P

-1
P 

atm P

-1
P）である。なお、CO B2 Bの溶解度α は、温度

)
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P
2

w
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T (K)および塩分 (‰)の関数として、以

下のように表わされる(Weiss, 1974) P
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  ( ) ( )100ln2940.221005069.900931.58ln TT +⋅+−=α  
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また、(1)式における気体移動速度 は、以下の関係式により風速 (m sP

-1
P)および温度の関

数として表わされる(Wanninkhof, 1992)P

2)
P。 

w
k u

 

  ( ) 212
39.0

−

= ScScuk
0w

  (3) 

     (4) 432
00079167.009.03208.41201860 TTTTSc +−+−=

 

ここで、 はCO B2 Bのシュミット数、下付き文字の 0 は 20℃における値を示す。 Sc

本ボックスモデルでは、各海域で異なった気体移動速度 の値を設定している。実際

には、(3)式において各海域における平均風速を見積もることは困難であるため、衛星デー

タに基づいた気体交換係数 の試算結果(Etcheto et al., 1991) P

3)
Pから、uの値を逆算している。

このようにして得られた各海洋ボックスにおける の値を、海洋ごとの面積に応じて平

均すると、5.4 m day P

-1
Pとなる（表 2.4.2-1）。一方で、3 次元モデルを用いた計算では、気体

移動速度として、4.8 m day P

-1
Pが用いられており、ボックスモデルと比較してやや小さな値

となっている。 

w
k

E

w
k
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一般的に、(1)式からは気体移動速度、すなわち気体交換係数の値が小さくなると、大気

から海洋へのCO B2 B吸収速度が減少することが予想される。しかしながら、大気－海洋シス

テムへの人為起源CO B2 Bの注入が続く条件下で、CO B2 B交換速度が低下することは、大気と海

洋表層のCO B2 B分圧差が相対的に増大することを意味している。したがって、気体交換係数

とCO B2 B分圧差の効果が相殺することにより、結果的には大気－海洋間でのCO B2 B交換速度に

はそれほど大きな違いは生じないと考えられる。実際に、今回の 3 次元モデルによる計算

では、気体移動速度を 3.84 m day P

-1
Pに減少させた場合のシミュレーションも実施されてい

るが、大気CO B2 B濃度プロファイルに顕著な差はみられなかった。これらの結果から、ボッ

クスモデルと 3 次元モデルの計算プロファイルには、気体移動速度の違いは反映していな

いと考えられる。 

 

②堆積速度 

図 2.4.3-1 では、3D-1 と 3D-2 にみられるように、POCの沈降フラックスの違いにより、

大気CO B2 B濃度プロファイルに大きな違いが生じることが示されている。すなわち、POCの

海底への沈降フラックスがより大きな 3D-1 では、海洋内の無機炭素濃度が減少するため、

海洋へのCO B2 B吸収速度が増大し、結果的に 3D-2 と比較して大気CO B2 B濃度が減少すると考え

られる。 

一方、今回のボックスモデルでは、海洋表層での生物活動により形成された有機物およ

び炭酸カルシウムの海底での堆積プロセスは考慮に入れていない。すなわち、海洋表層か

ら沈降していく新生産に相当する有機炭素は、海洋中層で全て無機炭素に分解されると仮

定している。同様に、アルカリポンプにより生成した炭酸カルシウムは、海洋深層で全て

溶解して無機炭素に戻される。したがって、ボックスモデルの計算においては、海洋内の

循環システムから除外される炭素はないため、海洋内の無機炭素濃度の低下が抑制され、

堆積プロセスを考慮に入れた場合と比較して、海洋へのCO B2 B吸収速度は小さくなると考え

られる。 

今回実施された 3 次元モデルによる 3D-2 では、海底におけるPOCの堆積フラックスが

0.2 GtC/yrに設定されている。この値は、IPCC(2001)において示されている海洋の新生産

量（11 GtC/yr）の 2%以下であり、数百年の時間スケールでは、堆積フラックスは大気CO B2 B

濃度プロファイルにそれほど大きな影響は及ぼさないと考えられる。このことは、図

2.4.3-1 において、Box-1 と 3D-2 が西暦 2500 年頃までほぼ同様の大気CO B2 B濃度プロファイ

ルを示すことからも明らかである。実際には、2500 年以降で大気CO B2 B濃度プロファイルの

乖離が大きくなるが、これに関しては、3D-2 において大気CO B2 B濃度が再度増加する理由を

含めて、今後詳細に検討する必要がある。いずれにしろ、人為起源CO B2 Bを単純に大気中に

放出するケースについては、500 年程度の時間スケールに限定すると、ボックスモデルと

3 次元モデルの計算結果は、比較的よく合致していると言える。 

 

（２）海洋隔離ケース 

上述の大気放出ケースと異なり、海洋隔離ケースでは、図 2.4.3-2 に示すように、比較

的初期の段階から、ボックスモデルと 3 次元モデルで大気CO B2 B濃度プロファイルに乖離が
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みられた。実際には、3D-3 はBox-2 よりも、最大で約 170 ppmv高い大気CO B2 B濃度を示して

いる。このような乖離が生じた理由として、注入された人為起源CO B2 Bの海洋内での濃度差

が関係していると考えられる。すなわち、ボックスモデルでは、海洋が 6 海域にしか分割

されておらず、注入された人為起源CO B2 Bは各ボックス内で瞬間的に均一に薄められると仮

定しているのに対して、3 次元モデルでは、水平方向で 4 度×4 度の狭い領域内にCO B2 Bが注

入される。したがって、3 次元モデルでは、局所的にCO B2 B分圧が高い領域が生じやすくな

り、その結果、注入されたCO B2 Bが、海洋内で十分に拡散される前に大気中に放出される可

能性がある。実際にこのようなメカニズムが作用しているかについては、3 次元モデルに

おいて、注入後のCO B2 Bの挙動を詳細に検討する必要がある。 

一方で、最終的な大気CO B2 B濃度あるいは海洋中の無機炭素濃度の定常値を知る上では、

原理的には途中の移行プロセスは影響しないと考えられる。すなわち、同量のCO B2 Bを海洋

に隔離する場合には、注入されるCO B2 B濃度の大小にかかわらず、最終定常値は等しくなる

ことが予想される。図 2.4.3-2 では、西暦 3000 年時点で、大気CO B2 B濃度にまだ約 150 ppmv

の乖離があり、それ以降の 3 次元モデルによる計算結果の挙動については明らかになって

いない。したがって、本質的にボックスモデルと 3 次元モデルが同等の結果を示すかどう

かを確認するためには、今後、3 次元モデルを用いたより長期スケールでの計算を行うこ

とが重要であると考えられる。 

 

２．４．５ まとめと今後の課題 

今年度は、ボックスモデルの妥当性を検証するために、3 次元モデルとの比較検証も併

せて行った。ここでは、特に、人為起源CO B2 Bを単純に大気中に放出するケースにおいては、

500 年程度の時間スケールに限定すると、ボックスモデルと 3 次元モデルにおいて顕著な

差はないことが確認された。一方で、CO B2 Bを海洋に隔離するケースについては、注入後の

CO B2 B濃度の違いから、CO B2 Bの海洋内での挙動が異なり、結果的に両者のモデルで大気CO B2 B

濃度に乖離が生じることが示された。これに関しては、少なくとも定常状態に至る過渡プ

ロセスを議論する上では、ボックスモデルの適用に際して留意すべき点であると考えられ

る。しかしながら、全球的なCO B2 B濃度の変動予測結果について、すみやかな回答が求

められるような状況では、マルチボックスモデルは大気中のCO B2 B濃度を計算する手法

として有用なツールであると言える。 
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２．５ GHGT-7 における海洋隔離のモデル計算に関する情報収集 

 

２．５．１ GHGT-7 の概要 

 2004 年 9 月 5～9 日の期間にカナダ・バンクーバーで開催された「第 7 回温室効果ガス

制御技術に関する国際会議」（GHGT-7: International Conference on Greenhouse Gas Control 

Technologies）に参加し、海洋隔離のモデル計算に関する情報収集を行った。当会議は、温

室効果ガスの制御技術に関する政策的、法的、経済的、科学的側面にわたる国際会議で、2

年ごとに開催されている。表 2.5.1-1 に、各セッションの口頭発表件数を示す。 

 

表 2.5.1-1 GHGT-7 の口頭発表の内訳 

項 目 セッション名 発表件

数 

合計 

CO B2 B分離・回収 CO B2 B回収プロジェクト 9  

 Oxyfuel 5  

 ポスト燃焼 9  

 技術－経済比較 10  

 水素サイクル 4  

 新規回収システム／化学ルーピング 5  

 膜 5  

 固体酸化物燃料電池 4  

 バイオマス／生物固定 5  

 低炭素エネルギーキャリア 10 66 

CO B2 B輸送 CO B2 B輸送 4 4 

CO B2 B海洋隔離 海洋隔離 14 14 

CO B2 B地中貯留 Weyburnモニタリングプロジェクト P

P

 10  

 帯水層 4  

 モニタリング 10  

 工業アナログ 5  

 シンク＋ソースマッチング 10  

 酸性ガス注入 P

P

 7  

 リスクアセスメント 20  

 モニタリング＋新規開発 5  

 石油＋ガス 5  

 CO B2 B-ECBM 5  

 ナチュラルアナログ 5 86 

排出削減 工業排出削減 10  

 非CO B2 B温暖化ガス削減 5  

 その他の削減オプション 4 19 

政策 CO B2 B回収貯留 5  

 CO B2 B回収貯留＋京都 4  

 エネルギー部門での排出量削減 5  

 CO B2 B回収貯留機会／ナショナルアクショ

ン 

9  

 長期気候政策 5 28 

その他 CO B2 B回収貯留の法的見地 9  

 CO B2 B回収貯留経済性 5 14 

合 計   231 

P

�
P特別セッション  

 

GHGT-7 では全 231 件の口頭発表があったが、その中でCO B2 B地中貯留に関する発表が 86
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件、CO B2 B分離・回収に関する発表が 66 件と卓越している。このような発表件数に関する傾

向は、前回のGHGT-6 から顕著となっている。なお、CO B2 B海洋隔離に関する発表件数は 14

件とやや少なくなっている。表 2.5.1-2 に、CO B2 B海洋隔離に関する口頭発表内容を示す。 

 

表 2.5.1-2  CO B2 B海洋隔離に関する口頭発表内容 

  

1 CO B2 B海洋隔離の便益の評価 

2 CO B2 B海洋隔離の国際フィールド実験の結果の要約 

3 深海注入効率の不確定性の低減 

4 ラグランジュ法を統合したCO B2 B海洋隔離評価のための高分解能海洋循環モ

デル 

5 CO B2 B深海貯留のためのガスハイドレート－CO B2 B輸送のためのハイドレート

利用に関する新規手法 

6 海洋環境へのCO B2 B貯留の影響 

7 CO B2 B海洋隔離の生物影響の評価 

8 海洋生物に対するCO B2 B海洋隔離の急性生理学的影響 

9 海洋CO B2 Bシンクの応用技術のための上昇流発生源としての人工構造物の効

果の評価 

10 ムービングシップによる深海でのCO B2 B放出 

11 海洋中層域でのCO B2 B希釈技術 

12 水中での球状の上昇超臨界／液体CO B2 Bの溶解プロセス 

13 深度 0.7km および 4km における深海炭素実験 

14 大容量高圧タンクでのCO B2 B海洋隔離のシミュレーション実験 

 

 

２．５．２ CO B2 B海洋隔離のモデル計算に関する研究例 

 表 3.2 の海洋隔離に関する口頭発表の中で、CO B2 B海洋隔離のモデル計算に関連した研究

は、「CO B2 B海洋隔離の便益の評価」以外では、3 件みられた。これらの研究発表の概要を以

下に示す。 

 

①深海注入効率の不確定性の低減（J. Orr, et al.） 

これまでに行った 10 個の 3 次元海洋モデルの比較では、海洋へのCO B2 B注入効率の計算結

果は、ほとんどモデルの数だけ依存することが示されている。例えば、西暦 2500 年におけ

る 3000m注入のグローバル効率は、10 個のモデルで 49～93%の範囲にわたっていた。ここ

では、世界中の海洋で精確に計測されている放射性炭素とCFC-11 という 2 つのトレーサー

をシミュレートする能力に基づいて、モデルを選別することにより、GOSAC/OCMIPモデ

ルの深海注入シミュレーションの不確定性の低減を図った。 

放射性炭素の深海でのグローバル平均値は 170±25‰であるが、10 個のモデルのうち 5

個がこの範囲内に納まった。これらの 5 個のモデルの効率のみを用いると、シミュレーシ

ョン終了時の 3000m注入効率は 65～83%となった。同じ方法が、3000m注入の異なる時期

での効率計算に用いられた。一方で、800mおよび 1500mの深度では、 P

14
PCのグローバル平

均値と注入効率の間に相関性がほとんどないため、これらの深度に対しては同じ方法は使

わなかった。 

一方、3000m 注入効率と CFC-11 のグローバル平均との間にも強い相関があることが見
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出された。したがって、天然放射性炭素において用いられたものと同等の方法で、シミュ

レーション終了時の 3000m 注入効率の計算したところ、53～76%となった。これら 2 つの

トレーサーの制約から、2500 年における 3000m 注入シナリオにおいては、71±22%から

71±6%まで不確定性を 4 桁低減できることが示された。 

 

②ラグランジュ法を統合したCO B2 B海洋隔離評価のための高分解能海洋循環モデル（Y. 

Masuda, et al.） 

 海洋中層に注入されたCO B2 Bの 1 週間から 2、3 年間の時間スケールでの分布および濃度を

シミュレートするために、ラグランジュ法を用いた高分解能モデルが適用された。ラグラ

ンジュトレーサーを備えたモデルにより、粒子分散に対する渦挙動の効果が良好に再現さ

れた。オイラートレーサーとの比較からは、ラグランジュトレーサーにより、人為的な拡

散が抑制され、特定サイトにおけるCO B2 B濃度の最大値が予想できることが明らかとなった。 

 

③ムービングシップによる深海でのCO B2 B放出（J. Minamiura, et al.） 

 ムービングシップによるCO B2 B海洋隔離では、希釈の観点から、より深い深度でのCO B2 B注

入とCO B2 B放出点の高速移動が要求される。さらに、CO B2 B液滴の鉛直移動距離を制御するた

めに、適切な初期サイズを持つ液滴を作る技術が必要となる。ここでは、パイプの傾き、

CO B2 B放出深度の減少、船舶との接合部での負荷等の因子を評価するために、パイプ構造解

析のための有限要素法が適用された。適切な初期サイズを持つ液滴を作る流線型ノズルが

設計された。また、初期CO B2 B液滴のプルームダイナミクスに及ぼす効果を評価するために、

数値計算が行われた。 

 

 

２．５．３ CO B2 B海洋隔離のモデリングに関する考察と今後の課題 

 上記の概要からも明らかなように、GHGT-7 において長期間にわたるグローバルなCO B2 B

挙動を扱ったモデル計算は、Orrらによる一例のみであった。この研究では、CO B2 B深海貯留

の終了から 400 年後の 2500 年時点でどれだけのCO B2 Bが海洋にとどまっているかについて、

種々の 3 次元モデルの比較検討を行っている。実際には、個々のモデルによるばらつきが

非常に大きいため、放射性炭素とCFC-11 という 2 つの天然トレーサーを用いて、いかに観

測データを再現できるかの観点からモデルの不確定性の低減を試みている。シミュレーシ

ョンの信頼性を確保するためには観測データとの整合性が不可欠であり、トレーサーによ

る妥当性検証は有効であると考えられる。一方、時間スケール、空間スケールをより小さ

くしたCO B2 Bの挙動に関しては、Masudaらにより数値計算が行われている。これらの研究で

は、いずれのケースについても、注入したCO B2 Bそのものの挙動を追跡することにより、CO B2 B

海洋隔離の評価が行われており、前章で述べたようなグローバル炭素循環に基づいた評価

とは異なった手法であるといえる。 

 工学的な観点からのモデル計算としては、CO B2 Bを海水中で放出した直後のCO B2 B液滴の挙

動を解析した研究がみられる。このような研究は、CO B2 B海洋隔離の際の生物影響の問題と
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も直接関係してくるため、今後とも重要な課題であると考えられる。 
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第３章 CO B2 B海洋隔離の経済効果の評価に関する検討 

 

３．１ 評価の概要 

 

３．１．１ 背景 

大規模なCO B2 B吸収リザーバーとして期待されている海洋隔離技術は着実に進展し、事業

化を視野に入れて研究開発を行う時期に達しつつある。またIPCCでは海洋隔離技術と地中

貯留技術に関する特別報告書作成に向けて Lead Author会議が開催され、米国では

CSLF(Carbon Sequestration Leadership Forum) P

1）
Pが開催されたりするなど、国際的に海洋隔

離技術に対して関心が高まっている。これに伴い、貯留・隔離技術の技術的実現性、経済

性、環境影響、社会受容性などの社会経済的有効性の評価が求められている。 

海洋隔離による隔離ポテンシャル量や期間などの技術的有効性に関する評価は、古くか

ら海洋科学の分野において研究がなされてきた P

2、3）
P。最近では化石燃料時代が終焉する将

来時点での大気濃度定常状態を 550ppmvとした場合の、海洋へのCO B2 B吸収量のポテンシャ

ルは約 2、000GtCと試算されている P

4）
P。 

 

３．１．２ 従来のCO B2 B隔離の経済的評価方法 

隔離技術の経済的評価の側面で特徴的な点は、隔離したCO B2 Bの「リーケージ（漏洩）」を

伴う点である。これに対して従来では、次のような評価基準によるアプローチが行われて

きた。 

① 時点tにおける正味CO B2 B隔離量（貯留量－リーク量）を隔離年数で積算する、

Carbon ton-year Accountingと呼ばれるアプローチ。 

② 時点 tにおける「正味CO B2 B隔離量×炭素価格」の値に対して、割引率を用い

て積算するアプローチ。 

①のアプローチは一番よく利用されるアプローチであり P

5）
P、GWP（Global Warming 

Potential）と類似している。積算期間としては 100 年間を採用することが多い。この方法

の長所は、計算が容易であることと、曖昧さが無い点である。一方で短所は、この方法で

得られる数値だけでは隔離の効果を直接的にはわからないこと、100 年以上の貯留が可能

なものについては、全てリーケージがないものとして扱われる点である。 

②のアプローチの長所は、各時点における炭素価格を反映可能な点である。一方で短所

は、この数値だけでは実際に貯留の持つ効用がわかりにくい点である。 

②のアプローチとして、文献 P

6）
Pでは海洋隔離を例に炭素隔離の永続性の問題を議論する

ために、炭素隔離をリーケージが考慮された“一時的隔離”と捕らえ、“永久的隔離”に対す

る“相対的価値”として示すなどの工夫がなされている。しかし、海洋隔離による放射強制

力の低下を通じた温暖化回避は考慮されていないため、海洋隔離の便益の絶対値を表すこ

とは不可能である。 

なお、エネルギーシステムモデルをベースにした、統合評価モデルによる各種貯留・隔

離技術の評価研究 P

7）
Pもあるが、そのようなモデルの枠組みでは気候変動によるエネルギー
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と経済への影響を扱っており、大気海洋循環は考慮されていない。以上より、リーケージ

を考慮し、かつ経済的便益を数値で提示できる方法の検討が望まれる。 

 

３．１．３ 目的 

そこで本研究では 3.1.2 で指摘した従来アプローチが有する短所を克服すべく、CO B2 B削減

シナリオ別の海洋隔離の位置付けを検討し、海洋隔離実施による地球温暖化回避に伴う経

済的便益を、単位炭素隔離量あたりの金額で求めることを目的とする。 

海洋隔離を実施しなければ、大気中に放出されるCO B2 Bにより経済的ダメージが引き起こ

される。海洋隔離実施による経済的便益とは、海洋隔離実施によりCO B2 Bが千年オーダーで

大気中に放出されないことで、温暖化が回避されたことにより生じる経済的利得とする。 

本研究では次の 2 点を組み合わせ、CO B2 B削減戦略における海洋隔離の位置付けとリーケ

ージを考慮した上で、海洋隔離の便益の絶対額を$/tCにより提示することを試みる。 

① CO B2 B削減戦略における海洋隔離の位置付けを行い、簡易な炭素グローバル循環モ

デルを用いて、対応する海洋隔離実施による大気中CO B2 B濃度を求める。 

② それを用いて全球平均気温上昇を求め、IPCCによるCO B2 B排出シナリオと基準GDP、

マクロ経済影響を算出するダメージ関数を組み合わせることで、経済的便益を求

める。 

ただし、ダメージ関数の推計に不確実性が特に高く、基準となるCO B2 B排出シナリオとGDP、

将来便益の積算期間、適用する割引率なども複数考えられる。そのため、提示する便益の

絶対額も複数の条件下による結果の幅で示すこととする。 

このように、本研究により得られる結果には不確実性が大きく入り込む余地があるもの

の、従来のアプローチでは困難な、海洋隔離の経済的便益を$/tC の数値で明示可能である

点に本研究の意義がある。 

 

３．１．４ 評価方法の概要 

（1）計算方法 

海洋隔離実施前後の大気中CO B2 B濃度の差が全球平均気温の差となり、毎年の経済的便益

を生み出すことになる。この毎年の経済的便益をある期間割引率を用いて総和し、その期

間までの累積の海洋隔離注入量で割ったものにより、経済的便益を示すことになる。海洋

隔離による経済的便益は次の各項から算出し、$/tCの単位で表す。 

 

［海洋隔離による経済的便益］ 

＝ （Σr×GDP）×（ΔD/ΔT）×（ΔT/ΔPCO B2 B）×（ΔPCO B2 B/ΔC） （１） 

 

ここで は海洋隔離実施の有無による差分、各項は年の関数で、次の意味である。 

 

・ Σr：割引後の総和。r は割引率、Σ は年数に関する総和。 

・ GDP：参照とする GDP。外生的に与える。 

・ ΔD/ΔT：全球平均温度 T（℃）の上昇に伴う温暖化によるダメージ D（％GDP）。 
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・ ΔT/ΔPCO B2 B：大気中CO B2 B濃度PCO B2 B（ppm）とTの関係。 

・ ΔPCO B2 B/ΔC：海洋隔離注入量CによるPCO B2 B濃度の変化量。 

 

各項は次のように計算し、ステップにて行う。 

 

ステップ①  （ΔPCO B2 B/ΔC）項：大気海洋陸域マルチボックスモデル P

4）
Pを利用して海洋

隔離実施のシミュレーションを行い、大気中のCO B2 B濃度の変化量を求める。 

ステップ②  （ΔT/ΔPCO B2 B）項：式（２）（ただしP BCO2 B (1765)=279ppm） P

8)
Pを利用するこ

とで、海洋隔離実施による大気中CO B2 B濃度の変化より全球平均温度上昇を計

算する。 
 

ΔT＝2.5(ln(P BCO2 B(t)/P BCO2 B (1765))/ln2  （２） 
 

ステップ③ （ΔD/ΔT）項：Nordhausにより作成されたRICE98 モデル P

9）
Pにおけるダメ

ージ関数を参照し、全球平均温度上昇に伴うマクロ経済影響を算出する。

詳細は文献 P

9）
Pに譲るが、本研究では次式とした。 

 

D=1-1/(1+0.00242ΔT+0.00274ΔT P

2
P)  （３） 

 

ステップ④ （Σr×GDP）項：基準GDPは 2100 年まではSRES（Special Report on Emissions 

Scenario）のB2 のマーカーシナリオのGDP P

10）
Pを用い、2100 年以降は一定と

する。割引率は 2100 年まで一定値を用い、2100 年以降は 2100 年時点での

割引率で一定とする。なお、2100 年以降一定とした割引率については、感

度解析として 2100 年以降一定としない方法等も検討する。 

 

なお（１）式に示すように、本研究では海洋隔離実施に伴うCO B2 B分離回収に要するエネ

ルギーなどの費用を差し引いた純利益を示すものではなく、海洋隔離実施による温暖化回

避の便益のみを試算し提示するものとする。 

 

（2）海洋隔離に着目したCO B2 B削減シナリオ 

経済的便益の算出は次の考え方で行う。 

 

①  S550 達成を政策目標とする。 

②  BAU（Business-As-Usual）からS550 への複数のCO B2 B排出削減シナリオにおける、

海洋隔離の位置付けを明確にする。 

③  削減シナリオ別の「海洋隔離の経済的便益」算出方法を考える。 

④  「海洋隔離の経済的便益」を将来選好の幅で示す。ここで将来選好とは、「経済

的便益の積算期間」と「割引率」を意味している。 

 

IPCCから発行されている最新の大気濃度安定化のシナリオとして、1994 年に発行された

最終大気濃度 550ppm安定化（S550）P

11）
Pを用い、S550 達成を政策目標とする。次にBAUの
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CO B2 B排出シナリオ（SRES-B2 をデフォルトとする）からS550 を達成するCO B2 B削減戦略シナ

リオを考える。海洋隔離に着目すると、表 3.1.4-1 に示す 3 つのシナリオが考えられる。 

なお、シナリオ①以外では、「SRES-B2 で 10GtC/yr の排出量となる 2030 年から、その 1

割に相当する 1GtC/yr を、太平洋中層放流による海洋隔離により 2100 年まで削減する」も

のとする。シナリオ①でも削減すべき全量を太平洋中層放流による海洋隔離を想定して解

析を行った。 

なお、本研究においては、数百年にわたる世界全体の海洋隔離実施に伴う経済的便益を

示すことを目的としている。そのため、シナリオ①ほどの大規模な海洋隔離を実際に実施

するにあたって想起される技術的制度的な制約は考慮せず、簡略に太平洋中層放流による

全量海洋隔離を想定して解析を行い、複数地点と複数深度におけるCO B2 B海洋隔離実施を想

定した解析は今後の課題とした。 

 

 

表 3.1.4-1 海洋隔離に着目したBAUからS550 を達成するCO B2 B削減シナリオ 

シナリオ名 削減シナリオ 海洋隔離の位置付け 
海洋隔離によるCO B2 B削減の 

シミュレーション方法 

シナリオ① 海洋隔離のみ 
唯一の大規模に実行可能

で効果的な削減技術 

BAU から S550 を実現する排出

プロファイルまで、全て海洋隔

離で削減する。 

シナリオ② 
海洋隔離 →他

技術 

即効性、大規模実効性のあ

る削減技術で、優先的に実

施される。（他削減技術の

「順調で確実な」実施が

「担保」されて Uいない U） 

BAU排出ラインから 2030 年～

2100 年まで 1GtC/yr 海洋隔離

により削減する（S550 の達成

は他技術により可能と想定す

る）。 

シナリオ③ 
他技術 →海洋

隔離 

CO B2 B削減対策の優先順位で

は、海洋隔離技術は最後の

手段。（他削減技術の「順

調で確実な」実施が「担保」

されて Uいる U） 

2030 年～2100 年まで 1GtC/yr

海洋隔離を最後に実施するこ

とで S550 が達成される（BAU

から海洋隔離の実施までは他

技術により可能と想定する）。
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３．２ 評価の前提 

 

３．２．１ 大気海洋陸域マルチボックスモデル 

Sorai & Ohsumi P

4）
Pにより開発されたマルチボックスモデル（図 3.2.1-1）には、CO B2 Bのグ

ローバル循環を支配する主要な生物地球化学的プロセス、すなわち、海洋熱塩循環、溶解

度ポンプ、生物ポンプ、アルカリポンプ、陸域生物生産活動が全て取り込まれている。特

に、海洋ボックスは、海洋熱塩循環を反映させるために、北極海（表層、中層）、北大西洋

（表層、中層、深層）、南大西洋（表層、中層、深層）、インド洋（表層、中層、深層）、太

平洋（表層、中層、深層）、南極海（表層、中層）に細分化されており、ボックス間の海水

流動はSchmitz P

12）
Pの海洋熱塩循環の解析結果に基づき与えられている。一方、陸域の一次

生産量に対しては、CO B2 B施肥効果および温暖化効果が考慮されている。これらの特徴を有

する本マルチボックスモデルでは、海洋中深層へ希釈溶解型CO B2 B海洋隔離技術を表現する

ことが可能であり、CO B2 Bを注入する海域および深度の違いについては、リーケージを反映

した大気中CO B2 B濃度の違いとなって計算されている。 

 

 

AtmosphereAtmosphere

Air Sea CO
2

Exchange (Solubility PumpSolubility Pump)

： CO
2

or Carbon Transfer

： Advection of Sea Water

LandLand

Plant

Soil

DecompositionDecompositionNet Primary Net Primary 

ProductionProduction

DecompositionDecomposition

Arctic
(surface)

North
Atlantic
(surface)

Indian
(surface)

Pacific
(surface)

Antarctic
(surface)

North
Atlantic
(middle)

North
Atlantic
(deep)

South
Atlantic
(deep)

Indian
(middle)

Indian
(deep)

Pacific
(middle)

Pacific
(deep)

South
Atlantic
(middle)

South
Atlantic
(surface)

Arctic
(middle

&
deep)

Antarctic
(middle

&
deep)

Deep OceanDeep Ocean

Surface Surface 

OceanOcean

Middle Middle 

Ocean Ocean 

Alkalinity Alkalinity 

PumpPump

Biological PumpBiological Pump200200mm

20002000mm

AtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphere

Air Sea CO
2

Exchange (Solubility PumpSolubility Pump)

： CO
2

or Carbon Transfer

： Advection of Sea Water

LandLand

Plant

Soil

DecompositionDecompositionNet Primary Net Primary 

ProductionProduction

DecompositionDecomposition

Arctic
(surface)

North
Atlantic
(surface)

Indian
(surface)

Pacific
(surface)

Antarctic
(surface)

North
Atlantic
(middle)

North
Atlantic
(deep)

South
Atlantic
(deep)

Indian
(middle)

Indian
(deep)

Pacific
(middle)

Pacific
(deep)

South
Atlantic
(middle)

South
Atlantic
(middle)

South
Atlantic
(surface)

South
Atlantic
(surface)

Arctic
(middle

&
deep)

Arctic
(middle

&
deep)

Antarctic
(middle

&
deep)

Antarctic
(middle

&
deep)

Deep OceanDeep Ocean

Surface Surface 

OceanOcean

Middle Middle 

Ocean Ocean 

Alkalinity Alkalinity 

PumpPump

Biological PumpBiological Pump200200mm

20002000mm

 

図 3.2.1-1 大気海洋陸域マルチボックスモデルの概要 

 

 

３．２．２ CO B2 B排出量とGDP（SRESシナリオ P

10）
P） 

IPCC のいわゆる SRES シナリオ（Special Report on Emission Scenarios）では、21 世紀の

将来社会がどのような発展を遂げるかにより、「経済と環境」、「グローバリズムとリージョ

ナリズム」の 2 軸を組み合わせて、A1、A2、B1、B2 という 4 つの叙述的シナリオとそれ

に基づく将来像に類型化している。 

A1 シナリオは、「高成長社会シナリオ（グローバル経済）」と捉えることが出来る。マー

ケットの利点を活用して、世界中がさらに経済成長を遂げ、教育、技術、そして社会制度

に大きな革新が生じるシナリオである。 
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A2 シナリオは、「多元化社会シナリオ（地域経済）」と呼べるものである。世界の各地域

が固有の文化を重んじ、多様な社会構造や政治構造を構築していくことによって、世界の

経済や政治がブロック化していくことを仮定している。 

B1 シナリオは「持続発展型社会シナリオ（地球規模の環境保全）」であると言える。環

境や社会への高い関心に基づいて、地球公共財としての環境の保全と経済の発展を地球規

模で両立し、バランスのとれた経済発展を図るシナリオである。 

B2 シナリオは「地域共存型社会シナリオ（地域からの環境保全）」と呼ぶことができよ

う。環境や社会への高い関心に基づくが、地球規模の問題への関心や国際的な問題解決と

いう方向に向かわず、地域の問題と公平性を重視して、ボトムアップの方向で発展を図る

シナリオである。 

人口については、A1、B1 とも、21 世紀半ばでピーク（87 億人）に達し、その後は減少

を続けるとしている。これに対し、A2、B2 では、出生パターンの地域間収斂が緩やかで

あるため、緩やかな増加を続け、今世紀末に A2 では 150 億人、B2 では 104 億人にまで達

することとしている。 

経済成長（GDP）については、A1 が年平均 2.9%の最高成長率で、今世紀末には 550 兆

U.S.$に達するとしている。また、B1 では経済構造がサービス・情報経済へと急激に変化

し、今世紀末の GDP は 350 兆 U.S.$としている。一方で、A2、B2 の GDP は今世紀末時点

で 250 兆 U.S.$程度にとどまるとしている。 

IPCC の SRES シナリオでは、以上の 4 つの異なる世界の発展将来像を提示している。こ

れに対応して炭素排出やエネルギー需要などのシナリオも異なってくる。図 3.2.2-1 には

SRES による炭素排出シナリオ、図 3.2.2-2 には GDP と人口シナリオを示す。本研究では

B2 シナリオの GDP を用いて評価を行っている。 

 

 

 

 

図 3.2.2-1 SRES での炭素排出シナリオ（IPCC-SRES 報告書より転載） 
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図 3.2.2-2 SRES での GDP と人口のシナリオ（IPCC-SRES より作成） 

 

 

３．２．３ 化石燃料（Rognerの推定 P

13）
P） 

化石燃料資源については USGS の Masters や Colorado School of Mines の Champbell など

複数のところから出されているが、最近では第 17 回世界エネルギー大会での Rogner によ

る化石燃料資源の見積もりが主流の見方となっている。Rogner による見積もりの大きな特

徴は、非在来型化石燃料資源の見積もりも行ったために、化石燃料資源は安価で豊富に存

在するというものである。 

非在来型原油としては、オイルシェール、天然ビチュメン（タールサンド）、重質油、

深海油田を対象とし、非在来型天然ガスとしては、デボン紀シェール・ガス、タイトサン

ド・ガス、地下帯水層、石炭層ガス（コールベッドメタン）、メタンハイドレード、深層ガ

スを対象としている。Rognerによると、過去のトレンドから 21 世紀の技術的・経済的進歩

を仮定し、表 3.2.3-1 に示すResource Base (= Reserves + Resources)に相当する 5、084GTOE

（Giga Ton of Oil Equivalent：石油換算 10 P

12
Pトン）が 21 世紀に利用可能な資源量であると

している。なおTOEとCとの変換は「エネルギー・経済統計要覧」を参照し、石炭 1.08

（tC/TOE）、石油 0.837（tC/TOE）、天然ガス 0.641（tC/TOE）を用いた。これにより炭素換

算で 4、911GtCとなる。 

マルチボックスモデルのシミュレーションにおいては、2100 年まではSRESのB2 シナリ

オの炭素排出量に従って化石燃料を消費し、2100 年以降は 1999 年から 2100 年までの化石

燃料使用量を排出可能量(2、955GtC)から除いた残りを直線的に減少させた。なお、大気CO B2 B

分圧の最終定常値が 550ppmvとした場合の 1999年以降で排出可能な炭素量(2、955GtC)は、
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全球炭素量(47、205GtC)から 1999 年時点での全球炭素量(44、250GtC)を差し引くと得られ

る。因みにRogner推定値約 5、000GTOEを全量燃焼して大気へ放出すると、大気CO B2 B分圧

の最終定常値は約 800ppmに達する。 

 

表 3.2.3-1 Rogner による全世界での化石燃料資源量（GTOE） 

 Consumption 

 
1860－

1994 
1994 

 
Reserves 

 
Resources P

b
P

 

 
Resource 

base P

c
P

 

 
Additional

occurrences

Oil         

  Conventional 103  3.21  150  145  295   

Unconventional 6  0.16  183  336  519  1、824  

Natural gas         

Conventional P

a
P

 48  1.87  141  279  420   

Unconventional ―  ―  192  258  450  387  

  Clathrates ―  ―  ―  ―  ―  18、759  

Coal 134  2.16  1、003  2、397  3、400  2、846  

Total fossil         

  Occurrences 291  7.40  1、669  3、415  5、084  23、815  

a Includes natural gas liquids. 
b Reserves to be discovered or resources developed to resources. 
c Resource base is the sum of reserves and resources. 
 
 

３．２．４ CO B2 B削減における海洋隔離の位置付け（海洋隔離シナリオ） 

CO B2 Bのグローバル循環という観点からは、現在実施あるいは技術開発が進んでいるCO B2 B

地中貯留技術についても、リーケージの可能性を考慮すべきであり、本研究対象である海

洋隔離技術との共通する特徴を有している。しかしCO B2 B地中貯留技術の適用については、

各国の置かれた地質条件の違い、技術を担う主体の熟練度、それを支える社会的文脈など

を考えると、国際的な合意を必須の条件とする海洋隔離とは区別して論じることとすべき

である。従って以下「CO B2 B削減対策、技術開発および普及、実行」のCO B2 B海洋隔離以外の

他の技術の中に組み込まれているものとして議論を進める。 

S550 達成を政策目標と定めた時、海洋隔離を中心としたCO B2 B削減戦略における海洋隔離

の位置付けを考えると、次の 3 つが考えられる。 

 

シナリオ① 海洋隔離のみで S550 を達成 

・ 状況＝あらゆるCO B2 B削減対策、技術開発および普及、実行が順調に行かず、海洋隔離技

術に対して積極的に期待が持たれ、隔離技術を全面的に利用実施することで、全ての

CO B2 B削減をはかることに社会的合意が十分得られている状況。隔離技術が唯一の実行可

能なCO B2 B削減手段となっている。 

・ 海洋隔離の位置付け＝唯一の大規模に実行可能で効果的なCO B2 B削減手段とされる。 
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シナリオ② 海洋隔離→他技術で S550 を達成 

・ 状況＝他技術によるCO B2 B削減の実効性、確実性が懸念されるために、隔離技術がCO B2 B

削減技術の一翼を担う以上に即効性のある、大規模なCO B2 B削減効果をもたらす技術とし

て期待され、国民の意識も何よりもCO B2 B削減量を少しでも確実に多く確保したい場合に、

海洋隔離技術の利用推進に支持が得られている状況。 

・ 海洋隔離の位置付け＝他のCO B2 B削減技術対策が「順調で確実に」実施されることが「担

保」されていないために、海洋隔離技術は即効性、大規模実効性のある削減技術とさ

れている。 

 

シナリオ③ 他技術→海洋隔離で S550 を達成 

・ 状況＝海洋隔離技術によるCO B2 B削減に対する積極的利用推進への社会的合意が得られ

ている状況。ただし経済性、効果、リグレット等の観点から、各削減技術の実施に優

先順位の意味付けが存在し、その順位に従い各CO B2 B削減技術対策の「順調で確実な」実

施が「担保」されていることが前提となっている。 

・ 海洋隔離の位置付け＝他のCO B2 B削減技術対策が「順調で確実に」実施されることが「担

保」されていることが前提であるため、各種CO B2 B削減技術のなかでの優先順位の意味付

けでは、海洋隔離技術は最後の手段とされている。 

 

 

３．２．５ W.D.Nordhausのダメージ関数の概略 P

9、14）
P

 

W.D.Nordhausは米国の著名な経済学者であり、経済成長と地球温暖化による影響を統合

したシミュレーションにより評価する第 1 人者である。温暖化による経済的影響評価は

1990 年代前半までが第 1 世代の影響評価として、IPCCの第 2 次報告書などに収められてい

る。その当時は全球平均温度上昇として 2.5℃～3℃程度をベンチマークとして、主に欧米

の農業や海面上昇、エネルギーへの影響を対象としていた。Nordhausは 1990 年前半に構築

したDICE（Dynamic Integrated model of Climate and the Economy）モデルでは、第 1 世代の

地球温暖化による農業、海面上昇、エネルギー、その他の 4 部門の経済的影響評価をもと

に、GDPに対して 0.0133[ΔT(t)/3] P

2
Pのダメージが発生する（ΔTは全球平均温度上昇、tは時

点、3 はベンチマーク温度上昇を 3℃としている）いう関数形で表現している。 

その後の 1990 年代後半には、DICEモデルを地域分割したRICE（Regional Integrated model 

of Climate and the Economy）においては、経済的影響評価の部門を、農業、海面上昇、他

脆弱な市場部門（エネルギーのみ）、健康、非市場部門アメニティー（“時間利用”のみ）、

人間居住と生態系、カタストロフィックインパクト（例えば熱塩循環の崩壊、アジアモン

スーンの変化等々）の 7 部門に拡張している。部門毎にベンチマークの経済的影響を再評

価し、全球平均温度上昇に対する関数形を決め、地域毎および世界全体への経済的影響と

して全球平均温度上昇に対する 1 次・2 次の関数形で処理している。本研究では世界全体

への経済的影響である、1/(1+0.00242ΔT(t)+0.00274ΔT(t) P

2
P)を利用している。なお、海洋隔

離による直接的な影響は科学的知見の蓄積が不足していることから、本研究では対象とし
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ていない。 

 

３．２．６ 割引率 P

15）
P

 

割引率は、将来における経済的な価値を、現在の価値に換算するためのものである。割

引率には次の２つの性質が含まれる。１つは、預金金利の利子のようなもので、将来の 100

万円の価値は、現在の 10 万円に換算される。もう１つは、同じ 100 万円を宝くじで受け取

れるのなら、１年後に受け取ることができるよりも、明日すぐにでも受け取りたい、とい

う人間の心理によるものである。この２つの側面を持っている割引率の値を、具体的にど

のように設定すべきかは、対象としている問題によりケースにより異なる。本研究のよう

な数百年オーダーの超長期にわたる問題に対して、何年先まで便益を積算し、どのような

割引率を採用するかは難問 P

16）
Pである。地球温暖化のような長期的問題に割引率を適用する

ことに関して、経済学者の意見は大きく異なり、通説的なものは存在しない。 

・ Broome：割引率 0 

・ Henderson&Bateman：指数関数的な割引率 

・ Bradford、 Manne：長期プロジェクトに”通常”使われる割引率 

・ Dasgupta：短期プロジェクトに”通常”使われる割引率 

・ Kopp&Portney：割引率は 30～40 年の期間にしか適用できない 

・ Weitzman：0～25 年＝3～4％、26～75 年＝2％、76～300 年＝1％、300 年～＝0％ 

・ Cline：0～30 年＝5％、30 年～＝1.5％（ただし 30 年以降は 0 年からの割引値を用いる） 

100 年を超える超長期の問題に対して、何年先まで便益を積算し、どのような割引率を

適用するかは、将来をどう見るか、人により大きく異なる。そこで本研究ではこれを将来

に対する選好と捉え、複数の便益期間と割引率により結果を示した。具体的には、超長期

にわたる割引率として、１％と２％の２通りとした。 

 

３．３ 試算結果 

 

３．３．１ 海洋隔離実施のシミュレーション 

シナリオ 1、 2、 3 に対応するマルチボックスモデルに与える大気排出量と海洋隔離注

入量を図 3.3.1-1 のa)に示し、それによる海洋隔離実施のシミュレーション結果のうち、大

気中CO B2 B濃度の計算結果を図 3.3.1-1 のb)に示す。すなわち、海洋隔離実施有無の大気中CO B2 B

濃度の差が全球平均気温の差となり、毎年の経済的便益を生み出すことになる。この毎年

の経済的便益をある期間割引率を用いて総和し、その期間までの海洋隔離累積量で割った

ものにより示すことになる。 
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図 3.3.1-1 （左列a）削減シナリオを実現する大気排出量と海洋隔離注入量のプロファイ

ル（マルチボックスモデルへの入力データ）および（右列b）大気中CO B2 B濃度（マルチボッ

クスモデルからの出力結果） 

 

３．３．２ 海洋隔離による経済的便益 

海洋隔離による経済的便益を、隔離便益の積算年数の関数により示した結果を図 3.3.2-1

に示す。結果は、シナリオ①、 ②、 ③の 3 通りに対して、年率 1％と 2％の割引率を適用

したものである。横軸の一番右の「大気海洋CO B2 B濃度平衡時」とは、海洋隔離実施が有る

時と無い時の両場合において、大気中と海洋中のCO B2 B濃度がほぼ一致する状態のことを意

味し、この状態になる数百年以上の将来時点以降においては、海洋隔離実施に伴う経済的

便益が増加せずに飽和する。即ち、経済的便益の最大値を示している。 

割引率の適用は 2000 年を基準として 2100 年までは上記の割引率を用い、2100 年以降は

割引率 0％としている。割引率により海洋隔離による経済的便益は大きく変わり、割引率

1%を適用した時の経済的便益は、割引率 2％の経済的便益の約 1/3 となった。因みに、割

引率を 2100 年以降一定とせず継続する場合は、割引率 2％の各シナリオでは 2300 年以降

の経済的便益はほぼ一定となる。 
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また、積算年数の増加に対して海洋隔離による経済的便益は単調に増加する。海洋隔離

実施を終了した 2100 年以降も経済的便益が増加する理由は、図 3.3.1-1(b)の斜線部で示さ

れているように、海洋隔離実施による大気中CO B2 B濃度の低減が 2100 年以降も継続している

からである。 

ここで、海洋隔離を積極的に実施した場合「大気海洋CO B2 B濃度平衡時」で示される経済

的便益の最大値でみると、積極的実施が大きな経済的便益をもたらす結果となったが、そ

こへ到る過渡的時期においては必ずしも経済的便益が大きくなるとは限らず、むしろ図

3.3.2-1 中の 2300 年までの時間軸においては、シナリオ②、③は大差なくほぼ同じ値で、

シナリオ①はこれらより低い値になっている。 

これは先に述べた海洋隔離実施後の経済的便益の継続的増加と関連している。シナリオ

①では 2100 年以降も大規模な海洋隔離を実施しているため、累積の海洋隔離実施量である

経済的便益の分母の値は引き続き増加する。その一方で、シナリオ②、③では海洋隔離実

施を 2100 年で終了しているため、経済的便益の分母の値は 2100 年以降一定となり、分子

のみが増加する。このために経済的便益の値は 2100 年以降急増し、図 3.3.2-1 のグラフで

示す 2300 年までの時間軸の範囲では、経済的便益はシナリオ①以外がシナリオ①を上回っ

ている結果となっている。 

以上より、この時間軸上においてはCO B2 B削減を全量海洋隔離により実施するシナリオ①

より、部分活用のシナリオ②や③の方が経済的便益の上では有利である。このように本評

価では、海洋隔離シナリオにより相当な幅があるがあるものの、2300 年までの時間軸にお

いては経済的便益が得られることが確認された。 

また、気候感度によって得られる経済的便益は大きく変わる。図 3.3.2-2 はシナリオ③で

割引率 1%/yr の場合の、気候感度を IPCC が推奨する 1.5�～4.5℃の範囲で変化させた場合

の経済的便益の範囲を示している。気候感度が 1.5℃の場合は、デフォルトの 2.5℃の場合

と較べると約半減し、4.5℃の場合は約 2.5 倍にまで増加する。 

なお実施コストについては、最も低い値（74$/tC） P

17）
Pと最も高い値（339$/tC） P

18）
Pを記

し、その幅を示している。コスト最小の場合は、CO B2 B回収貯留付IGCCであり、プラントか

ら 100km離れた沿岸域にCO B2 Bを輸送し、その後もパイプラインで注入場所まで運搬後、

2000m深度に隔離するケースである。コスト最大の場合は、排ガス分離回収型改質メタノ

ール火力発電であり、500km離れた注入地点までパイプライン輸送した後に、3000m深度

に注入するケースである。 

CO B2 Bのグローバル循環を支配する主要な生物地球化学的プロセスが組み込まれているマ

ルチボックスモデルを用いて、海洋隔離実施のシミュレーションを行い、海洋隔離による

大気中CO B2 B濃度低減とそれに伴う温暖化回避による経済的便益を試算した。今回用いた

Nordhausのダメージ関数によると、海洋隔離実施による経済的便益は 

①  BAUからS550 へのCO B2 B排出削減シナリオ別における、海洋隔離技術の位置付け 

②  将来選好（何年先の将来まで考えるか＝積算期間年数、将来の価値をどれだけ割引く

か＝割引率） 

により大きく異なるものの、海洋隔離が長期的には数百～千$/tC オーダーの経済的便益
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をもたらし得るとともに、海洋隔離の実施コストを上回ることが示唆された。 
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図 3.3.2-1 海洋隔離による経済的便益（便益の積算年数と割引率により複数示す。気候感

度 2.5℃の場合） 
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図 3.3.2-2 気候感度を変化させた場合の海洋隔離による経済的便益（シナリオ③の場合） 
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３．４ その他の調査検討項目（環境影響評価の現状） 

海洋隔離実施による温暖化回避の経済的影響の軽減（すなわち便益）として評価するの

に、本研究では Nordhaus が構築したダメージ関数を利用した。それに先立ち、他の環境影

響評価に関する調査を行ったので、それを記す。今後、独自に環境影響を体系立てて評価

するのに参考になるものと思われる。 

 

３．４．１ IPCC 報告書等における環境影響評価 

IPCC で挙げられている地球環境への様々な影響を体系的に整理する方法として、経年で

の影響と、単年（季節的）の影響の 2 種類に区分する方法を試みた。 

・ フロー型：単年の影響（例：農作物は単年での収穫に依存） 

・ ストック型：経年の影響（例：海面上昇、氷河の後退、南極氷の溶出、等々） 

ただしフロー型影響も蓄積するとストック型影響（例：農作物の収穫への影響が数年続

くと農作地の放棄につながる）になるとも捉えられる。そのため、影響で捉えるよりも、

気候変化が単年的（季節的）か経年的か、の方がクリアに整理できると考えられる。そこ

で、日本語訳IPCC-TAR-WGIIのTechnical Summary P

19）
Pの太字記述個所全てに対して、記述

されている影響の原因となる気候変化が単年的か経年的かにより整理した。 

その結果、「水文・水資源」「農業・食料安全保障」「陸上・淡水生態系」「沿岸域・海洋

生態系」「人間健康」「人間居住・エネルギー・産業」「保険・他金融サービス」の各部門に

影響を与える気候変化として「気温上昇」「降水量」「極端な気象現象」「ENSO などの自然

変動モード」「陸海域の氷雪面積の減少」「海水温・海水面の上昇」などが挙げられ、表

3.4.1-1 のようなマトリックスが作成可能と考えられる。 

以上は影響を与える原因となる気候変化により、影響を受ける部門の対応を整理したも

のであるが、各部門における影響の内容の記述から、影響の内容を次の 4 種類に分類可能

であることがわかった。ただし、これらの項目はそれぞれ独立事象にはなっていないので、

更なる整理が必要である。 

・ フィードバックがあるもの（例：ツンドラ地帯での温暖化によるメタン発生） 

・ 閾値があるもの（例：イネの生育、農作物・森林の成長、熱射病） 

・ 地域間移動があるもの（例：移住、蚊・マラリアの影響地域、植生の移動） 

・ 不可逆的変化があるもの（例：氷河や南極の氷の溶出） 

 

 

表 3.4.1-1 影響部門と気候変化の対応関係マトリックスイメージ 

気候変化 

 

影響部門 

気温

上昇 

降水

量 

極端

な現

象 

熱塩

循環

自然変

動モー

ド 

陸海氷・

積雪面積

の減少 

海面水温・

水位の上昇

水文・水資源 SSS       FFF          SSS    SSS    

農業・食料安全保障 SSS    SSS    FFF /// SSS                

－ 152 －



陸上・淡水生態系 SSS       FFF /// SSS       FFF    SSS       

沿岸域・海洋生態系 SSS       FFF /// SSS             SSS    

人間の健康 SSS    SSS    FFF             SSS    

人間居住・エネルギー・

産業 
      FFF /// SSS                

保険・他金融サービス SSS       FFF       FFF          

F：フロー型の影響、S：ストック型の影響 

 

 

３．４．２ ライフサイクル影響評価（LCIA） 

LCIA では地球環境に限らない多様な環境影響を単一指標に統合化する研究が進められ

ている。統合化手法には大別して問題比較型と被害算定型がある。問題比較型とは、イン

ベントリーの排出からミッドポイント（例：放射強制力）における影響までは科学的知見

を用い、単一指標にする際に主観的価値判断を利用する方法である。 

被害算定型統合化手法では、例えば 10 項目以上の放射強制力の変化やオゾン層破壊な

どの「インパクトカテゴリ（ミッドポイントとも言う）」から、3～5 項目程度の人間健康

や社会資産などの「保護対象」までの間を、「カテゴリエンドポイント」と呼ばれる熱スト

レスやマラリア、植生、皮膚癌などを通じて、因果関係を科学的知見に基づいてリンクし

ている。 

最近の主流は被害算定型になっており、被害算定型の事例としてはEPS、ExternE、

Eco-Indicator ’99、LIME P

20）
Pなどが挙げられる。被害算定型では、各インベントリー排出あ

たりの各保護対象の被害量で処理して表示される（例：炭素排出に伴う温暖化を通しても

たらされる人間健康影響の場合、DALY/t-Carbonなどとなる）。これらに対して、コンジョ

イント分析等を用いて、異なる単位を持つ保護対象間を金銭などの単一指標にしている。 

影響評価は地域（欧州、日本など）を対象としているため、精緻な評価がなされている。

LCIA では 2100 年までの影響も含めて現時点での排出量による影響と処理しているものの、

海洋隔離の便益は数百年オーダーで発生するため、海洋隔離の経済的便益評価には

Nordhaus ダメージ関数の方が親和性が高いものと考えられる。 
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第４章 まとめと今後の課題 

 

４．１ まとめ 

４．１．１ 海洋隔離の有効性評価 

海洋のCO B2 B隔離能力を評価するために、大気－海洋－陸域マルチボックスモデルを

用いて、450～1,000ppm安定化シナリオに対する海洋のCO B2 B隔離ポテンシャルの計算を

実施した。このモデルは、CO B2 Bのグローバル循環を支配する主要な生物地球化学的プ

ロセス、すなわち、海洋熱塩循環、溶解ポンプ、生物ポンプ、アルカリポンプおよび

陸域生物生産活動が全て取り込まれている。特に、海洋ボックスを水平方向および鉛

直方向に細分化することにより、海洋循環の再現が可能にしている。一方、陸域生態

系における生物生産活動に関しては、CO B2 B施肥効果および温暖化効果が考慮されてい

る。このモデルを用いて大気中CO B2 B安定化濃度に対応した隔離量を算出した結果、大

気中CO B2 B濃度が 550ppmに安定化するシナリオの場合、約 1,600Gt-Cに相当するCO B2 Bを

海洋が吸収可能であることが分かった。また、海洋中深層へ希釈溶解したCO B2 Bの隔離

期間について検討した結果、2015 年から約 2300 年までの間SRES-B2 の 550ppm安定化

シナリオに従うCO B2 B排出量の 80%～100%を希釈溶解した場合、大気中CO B2 B濃度は約

2,000 年先に安定化するまで 550ppmを越えないことを確認できた。すなわち、海洋隔

離するCO B2 Bは目的の安定化濃度を超えて大気中へ「戻る」ことはなく、80%～100%希

釈溶解の条件では隔離期間は実用上「数 1,000 年以上」となる。  

3 次元数値モデルを使用して、北極海を除く全球海洋を対象とした海洋流動場のシ

ミュレーション、低次生態系に基づく物質循環シミュレーション、および人為起源CO B2 B

の排出シナリオを適用したCO B2 B拡散シナリオシミュレーションを実施した。シミュレ

ーションは、水平 4 度メッシュ、鉛直層数 30 層の解像度を適用した。人為起源CO B2 B

を 100%大気中に排出した条件でのシナリオシミュレーションでは、計算開始から 220

年後頃に大気CO B2 B濃度のピークを向かえ、その後は減少した。排出シナリオは大気CO B2 B

濃度 550ppm安定化シナリオを適用したが、本モデルでは 550ppmに到達後も濃度の減

少が続くものとなった。これは沈降粒子に伴う海底からの炭素除去がコンスタントに

継続することと、海底でのフラックスを含めて全体的に炭素の循環速度が速く評価さ

れている可能性のあることが原因と思われた。人為起源CO B2 Bを 100%大気中に排出した

ケースと 100%海洋に隔離したケースとを比較した。その結果、海洋隔離した場合と

しない場合との最大濃度の差は 315ppmと評価された。海洋隔離したケースでは、排出

されたCO B2 Bによって増加した全炭酸濃度が、海洋全体に拡散しつつ水深 500～1,000m

付近に高濃度で滞留することが分かった。一方、大気に排出したケースでは、高緯度

帯から吸収されたCO B2 Bが亜熱帯ジャイアを中心に、表層から水深 1,500m程度の範囲に

蓄積される結果になった。さらに、高緯度帯の混合過程により深層へも速やかにCO B2 B

が輸送され、結果的に中層が最も全炭酸濃度の増加の遅い場所になった。なお、海洋

内部での鉛直方向の拡散は、インド洋が最も強く、太平洋が最も弱かった。  

ボックスモデルの妥当性を検証するために、3 次元モデルとの比較検証を行った。
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ここでは、特に、人為起源CO B2 Bを単純に大気中に放出するケースにおいては、500 年

程度の時間スケールに限定すると、ボックスモデルと 3 次元モデルにおいて顕著な差

はないことが確認された。一方で、CO B2 Bを海洋に隔離するケースについては、注入後

のCO B2 B濃度の違いから、CO B2 Bの海洋内での挙動が異なり、結果的に両者のモデルで大

気CO B2 B濃度に乖離が生じることが示された。これに関しては、少なくとも定常状態に

至る過渡プロセスを議論する上では、ボックスモデルの適用に際して留意すべき点で

あると考えられる。しかしながら、全球的なCO B2 B濃度変動予測が早急に求められるよ

うな状況では、マルチボックスモデルは大気中のCO B2 B濃度を計算する手法として有用

なツールとなることが示された。  

 

４．１．２ 海洋隔離の経済性評価  

海洋隔離の経済性については、CO B2 B削減シナリオ別の海洋隔離の位置付けを検討し、

海洋隔離実施による地球温暖化回避に伴う経済的便益を、単位炭素隔離量あたりの金

額で求めることを目的として、評価モデルを開発し経済性評価を行った。  

地球温暖化の影響として、大気中に放出されるCO B2 Bにより経済的ダメージが引き起

こされることが考えられている。そこで、海洋隔離実施による経済的便益とは、海洋

隔離実施によりCO B2 Bが千年オーダーで大気中に放出されないことで、温暖化が回避さ

れたことにより生じる経済的利得とした。本研究では、以下の 2 点の組み合わせによ

り、CO B2 B削減戦略における海洋隔離の位置付けとリーケージを考慮した上で、海洋隔

離の便益の絶対額を$/tCにより提示することを試みた。  

① CO B2 B削減戦略における海洋隔離の位置付けを行い、簡易な炭素グローバル循

環モデルを用いて、対応する海洋隔離実施による大気中CO B2 B濃度を求める。 

② それを用いて全球平均気温上昇を求め、IPCCによるCO B2 B排出シナリオと基準

GDP、マクロ経済影響を算出するダメージ関数を組み合わせることで、経済

的便益を求める。  

ただし、ダメージ関数の推計に不確実性が特に高く、基準となるCO B2 B排出シナリオ

とGDP、将来便益の積算期間、適用する割引率なども複数考えられた。そのため、提

示する便益の絶対額も複数の条件下による結果の幅で示すこととした。このように、

本研究により得られる結果には不確実性が大きく入り込む余地があるものの、従来の

アプローチでは困難な、海洋隔離の経済的便益を$/tCの数値で明示可能である点に本

研究の意義がある。  

CO B2 Bのグローバル循環を支配する主要な生物地球化学的プロセスが組み込まれてい

るマルチボックスモデルを用いて、海洋隔離実施のシミュレーションを行い、海洋隔

離による大気中CO B2 B濃度低減とそれに伴う温暖化回避による経済的便益を試算した。

今回用いたNordhausのダメージ関数によると、海洋隔離実施による経済的便益は、①  

BAUからS550 へのCO B2 B排出削減シナリオ別における、海洋隔離技術の位置付け、②将

来選好（何年先の将来まで考えるか＝積算期間年数、将来の価値をどれだけ割引くか

＝割引率）により大きく異なるものの、海洋隔離が長期的には数百～千$/tCオーダー

の経済的便益をもたらし得るとともに、海洋隔離の実施コストを上回ることが示唆さ
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れた。また、海洋隔離シナリオにより相当な幅があるがあるものの、2300 年までの時

間軸においては経済的便益が得られることが確認された。さらに気候感度によって得

られる経済的便益は大きく変わることが示された。  

 

４．２ 今後の課題  

本技術開発は、地球温暖化対策として海洋隔離の有効性を明らかにし、国際法上の

合意と社会的合意を得て、実海域実験の許認可取得が可能な状況を創出することを目

標に、海洋のCO B2 B隔離能力と隔離効果の技術評価／経済評価、ロンドン条約などの国

際法上でのCO B2 B海洋隔離技術の位置付けの検討が行われた。  

CO B2 B隔離能力と隔離効果の技術評価に関しては、海洋のCO B2 B隔離ポテンシャルの推

定と、海洋隔離実施にともなう大気中CO B2 Bの長期変動を予測可能とするために、地球

化学的プロセスが再現可能な大気－海洋－陸域マルチボックスモデルを用い計算を実

施してきた。課題として、マルチボックスモデルの予測精度と信頼性の向上のために、

生態系モデルが組み込まれた３次元モデルとの比較検討の成果を、マルチボックスモ

デルに反映させ、今後も海洋隔離の有効性に関するシナリオの整理、関連する研究と

の比較等の継続が望まれる。また、本成果は今後の大気中CO B2 B濃度安定化シナリオの

検討に際して有効なツールを提供することが可能となることから、関連する分野への

情報発信に努めることが課題である。  

CO B2 B海洋隔離技術の経済評価に関しては、大気中のCO B2 B増加にともなう地球温暖化

影響を海洋隔離技術により回避した場合の経済的便益を評価することで、海洋隔離技

術の有効性向上を目指している。経済的便益の計算には、地球温暖化影響によるGDP

の変動を考慮した経済評価モデルを開発し、大気中CO B2 B濃度 550ppm安定化シナリオを

実現させるための数種の海洋隔離シナリオに基づく計算を実施し、経済的便益を隔離

CO B2 Bの１トン当たりの金額での表現すること可能になった。経済的便益は、海洋隔離

シナリオ、割引率、便益の積算期間などにより異なる結果が得られており、想定され

る海洋隔離シナリオの計算を実施することで、海洋隔離の経済的便益の実像が明らか

になる。一方で、便益と比較される海洋隔離のコストについては 10 年以上前の評価で

あり、新技術を考慮した分離・回収・貯蔵・隔離の各工程のコストを再検討すること

で、経済評価の予測精度と信頼性の向上が見込まれる。これが今後の課題である。  

本研究開発の成果は、海洋隔離の有効性を支持するものであり、その成果を国際的

国内的にアピールすることによって国際的社会的合意を得るための助けになりつつあ

る。また、そのような活動によって海洋隔離の国際法上の位置付けも明確になりつつ

ある。このような位置付けの明確化は環境影響評価技術に何が求められているかを明

らかにするとともに、逆に環境影響評価技術の成果が一段と国際的社会的合意の獲得

に役立って実用的な成果を産むように努める必要がある。  
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第Ⅲ編 環境影響評価技術の開発 

 

第１章 研究課題と目標 

 

１．１はじめに 

海洋中深層への CO2 溶解希釈技術による CO2 海洋隔離の事業化を検討する際には、CO2放出

域における環境影響の予測・評価が必要となる。しかし、CO2海洋隔離事業は外洋域において実

施することが想定されており、従来の沿岸域における事業のように対象となる海域を特定した環

境影響の予測・評価手法はそのままでは適用できない。そこで、本プロジェクトでは、CO2海洋

隔離の環境影響評価技術の確立を目的として、新たな評価項目、評価技術、評価基準等の検討を

行うこととした。 

CO2海洋隔離の事業化にあたっては、CO2の拡散を推定するための海洋物理・化学的な評価技

術、CO2濃度が増加することによる化学的影響の評価技術および CO2海洋隔離の影響を受ける海

域の生物影響の評価技術が挙げられる。この中で、物理・化学的な影響評価技術は従来から情報

が蓄積されてきているが、生物影響評価技術に関しては、直接的な影響が懸念される生物、特に

深海生物に関する情報の蓄積が重要である。本プロジェクトにおいては、環境影響評価技術を確

立するために、情報の不足している生物学的調査を重点的に志向し、影響予測手法の確立を目指

すものである。 

 

１．２研究課題と目標 

 

１．２．１海洋観測 

(1) 物理・化学的環境の把握 

隔離想定海域に放出された CO2の拡散および変化は、その海域の物理化学的環境に左右される。

拡散をうけた環境の変化が生物群集の、ひいては生態系の変化をもたらす。このため、ベースと

なる海洋環境の記載が基本的情報として必要となる。海洋は季節、経年変動や空間的なパッチな

ど様々な変動が存在し、このような自然変動の幅は CO2海洋隔離の環境影響予測・評価技術の精

度やモニタリングの実施頻度を決定する上で重要である。また、海洋生態系はその上層や下層と

の密接な相互関係を持つ開放生態系と考えられるため、CO2の放出・希釈を想定している中深層

だけでなく、空間的にも広い観測が必要であろう。 

このような観点から、CO2 の放出点を中心とした約 100km 四方の海域を想定し、この海域の

物理化学的海洋観測を行い、海域の現況を把握することとした。 

・ 平均流動場の把握 

CTD による塩分・水温観測を実施し、これらの空間的な違いを把握する。 

・化学成分の把握 
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CTD/RMS による採水化学分析を実施し、炭酸系物質の動態を明らかにする。 

・物質の鉛直的な変動に関する把握 

セジメントトラップ実験を実施し、沈降粒子の量および成分の分析から、一過的な観測

では明らかにならない深層生態系に供給される物質の長期間の変動を把握する。 

 

(2) 生物群集構造の把握 

CO2の放出が想定される海域における生物影響を推定するためには、CO2放出海域の生物

群集の現況を把握し、生物影響実験結果とあわせて考察することが必要である。また、生物

間の相互関係による間接的な影響を推定するには、特に食物連鎖構造の把握が重要である。

このような生物の群集構造と相互関係をもとにして深海生態系モデルを構築すれば、将来的

には、高 CO2環境の影響を受けやすい生物過程の推定、これを通じたモニタリングに必要な

観測項目の抽出、長期的な生態系への影響の予測・評価が可能となることが期待される。こ

のような観点から、本年度は、以下のような項目を実施した。 

 

・海洋表面から海底面までのプランクトン、ベントス生物現存量の把握 

採水法とネット法によりプランクトンを、採泥器によりベントスを採集して生物群集構造

を把握する。 

・マイクロネクトン現存量の検討 

中深層におけるマイクロネクトンの現存量を、ネット採集方法および既存資料の活用によ

って明らかにする。 

・食物連鎖の把握 安定同位対比解析手法の適用 

中深層におけるプランクトンやマイクロネクトンの炭素・窒素の安定同位対比を測定し、

生物間の食物連鎖網を推定する。 

・深海生態系モデルによる影響評価 

上記で得られた情報をもとに、深海生態系モデルを構築し、現況再現を実施する。 

 

１．２．２生物影響研究 

本プロジェクトで検討されているムービングシップによる液体 CO2放出では、放出直後の液体

CO2から溶解に至る初期希釈過程とその後の長期間にわたる拡散過程に分けられる。初期希釈過

程に関しては、生物急性致死影響実験を実施し、急性致死モデルの開発を実施してきた。急性致

死モデルは、放出後時間とともに変化する CO2濃度に対応したシミュレーションが可能となった

が、魚類で馴化の影響が明らかとなり、CO2濃度の変化の状態により致死作用が異なる可能性が

指摘された。この点を検証するため、昨年度より曝露濃度を変化させた非定常実験を開始した。

また、深海における影響を予測するためには、これまで実施してきた室内実験の結果をどのよう

にして深海条件に外挿するかを検討することが重要である。 

ところで、生物は互いに相互関係を持ちながら生息していることから、直接的な影響だけでな

く、他の生物を介した間接的な影響を受けることが予想される。そこで、多様な食物段階を評価
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できる底生生物群集を対象とした深海現場実験を行い、群集への影響を評価すると共に、海洋生

態系において生物量として優占し、かつ重要な機能をもつ微生物の多様性への影響を比較検討す

ることとした。 

 

（１）短期影響 

室内実験による急性致死影響実験の結果を深海に外挿する上で、重要と考えられる温度の効果

に関して検討する。また、急性致死影響モデルの高度化に対応するために、CO2濃度を変化させ

た非定常条件下での急性致死実験を実施する。さらに、深海性魚類について、高 CO2環境下での

生理影響メカニズムを解明する。実施項目としては、以下のものがある。 

 

・ 急性致死影響に及ぼす温度の効果 

魚類について、急性致死影響の指標である半致死曝露濃度（時間）に及ぼす温度の効果を

検討する。 

・ 非定常曝露による急性致死影響 

魚類およびカイアシ類について、曝露される CO2濃度が変動した場合の影響を検討する。 

・ 急性影響モデル開発 

非定常実験結果をもとに急性影響モデルの高度化を図る。 

・ 深海優占分類群の CO2曝露による生理機構の解明 

深海性魚類について生理実験を行い、影響機構を解明する。 

また、海洋において採集された深海魚について CO2耐性に重要な機能を持つと考えられる

塩類細胞を組織学的に観察する。 

 

（２）群集への影響 

 野外において生物は、被食捕食、競争などの相互関係を持ちながら群集として生息している。

このような相互作用の影響は単一種実験では把握することができない。また、深海は高圧、低温

という特異な環境を有しており、室内実験では深海生物群集への影響を明らかにすることが困難

である。このため、深海の底生生物群集をモデルとして現場曝露実験を行い、高 CO2環境が及ぼ

す群集への影響を検討する。 

 

・ 深海現場曝露実験による影響検討 

ベンチックチャンバーによる深海現場曝露実験を実施し、深海底生物群集への CO2の影響

を検討する。昨年度まではより高濃度の CO2の曝露実験を実施して生物群集の反応特性の

把握を実施してきたが、今年度は初期希釈濃度に対応した曝露実験を行う。 

・ 微生物群集の多様性への影響 

海洋中深層の微生物群集の多様性について分子生物学的手法により検討する。また、深海

現場曝露実験における微生物群集の多様性の変動を検討する 

－ 161 －



第２章 海洋観測 

 

２．１ 海洋観測 

 本年度は、(株)オフショアオペレーション所属の第 12 海工丸を傭船し、7 月 8 日に

宮城県塩釜港を出港し、7 月 28 日に同港に帰港した。航海の途中 7 月 13 日に沖縄県

那覇市那覇新港へ流速計準備と補給のために寄港した。 

 今年度は生物現存量調査と昨年度設置した流速計およびセジメントトラップの揚収

および化学成分の水平分布調査を計画した。調査は比較的好天に恵まれ、計画したう

ちほとんどの調査は実施できたが、調査後半に台風の接近が予想されたため、当初予

定した４点のうち測点 D の調査を実施しなかった。また、放出モデル海域の前後に熊

野灘での深海現場曝露実験のためにベンチックチャンバーの投入と揚収を実施した。

航海調査点を図 2.1- 1に、航海調査実績表を表 2.1- 1に示す。  

調査点Ａ点では、設置したセジメントトラップの回収と再投入を行い、また短期係

留による３D 流速計の観測を実施した。CTD 観測は、調査点Ａ、B および C 点で実施

した。生物現存量調査では、CTD-RMS による採水、プランクトンネット鉛直層別採

集、および ORI ネットと IKMT ネットによるマイクロネクトン採集を行った。ネッ

ト試料からは、食物連鎖構造の解析に用いる試料を同時に取得している。さらに、マ

ルチプルコアラーにより底生生物現存量試料の採集も行った。  

 

２．１．１ 実施内容 

(1)ＣＴＤ測定及び採水 

 Sea-Bird社の CTD(SBE-911 plus)と Sea-Bird社の SBE-17plusとカルーセル（SBE-32）

を用い、これに 12ＬのＸニスキン採水器を装着して、海表面から海底上 50m までの深

度、水温、塩分、溶存酸素の連続測定を行い、所定の水深で海水試料を採取した。 

 採水した海水について、塩分、溶存酸素、全炭酸、pH、全アルカリ度、栄養塩類（硝

酸、亜硝酸、アンモニア、リン、ケイ酸）、クロロフィル a および粒子状有機炭素の試

料の分取を行い、船上あるいは実験室に持ち帰って分析に供した。また、生物現存量

分析用としては、バクテリア、ピコ・ナノプランクトン、ミクロプランクトン、ハプ

ト藻用および微生物多様性試料を分取した。 

(2)係留系の回収と設置 

東京大学が実施する放出点想定水深における流れの乱れ成分の観測のために、３Ｄ

流速計係留系をＡ点に設置、3 日間係留した後に回収した。図 2.1.1-1 に設置した係

留系の構成を、図 2.1.1-2 に３Ｄ流速計のフレームへの設置状況を示す。 

放出モデル海域の調査点Ａ点に設置したセジメントトラップを回収したが、Ａ点

1,000ｍのトラップについてターンテーブルの回転異常が認められた。また、いくつか
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のサンプルに、魚類の迷入が認められた。季節変動や経年変動の把握を行うためには、

より長期の観測が必要なため、Ａ点で揚収したトラップを点検、調整を行った後、同

じ構成で再度Ａ点に投入した。係留系の構成を図 2.1.1-3 に、設置日および位置を表

2.1.1- 1 に示す。  

 

２．１．２ 観測結果 

本航海を含めた過去 3 年間の隔離想定海域の水温、塩分と pH の鉛直分布を図 2.1.2- 

1 に示す。3 年間のなかでは、2003 年が他の年に比べて表層から中層にかけての水温

が高い。また、塩分についても 2003 年は 300m から 800m にかけて塩分が高く、ま

た塩分極小の水深が他の 2 年に比べて深くなっている。しかし、気象庁が定期観測を

行っている東経 137 度の鉛直分布断面図（図 2.1.2-2）で比較すると、北緯 20 度から

25 度にかけて 3 年間では塩分極小の水深について大きな違いがみられない。むしろ

2003 年は東経 15 度から 20 度にかけて表層の塩分が例年よりも低い傾向がみられた。

表面水温は 2003 年が他の 2 年に比べて 30 度以上の海域が散見され、2003 年で表層

水温が高い傾向は広い範囲で生じていたことがわかる。鉛直分布断面図では水温と塩

分の平年値からの偏差が色で示されているが、水平方向では２～３度の幅で偏差の傾

向が逆転しており、200km 程度はなれると変動パターンが異なることが予想される。

このため、この観測ラインの経年的な変動が隔離想定海域で同様に生じていると想定

することは難しい。しかし、気象庁の観測は長期にわたり実施されているため、亜熱

帯データについて経年的な海洋の変動幅を得ることができると考えられる。  

図 2.1.2- 2 には、過去 3 年間の海洋調査と 1997 年に実施した海洋調査のうち北緯

20 度と 22 度の pH、アルカリ度および全炭酸の鉛直分布を示す。pH、アルカリ度、

全炭酸ともに、近傍域を含めて大きな変動はないと考えられる。ただし、アルカリ度

と全炭酸については、深層での若干の変動幅がみとめられるが、これは持ち帰り分析

による試料の保存時の変化に起因すると考えられる。DO についても、3 年間あるい

は地点間に鉛直分布に差は認められず、同様の分布パターンを示した（図 2.1.2-3）。

一方、ケイ酸については、隔離想定海域の 3 年間の変化は小さかったが、近傍域の分

布と違いがみられた（図 2.1.2-4）。リン酸態リンについては、3 年間の観測で 2003

年の 1,000m から 2,000m にかけて他の 2 年よりも低かった。また、表層で他の 2 年

よりも高かった。さらに、硝酸態＋亜硝酸態窒素は、表層 200m から 500m において

2003 年が他の 2 年よりも低い傾向がみられた。リン酸態リンと硝酸態＋亜硝酸態窒素

は、一次生産の制限要因として重要であり、生物構造への影響も予想される。この点

については、第 2 章 2.2 生物現存量において述べる。  

図 2.1.2-5 に、2003 年より継続している沈降フラックスの変化を示す。第１層と第

２層は、他のトラップに比べて水深が浅く、ネクトンの迷入する頻度が高い。このた
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め、有機物の割合の多いデータが散見される。また、2003 年 8 月～2004 年 7 月まで

は第 1 層（1340m）のトラップの試料ビンの回転がおかしく、補正が可能かどうか検

討を要する。季節変動についてみると、2003 年と 2004 年の２年とも 1 月～３月にか

けてフラックスのピークがみられるが、6 月前後に見られるピークは 2003 年のみで、

2004 年では認められない。第 1 層と第 2 層では高い値が得られているが、ネクトン

の迷入によるものであり、ピークではない。これらのピークの違いに関しては、生物

現存量において議論する。セジメントトラップについては、2004 年夏の航海において

も再投入を実施しており、フラックスの変動幅の把握と生物群集構造との関連につい

て検討を行う予定である。  
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  図 2.1-1 海洋調査における深海現場曝露実験および現況把握調査海域 
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表 2.1-1 K12-03 航海調査実績表 

略記号説明（STR:セジメントトラップ揚収、STM:セジメントトラップ投入、ORI：ORI ネット採集、IKMT:IKMT ネット採集、 

      BCM:ベンチックチャンバー投入、BCR:ベンチックチャンバー回収、MC：マルチプルコアラー採泥、BUC:バケツ表面採水） 

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 備考

1 2004/07/06 (Tue)

2 2004/07/07 (Wed)

3 2004/07/08 (Thu)

4 2004/07/09 (Fri)

5 2004/07/10 (Sat)

6 2004/07/11 (Sun)

7 2004/07/12 (Mon)

8 2004/07/13 (Tue)

9 2004/07/14 (Wed)

10 2004/07/15 (Thu)

11 2004/07/16 (Fri)

12 2004/07/17 (Sat)

13 2004/07/18 (Sun)

14 2004/07/19 (Mon)

15 2004/07/20 (Tue)

16 2004/07/21 (Wed)

17 2004/07/22 (Thu)

18 2004/07/23 (Fri)

19 2004/07/24 (Sat)

20 2004/07/25 (Sun)

21 2004/07/26 (Mon)

22 2004/07/27 (Tue)

23 2004/07/28 (Wed)

24 2004/07/29 (Thu)

使用したシートは【実績】です。

艤装（機器搭載） 艤装

塩釜港出港

37-00N 141-04E

変針(塩屋崎)

35-26N 140-34E

変針(犬吠埼)

35-06N 140-21E

変針（千葉大原沖）

34-29N 139-32E

変針（千葉白浜沖）

34-23N 139-16E

変針(ハブオキ)

34-19N 139-34E

変針(神子元)

34-19N 137-24E

変針（浜名港）

34-08N 137-00E

変針（大王崎）

33-40N 136-31E
BCM･位置確認MC

32-05N 132-30E
CTDテスト ORIテスト 魚探テスト

魚探テスト

26-08N 127-23E

那覇港寄港（補給、乗船）

係留系組立て,流速計設定 補給・時間調整 那覇港出港

22-30N 131-55E

時間調整 係留系組立て 3D流速計設置 STR-A 魚探

ORI(鉛直～3500m)

ORI(2000) ORI(1500) MC

STM-準備 STM-A 3D流速計回収 IKMT

BUC CTD-SBC-ACTD-SBC-A CTD-DBC-A CTD-DBC-A

22-00N 132-12E

時間調整

BUC CTD-CR
22-30N 131-55E

時間調整

ORI(1500) ORI(2000) 時間調整

23-00N 132-12E

BUCCTD-BR

33-46N 136-32E

BCR

34-08N 137-00E

変針（大王崎）

34-19N 137-24E

変針（浜名港）

34-19N 139-34E

変針(神子元)

34-23N 139-16E

変針(波浮沖)

34-29N 139-32E
変針（千葉白浜沖）

35-06N 140-21E

変針（千葉大原沖）

35-26N 140-34E
変針(犬吠埼)

36-27N 141-25E
ORI鉛直 魚探 IKMT

38N 141-30E

塩釜入港（艤装解除）

艤装解除

－
 1

6
6
 －



 

 表 2.1.1- 1 Ａ点に設置した係留系の記録 

 

 A 

設置作業日時 04.07.19

重錘投入場所 22-28.87N

 131-52.66E

 5671m

粒子試料捕集開始日時 04.07.20

試料捕集期間 １ ヶ 月 （ 毎 月 １ 日 00:00 に

試料瓶の交換） 

 

 

－ 167 －



 

 

図 2.1.1-1 測点Ａに投入した３Ｄ流速計の係留系図 
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図 2.1.1-2 ３Ｄ流速計のフレームへの設置状況 

フレームの 4 箇所に３Ｄ流速計を、中心のポールにＣＴＤを配置した。 

 

ＣＴＤ

３Ｄ流速計
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図 2.1.1-3 測点Ａに投入したセジメントトラップの係留系図 
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図 2.1.2-1 水温と塩分の経年比較 
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    図 2.1.2-2 海洋調査実施月における西部北太平洋の表面水温と東経 137 度における水温塩分の鉛直分布断面図 
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図 2.1.2-3 隔離想定海域および近傍海域における 

      全炭酸、全アルカリ度および溶存酸素の鉛直分布 
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図 2.1.2-4 隔離想定海域および近傍海域における 

      溶存酸素および栄養塩類の鉛直分布 
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図 2.1.2-5 隔離想定海域における沈降フラックスの変化 
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２．２ 生物現存量 

 

CO2の海洋隔離技術において、放出が予定される水深は外洋の水深 2000m前後である

が、このようなの水深において生物現存量に関する研究は、Vinogradov 
1)や放射性廃棄

物海洋処分に伴う海洋生物等に関する調査(東海区水産研究所 1975; 1982) 4)､ 5)、Kikuchi 

and Omori 
6)

 本事業のフェーズ１での、プランクトン群集に関する研究 2)、3)などに限ら

れている。これまでの研究から、中深層は、表層と比べて生物密度が低いことは明らか

であるが、その現存量・種組成・生活史・物質循環への役割やその変動要因などについ

ていまだ情報は充分ではない。しかし、船舶を利用した海洋調査は、広範囲かつ時系列

情報を伴って高密度に実施することが困難なため、いわゆるスナップショット的な観測

にならざるを得えず、季節や、年変動を十分理解することができない。このため、得ら

れた断片的な観測結果を、セジメントトラップ実験による沈降粒子の長期時系列観測、

人工衛星や商船などによる連続観測などと関連させて解析を行うことにより、海洋調査

で欠測している時空間データの推測がなされてきた。 

ここでは、これまで実施した観測結果から事業海域における生物現存量の季節的、年的

変動を踏まえた特性を考察する。 

 

２．２．１ 方法 

本年度の海洋調査（K12-04）は、調査船第１２海工丸を使い、平成１６年７月８日か

ら７月２８日まで実施した。生物現存量調査は測点Ａ点を中心とした海域において実施

した。図 2.2.1-1に調査点を、フェーズ１の生物調査点、海流等の情報とともに示した。 

 

（１）クロロフィルａと粒子状有機炭素(Particulate Organic Carbon ; POC) 

各試料は、メモリー式CTD-RMS（SBE製）に取り付けた12LのニスキンＸ採水器によ

り各層から、表面水についてはバケツを用いてそれぞれ採水した。 

クロロフィルａ分析用の海水試料は、平成１６年７月２０日に、水深0、10、25、40、

50、75、95、100、110、125、150および200mから採水した。試水１Lは GF/Fとヌクレ

オポア1μm 、3μm 、10μmを使った多段方式で、ろ過圧100mmH2O 以下でろ過した。

クロロフィルａの抽出は、Dimethylformamid 7mlを加えて-20℃下で行い7)、陸上実験室

に凍結したまま持ち帰った。持ち帰った抽出液について、Fluorometer 10-AU(Filter ：励

起5-60、吸収2-64、対照3-66)を用いて蛍光値を測定し、Chlorophyll aスタンダード（Sigma

製）を用いて測定した。 

POC分析用の海水試料は、クロロフィルａと同日に、水深0、10、25、40、50、75、
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95、100、110、125、150、200、300、500、1000、1500、2000、2500、3500、4500およ

び5500mから採水た。海水試料4〜9Lを、予め450℃、4時間強熱処理して炭素を除去し

たGF/Fφ25フィルターでろ過した。フィルターは冷凍保存して持ち帰り、ParkinElmar 

2400 CHN分析計で分析した。分析精度管理は、規格E2分銅(10mg)で校正したマイクロ

天秤で秤量した有機物分析標準物質アセトアリニドによって行った。 

 

（２）プランクトン 

採水試料は、平成１６年７月２０日に、メモリー式CTD-RMSに取り付けた12Lのニス

キンＸ採水器を用いて水深25、50、75、100、125、150、200、300、500、1000、1500、

2500、3500、4500および5500mの各層より採水した。それぞれ100ml～５L（500m以深

は10L）のポリビンに分取し固定した。表面水はバケツにより採水し、同様に分取した。

分取した海水は、清沢ら 8)およびIshizaka et al. 
9)、10)を基本とし、若干の変更を加えてプ

レパラート作成または試料処理を行った。 

ネット試料は、平成１６年７月１７日にORIネット（口径2m２、目合い90µm(NXX13)）

を使った層別の鉛直曳きにより採集した。採取層は、200-0m、500-200m、1500-500m、

2500-1500mおよび3500-2500mの５層である。採取深度を正確に把握する目的で、採集

中は、ワイヤーが垂直になるようにワイヤーエンドに１トンの錘を取り付け、その上部

10mの位置にORIネットを取り付けた。採取は、ネットが開放状態で所定深度まで約0.8m 

sec
-1の速度で投入した後、約１m sec

-1で巻き上げて行った。巻き上げ途中、ネットトリ

ガーが所定深度で作動するようにメッセンジャーを投入し、ネットを閉鎖させた。採取

水深の確認のためにネットリングにメモリー式の深度センサーを取り付けた。 

採集したネット試料から目視でソーティング可能な大型個体を食物連鎖推定用試料

（３編２章５節）としてソーティングし、凍結保存して持ち帰った。ソーティング後の

試料の一部は、食物連鎖推定試料として海水を加えて凍結し、残りは、同定計数用とし

てホルマリン固定（最終濃度１０％）を行い持ち帰った。 

 

（３）マイクロネクトン 

マイクロネクトンの採集は、平成１６年７月１８日と２２日に、目合い

315µm(NGG54)の ORI ネットを用いて、水深 1500、 2000m の水平曳網により行った。

採集に際しては、巻出しワイヤー長をできるだけ短くし、ワイヤー傾角をできるだけつ

けないように、前述した鉛直曳きと同様に１トンの錘を用いた。ネットは、錘の上方

100m の位置に取り付けた。曳網までの上層の水深帯からの混入を防ぐためにネットは

閉鎖状態で投入し（ワイヤー巻出速度 0.8m sec
-1、船速約３ノット）、目的水深で開放さ
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せ（船速約２ノット）で、水平曳きを行った後、メッセンジャーを投入してネットを閉

鎖した。この閉鎖式ネットと同時に、全水柱試料が採取できるように常時開放のネット

を閉鎖仕様のネットの 50m 下部に取り付けた。ORI ネットの曳網速度は比較的遅いた

め遊泳力の強いマイクロネクトンは逃避する可能性があるため、IKMT（１０フィート

タイプ、目合い 4.0mm）を用いて水深 1000mからの傾斜曳きを行った。IKMT ネットに

よる採集では、投入時には、船速４ノット、ワイヤー巻出速度 1m sec
-1でワイヤー長 2500

ｍまで IKMTネットを繰り出し、その後、船速５ノット、ワイヤー巻き上げ速度 0.5m sec
-1

で巻き上げた。ORI ネット、IKMT ネットの採集時にはメモリー式の深度センサーを取

りつけて採集水深の確認を行った。 

ORI、IKMT 両タイプのネットで採取された試料のうち、目視でソーティング可能な

個体は船上で直ちにソーティングし、食物連鎖推定用、現存量把握用の兼用試料として

凍結下で持ち帰った。それ以外は、現存量分析用としてホルマリン固定（最終濃度１

０％）を行い持ち帰った。 

 

（４）ベントス 

ベントスの採集には、マルチプルコアサンプラー（MC）を用いた。 

採取した８本の柱状試料から、バクテリア、ナノベントスおよびメイオベントス用そ

れぞれ２本ずつ選択し、それぞれの柱状試料について表面より 0-0.5cm、0.5-1cm、1-2cm、

2-3cm、3-4cm および 4-5cm の間隔で裁断した。メイオベントス用試料は、ローズベン

ガル入りの中性ホルマリンを最終濃度１０％になるように添加して室温で保存した。ナ

ノベントスとバクテリア用試料は、グルタールアルデヒドで最終濃度１％となるように

固定し、分析まで冷暗所に保存した。生物の同定分析は、裁断した試料のうち、表層か

ら 3cm までとした。メイオベントスは、目合いが 300µm のステンレス篩いを通過し、

かつ 32µm のステンレス篩いに残った中で、ローズベンガルによって細胞質が赤く染ま

った個体あるいは細胞を生物顕微鏡下で計数した。ナノベントスは、細胞あるいは個体

長が 2µmから 30µmの生物とした。DAPIと Proflavineによる二重染色を施しB 励起 孔

径 1.0µmのヌクレオポアフィルターにろ過捕集したものをUv 励起および落射蛍光顕微

鏡下で、核および繊毛あるいは、鞭毛が蛍光染色されたものを計数した。バクテリアは、

超音波で堆積物粒子から剥離させた後、DAPI 染色を施して 0.2µmのヌクレオポアフィ

ルターにろ過捕集した。計数は Uv 励起落射蛍光顕微鏡下で行った。 

 

２．２．２ 結果 

（１）生物活動に関わる環境 
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図 2.2.2-1に平成１４年度冬季航海（調査名 K12-02、以降 2002年冬季）、平成１５年

度夏季航海（調査名 K12-03、以降 2003年夏季）および本年度航海（調査名 K12-04、以

降 2004 年夏季）の水温、栄養塩（リン酸態リン、硝酸・亜硝酸態窒素）の鉛直分布を

示す。表面水温は、2002年冬季、2003年夏季、2004年夏季それぞれ 25、31、29℃で、

2003年夏季が最も高く、表層では全層に渡り 2℃程度高かった。硝酸・亜硝酸態窒素は

全ての調査で表層から 100m付近まで枯渇していた。水深 300mでは、2002年冬季、2004

年夏季、2003年夏季の順で、それぞれ 7μmol kg
-1、4μmol kg

-1、2μmol kg
-1であった。

リン酸態リンは 2002 年冬季と 2004 年夏季では表層から水深 100m まで枯渇しており、

水深 300mでは 2002年冬季が 0.5μmol kg
-1と高く、2004年夏季の 0.15μmol kg

-1の約３

倍であった。一方、2003年夏季は表面で枯渇することなく、表面から水深 300mまでほ

ぼ 0.2μmol kg
-1と、真光層内全域にわたってほぼ一定の濃度で存在していた。 

 

（２）クロロフィルａと POC 

図 2.2.2-2にそれぞれの調査のクロロフィルａと POCの鉛直分布を示す。全調査を通

じてクロロフィルａは表層が 0.05µg L
-1と低く、水深 100m 程度に 0.2µg L

-1～0.3µg L
-1

の亜表層極大を示す典型的な亜熱帯型の分布を呈した。クロロフィルａの水柱積算量は、

2002年冬季が 16mg m-2、2003年夏季が 25mg m
-2、2004年夏季が 21mg m

-2であり、2003

年夏季が最も高かった。 

POC は、表層から水深 500m 付近にかけて急激に減少し、500m 以深は緩やかに減少

した。水深 1000mまでの POCの水柱積算量は、2002年冬季、2003年夏季、2004年夏

季でそれぞれ、9500mgC m
-2、10400mgC m

-2、6800mgC m
-2であった。2002年冬季と 2003

年夏季の間に大きな差はないが、2004年夏季は他の年に比べて 1/2 程度と少なかった。

また、1000m以深の POC水柱積算量はそれぞれ 20200mgC m
-2、30300mg m

-2、13000mgC 

m
-2となり、2003年夏季は 2002年冬季、2004年夏季と比べて、それぞれ 1.5 倍、2.5 倍

程度高かった。 

 

（３）プランクトン現存量 

ａ．植物プランクトン 

図 2.2.2-3 に採水試料から計数された植物プランクトンの炭素態現存量と分類群別優

占度を示す。 

植物プランクトン炭素態現存量は、2002年冬季、2003年夏季、2004年夏季で、それ

ぞれ 340mgC m
-2、370mgC m

-2、210mgC m
-2と 2004年夏季が少なかった。 

分類群別存在割合は、全調査を通じて変化のなかったものは、藍藻類（Synechococcus
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と Orange Fluorescence Nanoplanton : OFN
9））と微小鞭毛藻類であり、前者が 12～16％、

後者が約 17％であった。ただし、OFN は、2003 年と 2004 年の夏季しか出現していな

かった。ハプト藻類は 2002年冬季、2003年夏季、2004年夏季でそれぞれ 35％、40％、

30%と、2003年夏季が多かった。渦鞭毛藻類は 2002年冬季、2003年夏季、2004年夏季

でそれぞれ 31％、18％、33%と、2004 年夏季が多かった。トリコデスミウム類、原核

緑藻類および珪藻類の現存量は調査間で大きく異なった。トリコデスミウム類は、2003

年夏季では 3％の優占度であったが、2002 年冬季と 2004 年夏季ではそれぞれ 0.2％と

0.3％と少なかった。原核緑藻類は、2002 年冬季では 0.3％と少なかったが、2003 年夏

季と 2004年夏季はそれぞれ 9％、6％と夏季が多かった。逆に珪藻は、2002年冬季で 3％

見られたが、2003年夏季と 2004年夏季では 0.4％と冬季が多くなった。 

トリコデスミウム類は、海表面に浮遊する性質をもち、2003年には、目視観測可能な

状態のブルームが観測された。このような分布をもつプランクトンに対応した採集方法

は実施していないため、ここで示した 3％という優占度は、過小評価となっている可能

性が高い。 

 

ｂ．バクテリア、動物プランクトン 

図 2.2.2-4にバクテリアおよび単細胞動物プランクトンの炭素態現存量鉛直分布を、図

2.2.2-5に単細胞動物プランクトンの分類群別優占度をそれぞれ示す。バクテリアと単細

胞動物プランクトンは、POCとよく似た鉛直分布を示した。すなわち、表層から 500m

付近まで急激に減少し、それ以深は緩やかに減少した。バクテリア炭素態現存量の最大

値は真光層内に認められ、2002年冬季、2003年夏季、2004年夏季がそれぞれ 4.5mgC m
-3、

6.5mgC m
-3、9.7mgC m

-3であった。また、水深 1000mまでの水柱積算量は、2002年冬

季、2003年夏季、2004年夏季で、それぞれ 1250mgC m-2、1390mgC m
-3、2100mgC m

-3、

水深 1000m以深の水柱積算量は、それぞれ 780mgC m
-3、1160mgC m

-3、1255mgC m
-3と

なり、2004 年夏季が高かった。単細胞動物プランクトンの炭素態現存量の最大値は、

2002年冬季、2003年夏季、2004年夏季でそれぞれ 2.5mgC m
-3、1.6mgC m

-3、0.7mgC m
-3

であった。また、水深 1000mまでの水柱積算量は、2002年冬季、2003年夏季、2004年

夏季で、それぞれ 323mgC m
-2、400mgC m

-3、154mgC m
-3、水深 1000m以深の水柱積算

量は、それぞれ 218mgC m-3、312mgC m
-3、163mgC m

-3となり、バクテリアとは逆に 2004

年夏季が低かった。単細胞動物プランクトンの中で、3年間を通してほぼ共通の割合で

出現したものは、繊毛虫類、放散虫類、有孔虫類で、それぞれ優占度は 5～9％、4～8％、

0.5～2％であった。HMFと渦鞭毛虫類は、2002年冬季の優占度が 34％、54％、2003年

夏季には 23％、63％であったのに対して、2004年夏季の優占度が 71％、14％と、逆の
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パターンを示した。 

表 2.2.2-1に 2003年夏季および 2004年夏季の多細胞動物プランクトン炭素態現存量を

分類群別、採集層別に示す。ただし、2004 年夏季において採集されたサイズの大きな

プランクトンに関しては、食物連鎖推定に用いた試料は除かれている。全体の傾向とし

て、端脚類、多毛類、浮遊性被嚢類、軟体動物類について 2003年夏季の現存量が 2004

年夏季より多かった。一方、カイアシ類は、サイズの大きな種類を含んでいないにもか

かわらず 2004年夏季の現存量が 2003年夏季よりやや多くなった。分類群別優占度は、

2003年夏季に、カイアシ類が 50％を占め、次いでヤムシ類が 25％、クラゲ類、オキア

ミ類がそれぞれ 9％、6％程度となった。 

表 2.2.2-2に 2003年夏季、2004年夏季のネット試料の沈殿量を示す。2004年夏季の沈

殿量は 2003年夏季より多く、2003年に比べて生物遺骸、脱皮殻の占める量が多かった。 

図 2.2.2-6に 2003年夏季における深度別プランクトン現存量の結果を示す。図中の円

の大きさは、採集深度幅あたりの水柱積算量を示している。分類群の中では、バクテリ

アが最も現存量が多い。深度別では、層が最も薄いにもかかわらず 0-200ｍで最も多く

なり、それ以外の深度では大きな違いはなかった。動物プランクトンは、全体的に深度

の増加とともに種類と現存量が減少し、特にマイクロ（20μm～200μm）からメソサイ

ズ（200μm～20000μm）の多細胞動物の減少傾向が大きかった。ただし、メソサイズ

のカイアシ類は、500mより表層側では出現しなかった。単細胞動物プランクトンでは、

渦鞭毛虫類（図中で、H. Dinoflagellate）、微小鞭毛虫類（図中で、HMF）が、表層から

深層にかけての減少傾向は小さく、500m以深では現存量に違いがみられなかった。 

 

（４）マイクロネクトン 

表 2.2.2-3に 2003年夏季と 2004年夏季の水深 1500m以深において ORI ネットで採集

された海水 1000m
3当たりの魚類マイクロネクトンの組成と個体数を体長とともに示す。 

出現した魚類の種組成と単位容積当たりの個体数は、2003年夏季では、6 目 12科 24

種（不明種含む）で 1000m
3あたり 11 個体、2004年夏季では 5 目 8科 19種（不明種含

む）で 1000m
3あたり 9 個体であった。優占度が高かったのは、ワニトカゲギス目ヨコ

エソ科、ワニトカゲギス目ギンハダカ科およびハダカイワシ目ハダカイワシ科で、2003

年夏季と 2004年夏季の優占度はそれぞれ、65％と 69％、20％と 15％および 8％と 13％

であった。 

表 2.2.2-4に 2004年夏季に実施した IKMT ネットによる魚類マイクロネクトン現存量

を示す。IKMTによる採集では、11 目 15科 32種（不明種含む）、１曳網当たりの合計

個体数 285 個体、密度にして 1000m
3あたり 6 個体が得られた。優占度が高い種類は、
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ハダカイワシ科 41％、ワニトカゲギス目ギンハダカ科 39％、ワニトカゲギス目ヨコエ

ソ科 6％であった。 

 

（５）ベントス 

図 2.2.2-6に 2003年夏季と 2004年夏季におけるバクテリアとナノベントスの現存量を

示す。バクテリアは、堆積物表層で 2003年夏季と 2004年夏季がそれぞれ 10
9
cells g乾

泥-1、10
8
 cells g乾泥-1と、2003年夏季がほぼ 1オーダー多かった。また、ナノベントス

も、2003年夏季、2004年夏季でそれぞれ 104
 cells g乾泥-1と 10

3
 cells g乾泥-1となり、

2003 年夏季がほぼ１オーダー多かった。メイオベントスでは、両年ともに有孔虫、線

虫が多かった。2003 年夏季と 2004 年夏季の堆積物 3cm までの有孔虫現存量は、19 個

体 10cm
-2、47 個体 10cm

-2、線虫は 37 個体 10cm
-2、72 個体 10cm

-2であり、2004年夏

季の方が 2 倍多かった。ソコミジンコ類、ノープリウスについても 2004年夏季の方が

多かった。 

 

２．２．３ 考察 

本海域の中深層の生物現存量は、バクテリアが最も多く、ついで単細胞動物プランク

トンに分類される渦鞭毛虫類と微小鞭毛虫類がであった。生態系は、microbial loopによ

る、物質の流が大きいことが予想される。しかし、2003 年夏季には、メソサイズのカ

イアシ類が表層よりも中深層に多く生息しており、高次消費者につながる食物連鎖の割

合が示唆している。またこの海域は、中深層生魚類マイクロネクトンとして日周鉛直移

動を行うハダカイワシ類が出現しており、表層で摂餌して中深層に潜る活動による、表

層から中深層への基質の供給と、それらを利用する食物連鎖を検討する必要があるかも

しれない。 

ところで、本海域は、夏季に実施した 2003年と 2004年の調査で生物群集構造に違い

がみられた。両年とも、調査月日はほぼ同じであったにもかかわらず、概して浮遊性、

遊泳性の生物量と種類数は 2003年の方が 2004年より多く、底生生物密度はメイオベン

トスについては 2003年の方が 2004年より多く、バクテリア、ナノベントスではその逆

となった。さらに、冬季実施した 2002 年の調査では中深層に魚類マイクロネクトンが

みられなかった。このように生物現存量について経年的、季節的な変動が観察され、安

定しているといわれている亜熱帯においても、実際にはかなり変動していることが確認

できた。 

生物現存量の変動は単に生物間の相互関係でなくその場の海洋環境や、気候状況など

と大きく関係している。ここでは、調査間でみられた生物量、組成の違いを生物活動に
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かかわる環境や沈降粒子フラックスなどと対比して考察する。 

生物活動にとって、栄養塩は重要な要素である。図２．２．２－１に示すように、硝

酸・亜硝酸態窒素は、いずれの調査も表面から 100m付近まで枯渇状態であった。栄養

塩の鉛直下方向からの供給力は、水深 300m の硝酸・亜硝酸態窒素が最も低い 2003 年

夏季が最も低かったと推測される。にもかかわらず 2003 年夏季は、重要な栄養塩であ

るリン酸態リンが海表面まで存在した。2003 年にブルームがみられた。トリコデスミ

ウム類はリン酸態リンあるいは鉄が制限栄養素であり、高水温下で窒素固定を行って増

殖するすることが知られている 11）,12)。リンの存在が 2003年夏季のトリコデスミウムの

増殖をもたらした可能性が考えられる。このようなトリコデスミウムの増殖は、表層へ

の窒素の供給をもたらし、他の植物プランクトンの増殖を促したのではないかと考えら

れる。リン酸態リンの供給がどのようにして行われ、トリコデスミウムがなぜブルール

していたのか原因やメカニズムはまだよく解明されていないが、大陸からのエアロゾル

による供給が考えられるため、人工衛星による表面クロロフィルの変動状況とあわせて、

検討する必要があろう。 

図 2.2.3-1に 2002年冬季から実施しているセジメントトラップで観測された有機炭素

フラックスを、図 2.2.3-2に堆積物有機炭素、無機炭素および全窒素含有率を示す。 

有機炭素フラックスは、2 月から 3 月の早春にピークがあり、11 月から 12 月の初冬

に低くなるパターンが 2 年を通じてみられた。一方で、2003 年は 5 月から 6 月の初夏

にピークがみられたが、2004年にはこのようなピークはられなかった。この 2003年初

夏のピークにはトリコデスミウムの増殖がかかわっている可能性がある。2002 年の実

海域調査は 12 月であり、フラックスが下降傾向か最低値を示す時期と一致する。2002

年冬季は中深層に魚類マイクロネクトンがみられなかったが、このフラックスの低下と

つながりがあるのかもしれない。また、生物量と種類数は、2003 年夏季が多く、2004

年夏季が少なかったが、2003 年の 7 月は、フラックスが大きかった時期にあたり、ま

た、2004 年 7 月はフラックスのピークがみられず、フラックスと生物現存量の変化の

パターンに関連がみられる。 

一方底生生物は堆積物中の有機物量によって変動すると考えられる。有機物量の指標

である炭素、窒素含有率は、いずれも 2004年夏季が高い。水深 4700mの有機炭素フラ

ックスは、2003年夏季では調査前 6月に、2004年夏季では調査前 5月にそれぞれピー

クがあり、かつ 2004年 5月のピークの方が大きい。2004年夏季の堆積物中の炭素、窒

素含有率が 2003 年夏季より高いのは、このように 2004 年調査前のフラックスが 2003

年夏季よりも大きかったことによると考えられる。バクテリアとナノベントスは 2004

年夏季に比べて 2003年夏季の方が１オーダー多く、逆にメイオベントスは 2003年の方
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が少なかった。2003 年夏季では 6 月にピークのみられたフラックス由来の有機物をバ

クテリア、ナノベントスが利用して活発に増加しはじめた状態を、示しているのかもし

れない。 

 

２．２．４ 課題 

それぞれの関係を比較することにより、海洋における様々な事象がほぼ矛盾なくリン

クしていることがわかってきた。今後は、生態系モデルとの連携を図り、生物現存量の

変動メカニズムを検証し、生態系モデルの精度向上を目指すことが課題である。また、

ベントス群集の変動に、フラックスと良い関係がありそうなことが分かったことから、

底生生物も含めた生態系モデルの構築を検討していくことも課題と考えられる。 

 

２．２．５ 音響手法を用いたマイクロネクトン観測の試み 

中深層に生息する魚類マイクロネクトンは、動物プランクトンの捕食者として存在す

る一方で、大型魚類やイカ類の餌生物として重要である。さらには、夜間に表層で摂食

を行い、日中は中深層で遊泳する日周鉛直移動を行う種類が存在し、表層から中深層へ

の物質輸送者として重要な役割を担うと考えられている。 

魚類マイクロネクトンの観測は、トロールネットなど曳網方法による採取が一般的で

ある。しかし、最近の研究から、これら方法では生物量の過少評価を招いていることが

指摘され、13)魚類マイクロネクトンの定量観測方法として、音響手法が期待されている。

音響手法による観測は 1970 年代に計量魚探が開発され以来、資源量推定を目的として

沿岸、亜寒帯海域など、資源が豊富な海域で行われてきた。現在では、一部の水産魚種

では、音響情報から魚種や資源量を推定することが可能となり、漁業の効率化を図るこ

とができるまでに至っている 14)。一方、音響手法を使ったマイクロネクトンの観測につ

いては研究がはじまったばかりであり、音響情報と曳網方法による定性的な情報とをあ

わせた資源量推定の試み 15)や、マイクロネクトンの種類別音響特性情報を収集し、音響

手法のみで中深層性魚類マイクロネクトンを定性的、定量的に観測する試み 16)が行われ

ている。このように、マイクロネクトン観測方法として音響手法はまだ確立された方法

ではないが、広範囲を探査できる点から中深層性魚類マイクロネクトンのモニタリング

手段として期待できる点も多い。 

本年度は、音響技術が中深層性魚類マイクロネクトンのモニタリング手法として応用

できるかどうかの可能性を検討する目的で、当該海域と鹿島沖において計量魚探を使っ

たマイクロネクトンの観測を試みた。資源の少ない亜熱帯中深層での観測例は皆無であ

り、亜熱帯かつ中深層でどのような音響情報が得られるのかベースライン情報がまず必
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要である。ここでは、得られたデータから問題点を抽出し、モニタリング手法としての

可能性を評価した。 

 

（１）方法 

音響データ（エコーグラム）の収録には、計量魚群探知機 KFC-3000（カイジョーソ

ニック社製）を用いた。周波数は 38kHz、パルス幅は 1.2msec、スレッショルド（一定

の基準に基づく音響反射強度の範囲）は安間（2004）16）がベーリング海における観測

で、雑音成分を除去するために使った値である-80dBに設定した。エコーグラムは単位

堆積当たりの音響反射強度（Sv）と単体魚からの音響散乱強度（ターゲットストレング

ス（TS））を取得した。Svエコーグラムは魚群の大きさを推定、TSエコーグラムは魚群

を構成する生物種、大きさおよび量を推定できるエコーグラムである。観測中は、Sv

エコーグラムは水深 800m、TSエコーグラムは水深 350mまでを表示した。表示水深の決

定については、Svエコーグラム観測は、水深 800m程度が観測の限界とのメーカー情報

から、また、Kangら（2002）17)が、TSが-60の魚群の探査可能最大水深が 200m程度と

していることから、TSエコーグラム観測は、やや深い範囲の状況も判断するために 350m

と設定した。 

図２．２．５－１には、船への計量魚探の設置状況の写真を示した。送受波器は、調

査船の右舷側に、鉄パイプで製作した保持具を設置し、その先端に専用の取り付け金枠

を使って固定した。観測以外の時は、写真に示すようにし、観測時には、鉄パイプを倒

し、送受波器が海水中に没するようにした。観測は亜熱帯の当該海域では７月１６日と

２１日の夕刻から夜間にかけて 2 回、鹿島沖では７月２７日の日中から夕刻にかけて１

回、それぞれ船速１～２ノット程度で航走しながら行った。 

 

（２）結果と考察 

図２．２．５－２にそれぞれの地点で得られたエコーグラムの一部を示した。図の上

が Svエコーグラム、下が TSエコーグラムを示している。 

当該海域で得られた SV、TS エコーグラムには、魚群と思われる反射は認められなか

った。Svエコーグラムでは、表層 25m付近に帯状、水深 200m以深全域に、さらに観測

初期から水深 250m から時間経過とともに青い部分が上昇しているが、これらは全てノ

イズと考えられる。TS エコーグラムでは、25m 以深はノイズで覆われていた。Sv エコ

ーグラムの観測結果は、200m 以浅の結果であるが、当該海域の魚類マイクロネクトン

密度は低いと考えられる。これまで行ってきた ORIネットや IKMTネットによるマイク

ロネクトン調査もこの結果を支持するものと考えられる。一方で鹿島沖では、表層にお
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いて Svエコーグラムで-35～-55程度の魚群の反射があり、その TS値は-30～-50程度

であった。図はその一例である。Svエコーグラムの 500m以深でデータが欠損している

が、原因はわからない。Svエコーグラムは水深 350m以深、TSエコーグラムは水深 80m

以深から全域がノイズで覆われていた。 

TS値は、概して小型魚になるほど値は低くなる。また、鰾（うきぶくろ）内が気泡で

満たされている場合は大きく、萎縮し水や脂質で満たされている場合や鰾自体が欠如し

ている場合は小さくなる。ハダカイワシ類の TSは、鰾を有する体長 3cmから 8cmの種

類で、概ね-60~-70である 16）。この値は図に示すカラーバーと対比するとノイズと重な

っており、上述した 38kHzの観測可能水深範囲内であってもノイズに隠れてしまう。両

地点とも音響データの取得が理論的に観測可能な水深より浅くなってしまったのは、ノ

イズの影響が大きい。ノイズの原因は、送受波器の取り付け方法によるものと考えられ

る。通常の場合、魚探の送受波部は船底に埋め込まれ、航走観測中、波による振動が生

じにくい。しかし、今回はパイプの先端であるために振動が伝わりやすい構造であり、

振動がノイズとなって現れた可能性がある。また、船底に埋め込んだ場合は、船底が魚

群からの反射を受け止める補助的な役割を担うために、より深く、より小さな魚群でも

捉えることができるが、パイプの先端の場合、魚群からの反射の受信は、小さ送受波部

だけで行うため、反射の全てを捕らえることができていない可能性がある。鹿島沖の観

測時のノイズが低いのは、当該海域観測時に比べて海況が非常に穏やかであったためと

考えられる。今回は試験のためにギブに設置したが、設置方法を最適化すれば、より深

い水深までクリアーな観測が可能になると思われる。 

 

（３）展望  

本調査で実施した方法が、計量魚探の性能を最大限発揮できたとはいえない。しかし、

振動を受けやすい状態であっても送受波部からの水深範囲が、Sv エコーグラムでは

200m、TS エコーグラムでは 75ｍまでであれば魚類マイクロネクトンが検出可能と考え

られた。このことは、観測対象との距離を上記範囲内に保てば中深層のマイクロネクト

ンの観測が可能なことを示唆している。生物現存量調査では、亜熱帯海域の魚類マイク

ロネクトンの生息水深は 500~1500ｍにあると考えられるが、計量魚探送受波部をその

水深近くで曳航することにより、モニタリングが可能となるかもしれない。現時点では

魚類マイクロネクトンの生息範囲が詳細に特定できていないため、ネットによる採取を

層別により細かく行い、分布特性を把握し、その上で水深を絞りこみ、生息水深の上層

数十ｍに送受波器を曳航することができればモニタリングが可能となると思われる。デ

ータ取得技術、データ送信技術や中深層曳航技術など課題があるが、moving ship方式
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で考えられているパイプ曳航技術や、放出した CO2のモニタリング技術などを応用する

ことにより実用化できる可能性があると思われる。 
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図 2.2.1-1 調査点 
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図 2.2.2-1 水温、硝酸・亜硝酸態窒素およびリン酸態リンの鉛直分布 
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図 2.2.2-3 植物プランクトン炭素態現存量と分類群別優占度 
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図 2.2.2-4 バクテリアと単細胞動物プランクトンの 

炭素態現存量鉛直分布 

 

図 2.2.2-5 単細胞動物プランクトン炭素態現存量と分類群別優占度 
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表 2.2.2-1 多細胞動物プランクトンの現存量（ネット試料による） 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.2-2 ネット採集試料の沈殿量 

 

2003年夏季 2004年夏季
0m-200m 17.6 30.0

200m-500m 9.7 7.3
500m-1500m 12.2 18.7
1500m-2500m 0.4 5.5
2500m-3500m 0.7 6.4
3500m-5500m 0.5 －

合計 41.0 67.9

体長5mm以上ソート後

沈殿量(mｌ/m
2
)

採取層

2003年夏季 多毛類 浮遊性被嚢類 ヤムシ類 クラゲ類 軟体動物類

水柱の積算現存量(mgC/m
2
) Nauplius Copepodite Adult 端脚類 十脚類 オキアミ類 等脚類 介形類 枝角類
0m-200m 0.55 52.19 68.36 5.84 5.73 3.86 4.53 0.27 3.98 7.62 38.77 7.82 11.29

200m-500m 0.32 16.66 27.49 0.36 0.18 5.39 0.01 6.00 2.54 0.43 72.77 4.53 5.03
500m-1500m 0.40 33.19 69.40 0.65 2.89 24.09 0.24 8.92 1.38 34.79 37.59 0.23
1500m-2500m 0.14 5.90 14.60 0.06 0.09 4.32 0.34
2500m-3500m 0.31 1.34 2.33 0.07 0.08 0.04 0.39 1.67
3500m-5500m 0.12 0.22 0.10 0.01 0.06 0.02

総計 1.85 109.51 182.28 6.84 8.80 33.41 0.01 10.91 0.27 15.62 9.43 151.03 51.93 16.57

割合（％） 0.31 18.30 30.46 1.14 1.47 5.58 0.00 1.82 0.05 2.61 1.58 25.24 8.68 2.77

２００４年夏季 多毛類 浮遊性被嚢類 ヤムシ類 クラゲ類 軟体動物類

水柱の積算現存量(mgC/m
2
) Nauplius Copepodite Adult 端脚類 十脚類 オキアミ類 等脚類 介形類 枝角類
0m-200m 4.38 98.14 86.68 3.09 0.76 0.44 0.15 0.91 11.40 5.25 0.82

200m-500m 0.03 6.19 15.20 0.09 2.49 0.08 0.04
500m-1500m 1.53 20.40 96.04 0.43 0.16
1500m-2500m 0.23 1.63 4.02 7.34 0.08 0.04
2500m-3500m 0.00 0.02 6.14 0.12 0.02 0.34

総計 6.17 126.38 208.08 0.09 3.09 0.43 10.86 0.44 0.26 0.91 11.48 5.63 0.87

注１） は、5mmを越える大型個体データが加味されていない。
注２） 2004年夏季は3500m-5500ｍの採取は実施していない。

その他甲殻類カイアシ類

カイアシ類 その他甲殻類
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図 2.2.2-6 調査海域における深度別プランクトン現存量（2003 年夏季） 
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表 2.2.2-3 ORI ネットによる魚類マイクロネクトン組成と個体密度 

注）ORI ネット開放状態での採取である。 

 

1500 2000
ｳﾅｷﾞ目ﾉｺﾊﾞｳﾅｷﾞ科

(0.4%) Serrivomer sector ﾓﾄﾉｺﾊﾞｳﾅｷﾞ 272.5 0.04
ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾖｺｴｿ科

(65%) Diplophos taenia ﾈｯﾀｲﾕﾒﾊﾀﾞｶ 38.7 0.04
Gonostoma gracile ﾖｺｴｿ 59.5-108.5 0.08
Cyclothone atraria ｵﾆﾊﾀﾞｶ 27.8-50.6 0.13
Cyclothone sp. ｵﾆﾊﾀﾞｶ属 10.0-45.6 3.91 2.81

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾑﾈｴｿ科
(1.9%) Sternoptyx diaphana ﾑﾈｴｿ 10.1-31.1 0.08

Argyropelecus hemigymnus ﾃﾝｶﾞﾝﾑﾈｴｿ 14.2 0.04
Sternoptychinae ﾑﾈｴｿ亜科 10.0-11.0 0.04 0.04

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ｷﾞﾝﾊﾀﾞｶ科
(20%) Vinciguerria nimbaria ﾔﾍﾞｳｷｴｿ 10.0-22.2 0.38 0.33

Vinciguerria sp. ｳｷｴｿ属 10.0-13.1 1.15 0.25
ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾄｶｹﾞﾊﾀﾞｶ科

(0.4%) Astronesthidae ﾄｶｹﾞﾊﾀﾞｶ科 10.0-12.0 0.04
ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾎﾃｲｴｿ科

(0.4%) Melanostomiidae ﾎﾃｲｴｿ科 61.7 0.04
ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾐﾂﾏﾀﾔﾘｳｵ科

(0.8%) Idiacanthus sp. ﾐﾂﾏﾀﾔﾘｳｵ属 14.4-17.7 0.09
ﾋﾒ目ﾐｽﾞｳｵ科

(0.4%) Alepisaurus ferox ﾐｽﾞｳｵ 13.0 0.04
ﾋﾒ目ﾔﾘ科

(0.4%) Evermannellidae ﾔﾘｴｿ科 11.5 0.04
ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ目ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ科

(8.2%) Bolinichthys longipes ﾎｿﾐｶﾂﾞｷﾊﾀﾞｶ 13.9-23.4 0.08
Benthosema suborbitale ｿｺﾊﾀﾞｶ 13.0-21.0 0.09 0.12
Benthosema pterotum ｲﾜﾊﾀﾞｶ 15.3 0.04
Ceratoscopelus warmingi ｺﾞｺｳﾊﾀﾞｶ 21.6-35.2 0.17
Notoscopelus sp. ｵｵｸﾁｲﾜｼ属 21.1 0.04
Diaphus sp. ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ属 16.0-21.1 0.04
Myctophidae ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ科 10.0-29.4 0.13 0.17

ﾀﾗ目ｻｲｳｵ科
(0.7%) Bregmaceros japonicus ｻｲｳｵ 15.2-16.7 0.04 0.04

ｶﾝﾑﾘｷﾝﾒﾀﾞｲ目ｶﾌﾞﾄｳｵ科
(1.6%) Melamphaidae ｶﾌﾞﾄｳｵ科 11.5-17.9 0.13 0.04

1500 2000
ｳﾅｷﾞ目ﾎﾗｱﾅｺﾞ科

(1%) Synaphobranchidae ﾎﾗｱﾅｺﾞ科 95.2 0.05
ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾖｺｴｿ科

(69%) Sigmops gracile ﾖｺｴｿ 41.3-130.0 0.37 0.13
Sigmops sp. ﾖｺｴｿ属 47.7 0.05
Cyclothone alba ﾕｷｵﾆﾊﾀﾞｶ 12.6-30.3 0.58 0.66
Cyclothone atraria ｵﾆﾊﾀﾞｶ 29.9-40.7 0.05 0.09
Cyclothone  sp. ｵﾆﾊﾀﾞｶ属 11.2-47.3 2.06 1.89

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾑﾈｴｿ科
(1%) Sternoptyx  sp. ﾑﾈｴｿ属 11.0 0.04

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ｷﾞﾝﾊﾀﾞｶ科
(15%) Pollichthys mauli ﾖｳｼﾞｴｿ 38.7 0.05

Vinciguerria nimbaria ﾔﾍﾞｳｷｴｿ 13.8-19.4 0.11
Vinciguerria  sp. ｳｷｴｿ属 14.5-23.5 0.74 0.31
Phosichthyidae ｷﾞﾝﾊﾀﾞｶ科 13.9 0.04

ﾋﾒ目ﾐｽﾞｳｵ科
(1%) Alepisauridae ﾐｽﾞｳｵ科 16.9-20.0 0.11

ﾋﾒ目ﾊﾀﾞｶｴｿ科
(1%) Paralepididae ﾊﾀﾞｶｴｿ科 20.3-20.4 0.04

ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ目ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ科
(13%) Diogenichthys atlanticus ｲﾀﾊﾀﾞｶ 11.8-12.8 0.04

Hygophum reinhardtii ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾊﾀﾞｶ 11.8-22.1 0.21 0.09
Lobianchia gemellarii ﾊｸﾄｳﾊﾀﾞｶ 41.5 0.04
Diaphus sp. ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ属 13.2 0.04
Myctophidae ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ科 10.0-53.9 0.58 0.13

ｶﾝﾑﾘｷﾝﾒﾀﾞｲ目ｶﾌﾞﾄｳｵ科
(1%) Melamphaidae ｶﾌﾞﾄｳｵ科 20.5 0.04

単位：個体数 1000m
-3

8.6合計個体数

学名 和名 体長(mm)2004年夏季

採取水深(m)

採取水深(m)
10.7合計個体数

2003年夏季 学名 和名 体長(mm)
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表 2.2.2-4 2004 年夏季の IKMT による魚類マイクロネクトン組成と個体密度 

注）単位容積当たりの個体数を算出するために必要なろ水量は、IKMT ネット開口部の外周から開口部面積

を試算し、曳網速度と時間から曳網距離を試算し、両者の積により見積もった。 

全個体数

分類群 学名 和名 体長(mm) 個体数/曳網 個体/1000m3

魚類 ｳﾅｷﾞ目ｱﾅｺﾞ科

Gnathophis sp. ｷﾞﾝｱﾅｺﾞ属 36.7-42.5 5 0.11

ｳﾅｷﾞ目ｼｷﾞｳﾅｷﾞ科

Avocettina sp. ｸﾛｼｷﾞｳﾅｷﾞ属 127.0-265.4 4 0.09

ｳﾅｷﾞ目

Anguilliformes ｳﾅｷﾞ目 破損 1 0.02

ﾆｼ目ｶﾀｸﾁｲﾜｼ科

Engraulis japonicus ｶﾀｸﾁｲﾜｼ 10.2 1 0.02

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾖｺｴｿ科

Sigmops elongatum ｵｵﾖｺｴｿ 163.1-180.3 3 0.06

Sigmops gracile ﾖｺｴｿ 48.3-116.9 8 0.17

Cyclothone sp. ｵﾆﾊﾀﾞｶ属 24.3-29.8 5 0.11

Gonostomatidae ﾖｺｴｿ科 33.1-37.8 2 0.04

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ﾑﾈｴｿ科

Valenciennellus tripunctulatus ﾎｼｴｿ 19.0-30.0 3 0.06

Sternoptyx diaphana ﾑﾈｴｿ 24.9 1 0.02

Argyropelecus hemigymnus ﾃﾝｶﾞﾝﾑﾈｴｿ 16.0-26.1 3 0.06

Argyropelecus sladeni ﾃｵﾉｴｿ 12.2-16.3 4 0.09

Argyropelecus aculeatus ﾄｶﾞﾘﾑﾈｴｿ 76.2 1 0.02

ﾜﾆﾄｶｹﾞｷﾞｽ目ｷﾞﾝﾊﾀﾞｶ科

Vinciguerria nimbaria ﾔﾍﾞｳｷｴｿ 15.0-32.8 98 2.09

Vinciguerria sp. ｳｷｴｿ属 14.6-26.2 12 0.26

ﾋﾒ目ﾊﾀﾞｶｴｿ科

Paralepidinae ﾊﾀﾞｶｴｿ亜科 33.8-110.4 2 0.04

ﾋﾒ目ﾔﾘｴｿ科

Evermannella indica ﾏﾀﾞﾗﾔﾘｴｿ 34.2 1 0.02

ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ目ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ科

Benthosema suborbitale ｿｺﾊﾀﾞｶ 20.3-27.4 30 0.64

Hygophum reinhardtii ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾊﾀﾞｶ 19.9-43.6 2 0.04

Myctophum asperum ｱﾗﾊﾀﾞｶ 20.2 1 0.02

Lampadena sp. ｶｶﾞﾐｲﾜｼ属 41.8-43.9 4 0.09

Lobianchia gemellarii ﾊｸﾄｳﾊﾀﾞｶ 34.2-47.1 2 0.04

Lampanyctus  sp. ﾄﾐﾊﾀﾞｶ属 34.0-141.7 12 0.26

Diaphus  sp. ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ属 24.6-63.0 12 0.26

Myctophidae ﾊﾀﾞｶｲﾜｼ科 12.1-53.4 55 1.17

ﾀﾗ目ｻｲｳｵ科

Bregmaceros japonicus ｻｲｳｵ 57.7 1 0.02

ｱｼﾛ目ｱｼﾛ科

Ophidiidae ｱｼﾛ科 44.7-46.3 2 0.04

ｶﾝﾑﾘｷﾝﾒﾀﾞｲ目ｶﾌﾞﾄｳｵ科

Scopelogadus mizolepis ﾖﾛｲｷﾞﾝﾒ 55.9 1 0.02

Melamphaidae ｶﾌﾞﾄｳｵ科 15.1-37.2 6 0.13

ﾏﾄｳﾀﾞｲ目ﾋｼﾏﾄｳﾀﾞｲ科

Xenolepidichthys dalgleishi ﾋｼﾏﾄｳﾀﾞｲ 14.5 1 0.02

ﾀﾞﾂ目ｻﾖﾘ科

Hemiramphidae ｻﾖﾘ科 37.3 1 0.02

ｽｽﾞｷ目ﾔｾﾑﾂ科

Sphyraenops bairdianus ﾄｹﾞﾒｵｷﾑﾂ 45.2 1 0.02

合計個体数 285 6.06
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図 2.2.2-7 2003 年夏季と 2004 年夏季のベントス現存量 

（上: バクテリアとナノベントス 下: メイオベントス） 
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図 2.2.3-1 セジメントトラップ実験による有機炭素フラックス 

図 2.2.3-2 堆積物の有機・無機炭素、全窒素含有率の鉛直分布 
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送受波器 右舷側（右舷前方より撮影）    （右舷後方より撮影） 

 

送受信装置                    制御用パソコン 

研究室（右舷）                  船橋 

 

 

図 2.2.5-1 計量魚探の設置状況 
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図 2.2.5-2 計量魚探により得られた音響情報（エコーグラム） 

上: 亜熱帯調査海域、下: 鹿島沖 
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２．３ 食物連鎖  

 

２．３．１ はじめに  

CO2 海洋隔離の生態系への影響を予測・評価するためには、基礎的な情報として生物の

群集構造を把握することが欠かせない。そのため、海洋観測、生物現存量、食物連鎖、生

態系モデルに関する研究が行われている。本研究は、CO2 の隔離想定海域における生態系

構造を食物連鎖の視点から明らかにすることを目的としている。食物連鎖の研究手法には、

胃内容物の観察、摂餌行動の観察、安定同位体比（δ
13

C、δ
15

N）の分析などが挙げられる

1)
。胃内容物の研究により、実際に捕食者が食べた餌を確認できるが、体内に栄養として

取り込まない未消化のものを観察している可能性がある。摂餌行動の観察により、餌の摂

取様式が明らかになるものの、生物の生活史全体を通した餌の履歴を把握しがたい。一方、

安定同位体比の研究には、捕食者が長期にわたって体内に同化した餌の情報を得ることが

できるという利点がある。  

H14 年度、H15 年度の検討結果より、動物プランクトンからマイクロネクトンまでのサ

イズの生物試料は ORI ネットと IKMT ネットを併用することにより採取でき、それら生物

の食物連鎖は安定同位体比を用いて解析できる見込みが得られた。一方、動物プランクト

ンの一次食資源と考えられる粒子状物質に含まれる炭酸塩のδ
13

C が、粒子状有機物質の

δ
13

C に誤差を与える可能性が指摘された。  

本年度は、隔離想定海域の夏期における食物連鎖を重点的に解析した。粒子状物質につ

いては、脱炭酸塩処理を施し、その影響の有無を調べた。また、亜熱帯域に位置する隔離

想定海域の参照地点として、亜寒帯域の塩釜沖、両者の中間に位置する相模湾で生物試料

の採取を実施した。  

 

２．３．２ 方法  

(1) 試料採取  

生物試料の採取は、本報告書の第 III編 2章に記載されている K12-04調査航海によって、

塩釜沖で行った。また、海洋科学技術センター（JAMSTEC）の深海調査研究船「かいれい」

KR04-07、KR04-12 調査航海で、相模湾で中深層生物試料を採取した。粒子状物質は、

JAMSTEC 海洋地球研究船「みらい」MR04-03 調査航海によって、隔離想定海域を含む西

部北太平洋およびインド洋で採取した。図 2.3.2-1 に試料採取地点を示す。  

(a) K12-04 調査航海  

生物試料の採取を、2004 年 7 月 27 日、塩釜沖の北緯 36 度 26 分、東経 141 度 52 分付近

（最大水深 2311ｍ）で行った。試料採取深度は水深 500m から 1500m であり、試料採取ネ

ットは ORI ネットおよび IKMT ネットを用いた。得られた試料は、海水とともにビニール

パックに密閉し、 -40℃から -20℃で凍結保存した。  
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(b) KR04-07、KR04-12 調査航海  

生物試料の採取は、2004 年 6 月 3 日（KR04-07 調査航海）と 2004 年 9 月 23 日（KR04-12

調査航海）に、相模湾の北緯 35 度東経 139 度 23 分付近(最大水深 1350m から 1500m)で行

った。試料採取深度は、KR04-07 調査航海時は 0m から 1000m、KR04-12 調査航海時は 0m

から 1400m であった。両航海とも試料採取ネットは、多段開閉式ネットシステム

IONESS(目合い 0.3mm、網口面積 1.5m
2)を用いた。得られた試料は、海水とともにビニー

ルパックに密閉し、 -80℃で凍結保存した。  

(c) MR04-03 調査航海  

粒子状物質の採取を、2004 年 6 月 6 日から 8 月 3 日にかけて、西部北太平洋で行った。

表 2.3.2-1 に観測地点、採取日、採水層を示す。海水は、CTD－ロゼット採水装置に取り

付けたニスキン X 採水器によって採取した。船上で、採水器の取水口に 315µm のメッ

シュを設置し、ポリエチレンバックに海水を集め、ろ過を行うまで冷蔵室に保存した。

海水 20L から 50L を、予め 500℃で 5 時間加熱処理した Whatman GF/F フィルターでろ過

し、粒子状物質をフィルター上に捕集した。捕集した粒子のサイズは、フィルターの目合

い約 0.7µm からメッシュの目合い 315µm の間と推定される。フィルター試料は、超純水で

脱塩処理した後に 60℃で乾燥し、研究室に持ち帰った。  

 

(2) 分析方法  

凍結した生物試料は研究室に移送し、解凍して氷温下でできる限り詳細に種類の同定を

行った。魚類は全長と湿重量、エビ類およびその他の大型生物は湿重量を測定し、動物プ

ランクトンは写真撮影を行った。全ての試料は、超純水ですばやく洗浄した後、乾燥重量

が安定するまで 60℃で温風乾燥した。大型試料は、メノウ乳鉢で粉砕して試料を均一にし、

粉末試料とした。試料の脂質含量の差によるδ
13

C 値の変動を避けるために、試料の一部を

クロロホルム：メタノール（2:1）混合溶液とともに再粉砕し、混合溶液で洗浄しながら

Whatman GF/F フィルター上に捕集し、脱脂した。脱脂試料は、フィルターとともに 60℃

で乾燥した後にフィルターから分離し、再び粉末試料として回収した。カイアシ類や端脚

類など小型の生物は、個体のまま、脱脂試料と未処理試料を作成した。炭素および窒素の

含有量、ならびに、安定同位体比 (δ
13

C、δ
15

N)の測定には、元素分析計－安定同位比体質量

分析装置 (Elemental Analyser－ Isotope Ratio Mass Spectrometor; EA－ IRMS)を用いた。  

MR0403 調査航海で得たフィルター試料は、各水深 2 枚ずつ採取し、1 枚は 1M 塩酸で脱

炭酸塩処理した後に、もう 1 枚は未処理のまま 60℃で乾燥させて重量を測定した。生物試

料と同様に、炭素および窒素の含有量、ならびに、安定同位体比を EA－ IRMS で測定した。  

 

(3) 安定同位体比を用いた食物連鎖解析  

本年度は、2003 年 7 月の K12-03 調査航海で隔離想定海域の水深 500m から 5500m にか

－ 201 －



 

けて採取された生物試料を用いて食物連鎖の解析を行った。安定同位体比を用いた食物連

鎖解析は、生物体組織の同位体組成は主として餌の同位体組成に依存し、食物連鎖に従っ

て重い同位体が一定の割合で生物体組織に濃縮するという特徴を利用している
2)
。一般に、

栄養段階が 1 段増えるごとに、δ
13

C は -1‰から+2‰、δ
15

N は+2‰から+4‰増加するといわ

れている
3)
。δ

13
C に比べδ

15
N の方が、食物連鎖に沿った同位体の濃縮係数が大きいため、

食物連鎖の解析にはδ
15

N が用いられることが多い。同位体の濃縮係数をεとし、ある生物

の窒素同位体比をδ
15

Ns、一次生産者の窒素同位体比をδ
15

Np とすると、栄養段階（TL）は

次式によって求められる。  

TL ＝  (δ
15

Ns－δ
15

Np）／ε  （ア）  

一方、δ
13

C は、同一の食物連鎖上での同位体濃縮係数よりも、一次生産者間での変動が

大きいため、種々の食物連鎖の起点となる生物や有機物源の特定に利用される。生体を構

成する有機物の主なものは脂質、糖およびたんぱく質であり、脂質のδ
13

C は生体を構成す

る有機物中で最も軽い 4)
。また、脂質の含有量は、生物の種類や成長段階、季節などさま

ざまな要因で変化する。したがって、生物試料のδ
13

C は脱脂後の値を用いて議論する。  

 

２．３．３ 結果と考察  

(1) 隔離想定海域における生物試料の炭素と窒素の安定同位体比  

2003 年 7 月に隔離想定海域の水深 500m 以深から得られた主な生物は、カイアシ類、ア

ミ類、端脚類、オキアミ類、十脚類、魚類であった。得られた生物試料の種類や採取深度

などの詳細は、昨年度報告書第 III 編 2 章 5 節 5)に記載したとおりである。生物試料の安定

同位体比マップを図 2.3.3-1 に示す。δ
15

N は、 -0.5‰から+12.5‰の間に分布し、カイアシ

類のオンケア属  が最も軽く、魚類のホンカブトウオ属が最も重かった。  δ
13

C は、 -20.7‰

から -14.9‰の間に分布した。δ
15

N と同様に、カイアシ類のオンケア属のδ
13

C が最も軽かっ

た。δ
13

C が最も重かった試料は、端脚類のテングウミノミ科の生物であった。生物試料中

のδ
13

C は、カイアシ類と端脚類の値の間に分布した。次に、カイアシ類、端脚類、アミ類・

オキアミ類、十脚類、魚類に分けて、安定同位体比マップの詳細を検討する。カイアシ類

以外の生物の安定同位体比マップには、参照としてカイアシ類の安定同位体比も合わせて

記載した。  

(a) カイアシ類の安定同位体比マップ（図 2.3.3-2）  

カイアシ類は、δ
15

N の軽い順に、オンケア属、サフィリナ属、カンダシア科、プレウロ

マンマ属、アエティディウス科、カラヌス目、ユウキータ科、パラユーキータ属、Rhincalanus 

nasutus、Megacalanus princeps、Lucicutia bicornuta、ヘテロラブドゥス科が得られた。  

サフィリナ属と Rhincalanus nasutus を除く10種のカイアシ類のδ
15

N とδ
13

C の間には、正

の相関があり（ r
2＝0.93）、直線関係δ

15
N＝6.2×δ

13
C＋130 が成り立った。オンケアはデト

リタス食性、カンダシア科とヘテロラブドゥス科は肉食性、他のカイアシ類は雑食性とし
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て知られる
6, 7)
。カンダシア科を除くと、デトリタス食性、雑食性、肉食性の順にδ

15
N が重

くなった。よって、食性から推定される食地位とδ
15

N の大小関係が一致することから、中

深層生物においても、δ
15

N の値は栄養段階の推定に適していることがわかった。  

隔離想定海域で出現したヘテロラブドゥス科のカイアシ類は、主にヘテロラブドゥス属

であった。ヘテロラブドゥス科の中でも、ヘテロラブドゥス属は、他の肉食性カイアシ類

とは異なり、注射針のような構造をした歯から毒あるいは麻酔のような物質を用いて餌を

捕獲するのではないかと推測されている
7)
。小型であるにもかかわらず、捕食者として精

巧な摂餌方法を確立したヘテロラブドゥス属は、ヘテロラブドゥス科の中でも生息密度が

高いことから、visual predator、つまりプランクトン食性魚類からの捕食を逃れ、餌や生息

空間をめぐって他の分類群との競争に打ち勝っていると考えられている。そのため、δ
15

N

は、魚類のヨコエソ（+12.5‰）やウスオニハダカ（+11.2‰）と同程度に重い値を示した

と考えられる。  

サフィリナ属はオンケア属と同様にδ
15

Nが軽かったが、δ13
Cはオンケア属より重かった。

両者はともにポエキロストム目に属するが、サフィリナ属は肉食性、オンケア属はデトリ

タス食性として知られている
7-9)
。特に、サフィリナ属はサルパと弱い共生または寄生関係

にあると考えられ、ゼラチン質プランクトンを餌にしていると推定されている 8)
。ゼラチ

ン質プランクトンとは、基本的に無色透明のゼラチン質の体を持つ刺胞動物のクラゲ、有

櫛動物のクシクラゲ、翼足類などの浮遊性軟体動物の一部（例えばゾウクラゲ）、原索動物

のサルパ・ウミホタル・ヒカリボヤ類と包巣を持つ尾虫類をあわせたものの総称である
10)
。

これら以外にも、遊泳性の多毛類の一部や毛顎類の Sagitta enflata などは、ゼラチン質と

言っても差支えがないような透明で軟らかい体を持っている
11)
。サフィリナ属とオンケア

属は、食性やδ
13

C が異なることから、それぞれ一次食資源の異なる餌を摂餌していると考

えられる。そのため、サフィリナ属は、オンケア属を含む食物連鎖系統とは別の系統に属

すると推察された。Rhincalanus nasutus も、サフィリナ属と同様に、他のカイアシ類とは

一次食資源が異なる食物連鎖系統に属していると考えられる。  

動物プランクトンとマイクロネクトンの現存量調査より、カイアシ類は炭素量換算で多

細胞プランクトンの 45.6%を占めると報告されている（昨年度報告書第 III編 2 章 3 節
5)
）。

隔離想定海域の中深層生態系を構成する生物の中で、カイアシ類は量的にも、食物連鎖の

指標生物としても重要な役割を占めていると考えられる。  

(b) 端脚類の安定同位体比マップ（図 2.3.3-3）  

端脚類は、ヨコエビ亜目のフトヒゲソコエビ科 (Lysianassidae)、クラゲノミ亜目のツノウ

ミ属（Phrosina sp.）、アシナガタルマワシ（Phronima atlantica）、ヘコミネコゼ（Phronima 

atlantica）、カクホソメズキン（Streetsia challengeri）、テングウミノミ科（Platyscelidae）

が得られた。端脚類のδ
13

C は、-17.4‰から -14.9‰の間に分布し、カイアシ類、アミ類、オ

キアミ類、エビ類、魚類よりも重く、カイアシ類から得られた直線から 2‰以上重かった。
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端脚類は、ゼラチン質プランクトンに付着することが知られており
12)
、ゼラチン質プラン

クトンを単なる移動手段として利用することもあれば、寄生してゼラチン質の体を捕食し

てしまう場合もある
13)
。クラゲノミ亜目のホソハサミウミノミとカミソリウミノミ属は、

ゼラチン質食と考えられている 11)
。これらのことから、隔離想定海域においても、端脚類

はカイアシ類とは別の餌を一次食資源とした食物連鎖系統に属していると推定される。  

(c) アミ類およびオキアミ類の安定同位体比マップ（図 2.3.3-4）  

アミ類は、オオベニアミ属 (Gnathophausia sp.)とロフォガスター属（Lophogaster sp.）が

得られた。両者は水深 200m 以深に生息する
14)
。オキアミ類には、ソコオキアミ科のソコ

オキアミ (Bentheuphausia amblyops)、オキアミ科のチサノポーダ属（Thysanopoda aequalis、

T. monacantha、T. obtusifrons、T. olientalis）、オキアミ属 (Euphausia similis、E. hemigibba)、

ネマトセリス属（Nematoscelis tenella）、ネマトブラキオン属（Nematobrachion sexspinosus、

N. boopis）、Stylocheiron maximum が認められた。ソコオキアミは水深 500m 以深に生息し、

他のオキアミ類は主に 100m から 700m に生息する
14)
。生息水深の上限が最も深かったソ

コオキアミのδ
15

N が最も重かった。オキアミ類とアミ類のδ
13

C は、カイアシ類と端脚類の

間に分布したので、カイアシ類と端脚類それぞれの食物連鎖系統に属する生物を餌として

いると推察される。  

(d) 十脚類の安定同位体比マップ（図 2.3.3-5）  

エビ類は、カスミエビ属（Sergestes armatus）、サクラエビ属（Sergia japonica、S. prehensilis）、

スベスベチヒロエビ属（Gennadas incertus、G. propinquus）、ヒオドシエビ科（Acanthephyra 

sp.、Hymenodora sp.、Meningodora marptocheles）、カザリジンケンエビ（ Stylopandalus 

richardi）、オキナガレエビ属（Thalassocaris sp.）が得られた。オキナガレエビ属を除くと、

十脚類は、アミ類・オキアミ類のδ
15

N とδ
13

C の分布範囲と一致した。アミ類やオキアミ類

と同様に、カイアシ類と端脚類それぞれの食物連鎖系統に属する生物を餌としていると推

察される。  

(e) 魚類の安定同位体比マップ（図 2.3.3-6）  

魚類は 10 科 15 属、のべ 27 種類が得られ、カイアシ類についで生物種が多かった。δ
15

N

は+3.8‰から+12.5‰であり、δ
13

C は -20.2‰から -17.2‰であった。図 2.3.3-6 中に三角で示

したヨコエソ科（Gonostomatidae）と逆三角で示したカブトウオ科（Melamphaidae）は、

δ
15

N の分布範囲が広いのに対し、他の科に属する魚は+5‰付近に分布した。δ
15

N の分布の

詳細を検討するために、得られた試料 1 個体の乾燥重量とδ
15

Nの関係を調べた（図 2.3.3-7）。

図 2.3.3-7 中に実線で囲ったヨコエソ科のヨコエソ（Sigmops gracile）、ユキオニハダカ

（Cyclothone alba）、ウスオニハダカ（C. pallida）、オニハダカ（C. atraria）、カブトウオ科

のカブトウオ（Poromitra crassiceps）やその他のカブトウオ科の魚類などは、乾燥重量が

増加するに伴い δ
15

N が +4‰から +14‰に増加した。一方、点線で囲ったムネエソ科

（Sternoptychidae）のムネエソ属、テンガンムネエソ属、ギンハダカ科（Phosichthyidae）
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のヤベウキエソ、ハダカイワシ科（Myctophidae）のウラハダカ、ソコハダカ属、カガミイ

ワシ、ゴコウハダカ、ハダカイワシ属などは、乾燥重量によらずδ
15

N は+3‰から+6‰の範

囲に納まった。相模湾産のシラスは、体長が大きいほどδ
15

N が重い
15)
。これは、シラスが

成長するにつれ摂餌器官が発達し、餌の大きさが変化すること、言い換えれば、成長に伴

いδ
15

N が重く食地位の高い餌を食資源としていることに由来すると考えられている。シラ

スと同様に、ヨコエソ科とカブトウオ科の魚は、乾燥重量の増加、すなわち成長に伴って

大きさや食地位の異なる餌を摂餌するためにδ
15

N が増加したと考えられる。他の魚は、成

長しても餌の食地位が変化しないため、δ
15

N の変動が小さかったと考えられる。  

 

(2) 粒子状物質中の炭素と窒素の安定同位体比  

昨年度の研究では試料量が少なかったため、脱炭酸処理を施さず、有機物起源の C と炭

酸塩起源の Cを合わせて分析していた。炭酸カルシウムのδ
13

Cは約 0‰と報告されており、

含有量が多くなると粒子状物質のδ
13

C 値に影響をおよぼす。昨年度報告書第 III 編 2 章 2

節
5)
によると、隔離想定海域では沈降粒子の約 60％を炭酸カルシウムが占め、有機物質は

わずか 10%であった。δ
13

C の測定におよぼす炭酸カルシウムの影響が無視できない可能性

が示唆されたので、本年度は新たに脱炭酸塩処理を施した。ここでは、脱炭酸塩処理を施

した粒子状物質を POM（Particulate Organic Matter）、施さなかった粒子状物質を PM と記

し、隔離想定海域(Stn.1)における粒子状物質中のδ
13

C、δ
15

N、C/N 比を図 2.3.3-8 に示す。

δ
13

C とδ
15

N は、水深 1000m で極小となり、C/N 比は極大となった。水深 1000m 付近は溶

存酸素極小層にあたるので、N を多く含み、δ
13

C やδ
15

N の重い有機物の分解が卓越し、こ

のような鉛直分布となったと予測される。δ
13

C は、黒丸で示した粒子状物質全体の PM 中

の値と白丸で示した脱炭酸塩処理後の POM 中の値がほとんど一致した。  

隔離想定海域の Stn.1 に加え、亜熱帯・熱帯域に位置する Stn.2 から Stn.9 においても、

粒子状物質に施す脱炭酸塩処理の効果を検討した。Stn.2 から Stn.9 を含む海域では、水深

1000m で得られる沈降粒子に占める有機炭素（Co）と無機炭素（Ci）の比 Co/Ci は 1 以下

と報告されており
16)
、Stn.1 と同様に沈降粒子中の炭酸カルシウム量の多い地域である。

POM 中のδ
13

C と PM 中のδ
13

C との関係を調べると、ほとんどの点が 1：1 の線上に集まっ

た（図 2.3.3-9）。図 2.3.3-9 で、エラーバーのある点は、Stn.8 と Stn.9 の水深 1000m であり、

採水や処理、分析などによるδ
13

C の誤差を見積もるために、PM と POM 測定用のフィルタ

ー試料を 4 枚から 6 枚、作成した。その結果、採水から分析までを含めたδ
13

C の誤差は 1.3‰

から 8.5%であることがわかった。PM のδ
13

C に対する POM の値が 1：1 の線上から大きく

外れた点は、Stn.3 の水深 500m と Stn.4 の水深 500m であり、PM 中よりも POM 中でそれ

ぞれ 11%、24%値が軽かった。その他の地点では、PM 中に対して POM 中の値が 0.1‰か

ら 7.7%以内に納まり、δ
13

C の試料誤差範囲内であった。これらのことから、採水器で捕集

されるような粒子状物質中では、δ
13

C の測定において炭酸カルシウムの寄与が無視できる
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と考えられる。このことは、採水器で採取されるような粒子状物質(懸濁粒子)と、セジメ

ントトラップで採取されるような粒子状物質（沈降粒子）では、粒子の比重の差によって

含有物の組成が異なることを示唆している。  

生物試料と同様に、PM の安定同位体比マップを示す (図 2.3.3-10)。PM のδ
15

N は -1.3‰か

ら+8.7‰の間に分布し、δ
13

C は -25.5‰から -21.4‰の間に分布した。カイアシ類の中で最も

δ
15

N の軽かったオンケア属やサフィリナ属が PM を餌としているならば、PM のδ
15

N は両

カイアシ類よりも軽くなると予想されるが、結果は PM のδ
15

N が両カイアシ類の値よりも

重かった。よって、PM 中の有機物全体がカイアシ類の餌を代表しているのではないこと

がわかった。本研究で得られた粒子状物質のサイズはおおよそ 0.7µmから 315µmであるが、

海洋中に存在する粒子のサイズは、バクテリアと同じ数µm からマリンスノーと呼ばれる

ような数 cm まで様々である。カイアシ類の餌となりうる粒子のサイズは、最小が数µm、

最大が体長の約 20%程度と考えられている
7)
ので、粒子のサイズごとの安定同位体比を調

べることにより、一次食資源が推定できるかもしれない。  

 

(3) 隔離想定海域における生物試料の食物連鎖  

食物連鎖を推定するにあたり、上述のδ
15

N と栄養段階の関係式（ア）が有用である。栄

養段階の推定には、餌と捕食者との間の同位体濃縮係数 εが必要である。Minagawa and 

Wada
17)
は、紐形類から哺乳類まで、海生生物や陸生生物を含む 12 門 26 種類の生物の餌と

生物のδ
15

N の差を求めた。その結果、εは、+1.3‰から+5.3‰であり、平均+3.4±1.1‰であ

ることを示した。Hobson and Welch
18)
は、ホッキョクグマがワモンアザラシを餌とするこ

とが明らかなので、両者の筋組織のδ
15

N の差からεを+3.8‰と見積もり、カナダ北方の湾内

の海洋生態系を推定している。また、Wada et al.
19)
は、南極海の水深約 1000m 以浅に棲む

生物の栄養段階を植物プランクトン、植食性動物プランクトン、肉食性動物プランクトン、

肉食性マイクロネクトンの順に、1、2、3、4 と仮定し、栄養段階とδ
15

N の関係を調べ、ε

は+3.3‰であると見積もった。しかし、生物の被食－捕食関係が明らかになっていない深

海性体系では、εは未知数である。アラビア海の深海性動物プランクトンの栄養段階の推定

には、Minagawa and Wada と Hobson and Welch のεの平均値+3.6‰が適用された
20)
。本研究

では、Koppelmann and Weikert
20)
と同様に、εを+3.6‰と仮定した。また、最もδ

15
N の軽か

ったオンケア属を栄養段階 2 の生物と仮定し、式（イ）によって他の生物の栄養段階を推

定した（図 2.3.3-11）。  

TL ＝  (δ
15

Ns－ (-0.5))／3.6 ＋  2 （イ）  

各生物の栄養段階は、カイアシ類が 2 から 5.3、端脚類が 2.6 から 3.9、アミ類が 3.2 から

4.3、オキアミ類が 3.2 から 5.3、十脚類が 2.6 から 4.9、魚類が 3.1 から 5.6 となった。隔離

想定海域では、カイアシ類のみで構成される食物連鎖系統と、カイアシ類と端脚類のそれ

ぞれが属する食物連鎖系統の生物を餌とする生物の食物網が推定され、栄養段階はそれぞ
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れ 2 から 5 を占めると推定された。(1)でも議論したように、隔離想定海域では、カイアシ

類が魚類と餌や生息空間をめぐって競争関係にあることが示唆され、現存量の多さからも、

カイアシ類は生態系を構成する重要な生物であることがわかった。今後は、粒子状物質を

サイズ分画するなど、栄養段階 1 となる物質の特定や、さらに遊泳力の大きい大型ネクト

ンを含めた食物連鎖の解析、隔離想定海域の食物連鎖における同位体濃縮係数εの推定など

が望まれる。  

 

(4) 塩釜沖および相模湾から得られた生物試料の同定  

K12-04 調査航海で得られた塩釜沖の生物試料を表 2.3.3-1 に示す。2002 年 12 月に行っ

た調査では得られなかったホタルイカ類、カイアシ類のアウガプティルス科（Euaugaptilus 

longimanus、Pachyptilus pacificus）やフェンナ科（Onchocalanus sp.）が採取された。一方、

12 月の調査で得られていたカイアシ類のヘテロラブドゥス科、ルシクチア科、スコレシス

リックス科、コリケウス科、オンケア科は、本調査では得られなかった。塩釜沖よりも北

方の親潮域で得られる Heterorhabdus tanneri のライフサイクルは 1 年に 1 回であり、夏期

は体長 1mm ほどのコペポイド期、冬期は体長 2mm 以上の成体が多く分布すると報告され

ている
21)
。ヘテロラブドゥス科のカイアシが得られなかった原因のひとつとして、発生に

伴うサイズ変化が考えられる。  

KR04-07 調査航海、KR04-12 調査航海で得られた相模湾の生物試料を表 2.3.3-2 に示す。

従来の隔離想定海域や塩釜沖の調査からは得られなかった貝形虫類の Conchoecia plinthina、

カイアシ類の Temora turbinata、アミ類の Boreomysis sphaerops などが得られた。また、タ

コ類、エビ類、カニ類などの幼生や刺胞動物類が得られたことも特徴的である。 IONESS

ネットを用いることにより、ゼラチン質プランクトンが多く確保される可能性が示された。

相模湾では、表層は沿岸性、中層は黒潮系、深層は親潮系の生物種も得られるので、従来

検討してきた隔離想定海域（亜熱帯域）と塩釜沖（亜寒帯域）の生態系の地域差を把握す

る上で有用と考えられる。  

 

２．３．４ 今後の課題  

隔離想定海域の夏期に得られた中深層生物の安定同位体比を調べることにより、当該海

域には、現存量の多いカイアシ類のみで構成される食物連鎖系統と、多種の生物で構成さ

れる食物網の存在が示された。今後、隔離想定海域、塩釜沖、相模湾での調査を元に、食

物連鎖の季節変動や地域変動を検討する必要がある。動物プランクトンの一次食資源とし

て考えられる粒子状物質に脱炭酸塩処理を施すことにより、隔離想定海域の粒子状有機物

質のδ
13

Cを明らかにし、処理を施す前の粒子状物質全体のδ
13

Cと差がないことがわかった。

しかし、依然、採取された粒子状物質そのものが小型のカイアシ類の食資源となっている

とは考えにくい。粒子状物質のサイズ分画や脱脂処理などを施し、小型動物プランクトン
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の食資源を探索することが課題に挙げられる。  

CO2 海洋隔離の生態系におよぼす影響を明らかにするためには、CO2 隔離想定対象海域

の中深層生態系の構造を食物連鎖から明らかにするとともに、得られた結果を反映してよ

り高次の生態系構造をも考慮した生態系モデルの開発が望まれる。  
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図 2.3.2-1 観測地点 

 

 

 

表 2.3.2-1 粒子状物質の採取 

採取日 採水層　(m)

Stn.1 22.5N 132E 28 Jul 2004 0, 500, 1000, 1500, 2000, 3000

Stn.2 22.5N 139E 10 Jun 2004 0, 500, 1000, 1500, 2000, 3000

Stn.3 8N 130E 23 Jul 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.4 8N 137E 13 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.5 5N 139E 24 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.6 2N 138E 16 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.7 EQ 138E 17 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.8 5S 95E 09 Jul 2004 0, 1000

Stn.9 1.5S 90E 10 Jul 2004 0, 1000
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図 2.3.2-1 観測地点 

 

 

 

表 2.3.2-1 粒子状物質の採取 

採取日 採水層　(m)

Stn.1 22.5N 132E 28 Jul 2004 0, 500, 1000, 1500, 2000, 3000

Stn.2 22.5N 139E 10 Jun 2004 0, 500, 1000, 1500, 2000, 3000

Stn.3 8N 130E 23 Jul 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.4 8N 137E 13 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.5 5N 139E 24 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.6 2N 138E 16 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.7 EQ 138E 17 Jun 2004 0, 500, 1000, 2000, 3000

Stn.8 5S 95E 09 Jul 2004 0, 1000

Stn.9 1.5S 90E 10 Jul 2004 0, 1000

観測地点
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図 2.3.3-1 隔離想定海域における動物プランクトンとマイクロネクトンの 

安定同位体比マップ  

 Copepoda
 Mysidacea
 Amphipoda
 Euphausicea
 Decapoda
 Pisces

 δ
15
N＝6.2×δ

13
C＋130 (r

2
＝0.93)  
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図 2.3.3-2 隔離想定海域におけるカイアシ類の安定同位体比マップ  

1. Oncaea spp. 

    Oncaea venusta 

2. Candaciidae 

    Candacia curta, 

    C. longimana, 

    C. norvegica 

    Paracandacia bispinosa, 

    P. dacia truncata 

3. Pleuromamma spp. 

    P. abdominalis,  

    P. xiphias 

4. Aetidae 

    Chirundina streetsii 

 5. Calanoida 

     Undeuchaeta major (Aetidae) 

     Euchaeta rimana (Euchaetidae) 

     Paraeuchaeta tuberculata (Euchaetidae) 

 6. Euchaetidae 

     Euchaeta rimana 

     Paraeuchaeta media, P. tuberculata 

 7. Paraeuchaeta spp. 

 8. Megacalanus princeps 

 9. Lucicutia bicornuta 

10. Heterorhabdidae 

     Heterorhabdus spp. 

11. Sapphirina spp. 

12. Rhincalanus nasutus 

－ δ15N＝6.2×δ
13C＋130 (r2＝0.93) 
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図 2.3.3-3 隔離想定海域における端脚類の安定同位体比マップ（●はカイアシ類）  

 

 

1. Phronima atlantica 

2. Streetsia challengeri 

3. Phrosina sp. 

4. Lysianassidae 

5. Parapronoe crustulum 

6. Platyscelidae 
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図 2.3.3-4 隔離想定海域におけるアミ類、オキアミ類の安定同位体比マップ 

（●はカイアシ類）  

 

 

Mysidacea 

● Gnathophausia sp. 

▲ Lophogaster sp. 

Euphausicea 

● Euphausicea 

▲ Bentheuphausia amblyops 

■ Thysanopoda spp. 

 (T. aequalis, T. monacantha, T. obtusifrons, T. olientalis) 

▼ Euphausia spp. (E. similes, E. hemigibba) 

◆ Nematoscelis tenella 

○ Nematobrachion spp. （N. sexspinosus, N. boopis） 

△ Stylocheiron maximum 
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図 2.3.3-5 隔離想定海域における十脚類の安定同位体比マップ（●はカイアシ類）  

 ● Decapoda 

▲ Serestes spp. (S. armatus) 

■ Sergia spp. (S. japonica, S. prehensilis) 

▼ Gennadas spp. (G. incertus, G. propinquus) 

◆ Oplophoridae 

 (Acanthephyra sp., Hymenodora sp., Meningodora marptocheles) 

○ Stylopandalus richardi 

△ Thalassocaris sp. 

－ 215 －



 

16

12

8

4

0

δ
1
5
N
 
(
‰

)

-22 -20 -18 -16 -14

δ
13
C (‰)  

図 2.3.3-6 隔離想定海域における魚類の安定同位体比マップ（●はカイアシ類）  

 ● Nemichtys scolopaceus 

▲ Gonostomatidae 

■ Sternoptychidae 

□ Stomiformes (Phosichthyidae, Stomiidae, Melanostomiidae) 

▼ Myctophidae 

◆ Bertella idiomorpha 

○ Melamphaidae 

△ Rondeletia loricata 
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図 2.3.3-7 隔離想定海域における魚類の乾燥重量とδ
15N との関係 

 

 

Sternoptychidae
 Sternoptyx spp.
 Argyropelecus spp.
 Sternoptychidae

Phosichthyidae
 Vinciguerria nimbaria

Myctophidae
 Notolychus valadiviae
 Benthosema spp.
 Lampadena luminosa
 Ceratoscopelus warmingii 
 Diaphasu spp.
 Myctophidae

Gonostomatidae
 Sigmops gracile
 Cyclothone alba
 Cyclothone pallida
 Cyclothone atraria

Melamphaidae
 Poromitra crassiceps
 Melampaidae
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図 2.3.3-8 隔離想定海域（Stn.1）における粒子状物質中の炭素同位体比、窒素同位体比、 

炭素/窒素比（モル比）の鉛直分布 

（● 未処理、○ 脱炭酸塩処理後） 
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図 2.3.3-9 脱炭酸塩処理の有無によるδ
13C の比較 

PM：粒子状物質全体 

POM：脱炭酸塩処理後の粒子状物質 
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図 2.3.3-10 隔離想定海域における粒子状物質の安定同位体比マップ  

△ PM（2004 年） 

▲ PM（2003 年） 

● カイアシ類(2003 年) 
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図 2.3.3-11 隔離想定海域における動物プランクトンとマイクロネクトンの 

窒素同位体比と栄養段階の関係 
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Category Sampling Date
Sampling gear ORI IKMT

Phylum Class Subclass Order Family Sampling depth 500-1500m 0-800m
NEMERTINEA Nemertinean 紐形動物 ●
CNIDARIA Cnidarian 刺胞動物 ●
MOLLUSCA GASTROPODA GYMNOSOMATA CLIONIDAE Clione limcina ハダカカメガイ ●

CEPHALOPODA Watasenian ホタルイカ類 ●
ARTHROPODA MAXILLOPODA COPEPODA CALANOIDA AETIDEIDAE Gaetanus armiger Gaetanus armiger ●

Gaidius variabilis Gaidius variabilis ●
Pseudochirella polyspina Pseudochirella polyspina ●

AUGAPTILIDAE Euaugaptilus longimanus Euaugaptilus longimanus ●

Pachyptilus pacificus Pachyptilus pacificus ●

CALANIDAE Neocalanus cristatus Neocalanus cristatus ●
Neocalanus plumchrus Neocalanus plumchrus ●

EUCALANIDAE Rhincalanus nasutus Rhincalanus nasutus ●
Eucalanus bungii Eucalanus bungii ●

EUCHAETIDAE Paraeuchaeta elongata Paraeuchaeta elongata ●
Paraeuchaeta rubra Paraeuchaeta rubra ●
Paraeuchaeta tuberculata Paraeuchaeta tuberculata ●

METRIDINIDAE Metridia okhotensis Metridia okhotensis ●
Pleuromamma sctullata Pleuromamma sctullata ●

PHAENNIDAE Onchocalanus sp. Onchocalanus sp. ●
MALACOSTRACA AMPHIPODA Amphipod 端脚類 ●

HYPERIIDAE Hyperia  sp. クラゲノミ属 ●
EUPHAUSIACEA Euphausia オキアミ類 ●
DECAPODA Decapod エビ類 ●

CHAETOGNATHA SAGITTOIDEA APHRAGMOPHORA SAGITTIDAE Sagita ヤムシ類 ● ●
CHORDATA Pisces 魚類 ● ●
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表2.3.3-1　K12-04調査航海にて塩釜沖から採取された生物の同定結果
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表 2.3.3-2 KR04 調査航海にて相模湾から採取された生物の同定結果 

Category

Phylum Class Subclass Order Suborder Infraorder Family

CNIDARIA Cnidarian

MOLLUSCA GASTROPODA CAENOGASTROPODA ATLANTIDAE Atlantidae

CEPHALOPODA Octopoda (juvenile)

ARTHROPODA MAXILLOPODA OSTRACODA MYODOCOPIDA HALOCYPRIDINA HALOCYPRIDIDAE Conchoecia plinthina

COPEPODA CALANOIDA AETIDEIDAE Aetideopsis cristata

Aetideopsis multiserrata

Ａｅｔｉdeus acutus

Ａｅｔｉdeus giesbrechti

Chirundina streetsii

Euchirella bella

Euchirella bitumida

Euchirella curticauda

Euchirella galeata

Euchirella messinensis indica

Euchirella rostrata

Euchirella venusta

Gaetanus armiger

Gaetanus kruppii

Gaidius variabilis

ARIETELLIDAE Ａrietellus simplex

AUGAPTILIDAE Haloptilus ornatus

Pachyptilus pacificus

CALANIDAE Calanus sinics

Calanus  sp.

Neocalanus cristatus

CANDACIIDAE Candacia bipinnata

Candacia curta

Candacia norvegica

CENTROPAGIDAE Centropages furcatus

EUCALANIDAE Rhincalanus cornutus

Rhincalanus nasutus

Eucalanus attenuatus

Eucalanus bungii

Eucalanus californicus

Eucalanus crassus

Eucalanus hyalinus

Eucalanus spp.

EUCHAETIDAE Paraeuchaeta comosa

Paraeuchaeta concinna

Paraeuchaeta hansenii　

Paraeuchaeta media

Paraeuchaeta rubra

Paraeuchaeta sarsi

Paraeuchaeta tuberculata

HETERORHABDIDAE Heteroｒhabdidae

LUCICUTIIDAE Lucicutia bicornuta

Lucicutia clausi

Lucicutia pacifica

MEGACALANIDAE Megacalanus princeps

METRIDINIDAE Metridia spp.

Pleuromamma abdominalis

Pleuromamma xiphias

Pleuromamma sctullata

Pleuromamma　(copepodod)

PARACALANIDAE Paracalanus parvus

PHAENNIDAE Onchocalanus cristatus

Onchocalanus hirtipes

SCOLECITRICHIDAE Lophothrix frontalis

Scottocalans securifrons

Scottocalans helenae

Scottocalanus  spp.

TEMORIDAE Temora turbinata

POECILOSTOMATOIDA CORYCAEIDAE Corycaeus  spp.

ONCAEIDAE Oncaea  spp.

ARTHROPODA MALACOSTRACA MYSIDACEA MYSIDAE Boreomysis sphaerops

Boreomysis  sp.

AMPHIPODA Amphipoda

HYPERIIDEA Hyperiidea

PHROSINIDAE Primno macropa

EUPHAUSIACEA EUPHAUSIIDAE Euphausiacea (juvenile)

Bentheuphausia amblyops

Euphausia similis

Eupahusia sp.

Nematoscelis atlantica

DECAPODA Macrura

Megalopa

DENDROBRANCHIATA LUCIFERIDAE Lucifer spp.

SERGESTIDAE Sergestes  sp.

Sergia prehensilis

Sergia  sp.

PLEOCYEMATA CARIDEA OPLOPHORIDAE Systellaspis  sp.

ANOMURA Anomura (glaucothoe)

BRACHYURA Brachyura (megalopa)

Brachyura (zoea)

SAGITTOIDEA APHRAGMOPHORA SAGITTIDAE Sagitta spp.

CHORDATA OSTEICHTHYES Osteichyes (larvae)

Pisces
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(左に同じ) 

Sampling Date 3-Jun-04
Sampling depth 0-1000ｍ 0-1400m 0-50m 50-84m 84-500m 500-750m 750-1000m 1000-1400m
刺胞動物 ● ●
クチキレウキガイ科 ● ● ●
タコ幼体 ●
Conchoecia plinthina ●
Aetideopsis cristata ●
Aetideopsis multiserrata ●
Ａｅｔｉdeus acutus ●
Ａｅｔｉdeus giesbrechti

Chirundina streetsii ●
Euchirella bella ● ●
Euchirella bitumida ●
Euchirella curticauda ● ● ●
Euchirella galeata ●
Euchirella messinensis indica ●
Euchirella rostrata ●
Euchirella venusta ●
Gaetanus armiger ● ●
Gaetanus kruppii ●
Gaidius variabilis ● ●
Ａrietellus simplex ●
Haloptilus ornatus ● ●
Pachyptilus pacificus ● ● ● ● ●
Calanus sinics ●
カラヌス属 ●
Neocalanus cristatus ● ● ● ● ●
Candacia bipinnata ● ● ● ●
Candacia curta ●
Candacia norvegica ●
Centropages furcatus ●
Rhincalanus cornutus ● ● ● ● ● ●
Rhincalanus nasutus ● ● ● ● ● ●
Eucalanus attenuatus ●
Eucalanus bungii ●
Eucalanus californicus ●
Eucalanus crassus ●
Eucalanus hyalinus ●
Eucalanus spp. ●
Paraeuchaeta comosa ●
Paraeuchaeta concinna ●
Paraeuchaeta hansenii　 ●
Paraeuchaeta media ●
Paraeuchaeta rubra ● ●
Paraeuchaeta sarsi ● ● ●
Paraeuchaeta tuberculata ● ● ● ● ●
ヘテロラブドゥス科 ●
Lucicutia bicornuta ● ● ●
Lucicutia clausi ●
Lucicutia pacifica ● ●
Megacalanus princeps ● ●
メトリディア属 ● ●
Pleuromamma abdominalis ● ● ●
Pleuromamma xiphias ● ● ● ● ●

Pleuromamma sctullata ● ● ●

プレウロマンマ(コペポイド期） ●
Paracalanus parvus ●
Onchocalanus cristatus ●
Onchocalanus hirtipes ●
Lophothrix frontalis ● ●
Scottocalans securifrons ●
Scottocalans helenae ●
スコットカラヌス属 ●
Temora turbinata ● ● ●
コリケウス属 ● ●
オンケア属 ● ● ●
Boreomysis sphaerops ●
ボレオミシス属 ●
端脚目 ● ● ●
クラゲノミ亜目 ● ● ●
トゲウミノミ ●
オキアミ科(幼体) ● ●
Bentheuphausia amblyops ●
Euphausia similis ●
オキアミ属 ● ● ● ● ● ●
Nematoscelis atlantica ●
長尾類 ●
カニ類幼生 ●
ユメエビ属 ● ● ●
カスミエビ属 ●
ベニサクラエビ ●
サクラエビ属 ●
マルトゲヒオドシエビ属 ●
異尾下目(幼生) ●
短尾下目(メガロパ幼生) ● ● ●
短尾下目(ゾエア幼生) ●

● ● ●
硬骨魚綱（仔稚魚） ●
魚類 ●

23-Sep-04
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２．４ 生態系モデル  

 

２．４．１ 生態系モデル開発の目的  

 CO2の海洋隔離を想定した環境影響評価を行うためには、対象海域に生息する生物が、

どれだけ影響を受けるかを予め把握しておくことが必要である。生物への影響に関して

は、個体に対する室内影響実験が行われているが、生物は個々の種で生活していないた

め、個々の種に対する影響実験に加えて、生物間や環境との相互関係を考慮した生態系

についての影響を把握する必要がある。特に生態系への影響は長期間の時間スケールを

必要とすることから、実験により検討することは非常に困難である。  

 そこで生態系への影響を予測するために、生態系モデルを開発し、環境影響評価手法

の検討に資することを目的とした。  

 なお、生態系モデル開発では、初期希釈後、長時間が経過し、周りの海水中のCO2濃

度が一様になったと仮定した。また、生態系へのCO2影響を検討するために、基本とな

るモデルが現況をうまく再現できていることが重要となる。平成１５年度は、亜熱帯海

域のみを対象とし、沈降フラックスの季節変動を考慮しない単純化させたモデルを用い

て現況再現計算を実施した。平成１６年度は、海域の違いによるCO2影響を検討するた

めに、亜熱帯海域以外に亜寒帯海域も対象とした。さらに、沈降フラックスの季節変動

を考慮することでモデルの高度化を図り、現況再現計算におけるフラックスの影響を検

討した。  

 

２．４．２ 生態系モデルの構築  

 図 2.4.2-1 は平成９年度から１３年度にかけて実施された二酸化炭素の海洋隔離に

伴う環境影響予測技術研究開発－海洋調査及び CO2 の隔離能力評価技術の開発－（以

後、フェーズ１と呼ぶ）で得られた亜熱帯海域（北緯 25 度・東経 137 度）における

中深層の生物現存量を示したものである。  

 これを見ると亜熱帯海域の中深層では、現存量が最も優占しているものは Bacteria

であり、次いで従属栄養微小鞭毛虫 (HMF)が優占していることが分かる。このように、

中深層ではサイズの小さい生物が多いことから、Bacteria、HMF などによるマイク

ロバイアルループでエネルギーの流れが大きいことが推察される。  

 一方、サイズが大きい生物ではカイアシ類 (Copepods)、クラゲ類 (Cnidaria)が優占

す る 。 従 属 栄 養 渦 鞭 毛 虫 (H.Dinoflagellates) 、 繊 毛 虫 (Ciliates) 、 有 孔 虫

(Foraminiferida)、放散虫 (Radiolaria)などの Micrograzer サイズの生物現存量は、炭

素量換算では少ないが、細胞数は多い。Micrograzer はマイクロバイアルループと高

次の栄養段階を結ぶ重要な生物群となっている 1)ことから、従属栄養渦鞭毛虫、繊毛

虫、有孔虫、放散虫も重要な生物群と考えられる。  

 このフェーズ 1 で得られた亜熱帯海域における深層の生物群集構造を基に、表
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2.4.2-1 および図 2.4.2-2 に示す生態系モデルを構築した。  

 モデルで扱う生物種のコンパートメントは、 Bacteria、 HMF、 Micrograzer、

Mesograzerとした。なお、Micrograzerについては従属栄養渦鞭毛虫、繊毛虫、有孔虫、

放散虫を対象とし、Mesograzerについてはカイアシ類を対象とした。なお、本年度は

プロトタイプとしてモデルを単純化させることを目的としたため、クラゲ類は扱わない

こととした。また、現時点では、深海のみを対象としていることから植物プランクトン

を考慮しておらず、栄養塩は組み込まないこととした。  

 

２．４．３ 計算条件  

(1) 座標系および対象水深 

 モデルは亜熱帯海域と、その比較対象域として亜寒帯海域を対象海域とし、座標系

は鉛直一次元とした。  

対象水深は CO2 の注入水深である中深層とし、亜熱帯海域は 1500～5500m、亜寒

帯海域は 1500～4000m とした。なお、層数は亜熱帯海域および亜寒帯海域ともに 3

層とし、亜熱帯海域は 1500～2500m、2500～3500m、3500～5500m、亜寒帯海域は

1500～2000m、2000～3000m、3000～4000m に分割した。  

(2) 使用データ 

 二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発（以後、フェーズ２と呼ぶ）で

は、北緯 22 度 30 分・東経 131 度 55 分を中心点とした亜熱帯海域を調査対象海域と

しており、亜熱帯海域での生態系モデル開発はフェーズ２で取得されたデータを用い

て実施した。  

また、フェーズ２では亜寒帯海域での調査が行われていないことから、亜寒帯海域

での生態系モデル開発は 1998 年に調査されたフェーズ１の亜寒帯海域データ（北緯

44 度・東経 155 度）を用いた。  

(3) 摂餌条件 

 図 2.4.2-2 に示したように本モデルでは、動物プランクトンとして Mesograzer、

Micrograzer、 HMF の３種を考慮した。それぞれの摂餌対象は Mesograzer が

Micrograzer とデトリタス (Detritus)を、Micrograzer が HMF と Detritus を、HMF

が Bacteria と Detritus を摂餌するものとした。Bacteria については、DOC と Detritus

を摂取するものとした。  

(4) 初期条件 

 表2.4.3-1および表2.4.3-2は、フェーズ２およびフェーズ１で得られた観測値を亜熱

帯海域および亜寒帯海域のシミュレーションに適用できるように、各代表計算水深に線

形補間して得られたものであり、モデル計算における初期値とした。Detritus現存量は、

POC現存量から生物量 (Bacteria現存量、単細胞動物プランクトン現存量 )を差し引くこ

とにより推定した。  
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 亜熱帯海域のMesograzer、Micrograzer、HMF、Bacteria現存量は、いずれも水深が

深くなるに従い現存量が減少するのに対し、亜寒帯海域ではMesograzer現存量以外は、

第2層で最小値となり、第3層は第2層よりも大きな値となっている。Detritus現存量は

亜熱帯海域および亜寒帯海域ともに、第2層で最小値となり、第3層は第2層よりも大き

な値となっている。  

 DOC 現存量は通常 100mgC/m3 のオーダーであるが、そのほとんどは難分解性の有

機物と言われている。しかし、モデルでは DOC は生物が利用可能な易分解性の有機

物として扱う必要があり、観測値をそのままモデルに適用することはできない。そこ

で、ここでは DOC の初期値として 0.5mgC/m3 を与えた。なお、DOC 初期値の妥当

性については、昨年度に検討しており、生態系モデルの計算結果は初期値に依存しな

いことが明らかとなっている 2)。  

(5) 生物過程のモデル化および生物パラメータ 

 本研究では座標系を鉛直一次元としていることから、生態系コンパートメントの現

存量分布は、式 2.4.1 の輸送方程式で記述される。ここで B は生態系コンパートメン

トの現存量、w および Kz
は鉛直流速、鉛直方向の渦拡散係数、そして (dB/dt)*は生物

化学過程による現存量 B の時間変化を示している。本年度は、プロトタイプモデルの

構築という位置づけで、生物過程のみを対象とし w および Kz
はゼロとした。  

 生物過程のモデル化については、中田 (1993)3)に基づいている。本研究で用いた生物

過程のモデル式は昨年度と同一であることから、ここでは記述を省略した。また、モデ

ル化で用いられた生物パラメータを表2.4.3-3および表2.4.3-4に示した。  

 

 

 

 

(6) 溶存酸素の現存量計算 

 本モデルでは植物プランクトンを考慮していないため、光合成による溶存酸素の供

給を表現することができない。また、中深層のみを対象水深としているため、大気か

らの溶存酸素の供給も表現することができない。従って、シミュレーションを実行し

続けると溶存酸素がゼロとなってしまうことから、溶存酸素は観測値に固定した。  

(7) 沈降 Detritus の季節変動  

 対象海域のセジメントトラップ実験では、沈降フラックスに季節変動が認められて

いる。Detritus の供給は沈降フラックスに依存しており、本年度は季節変動の機能を

組み込み、モデルの高度化を図った。  

 季節変動の設定方法は、セジメントトラップの調査結果に基づき、有機物の沈降フ

ラックスが大きい時期は、沈降 Detritus 量も多くなるものとした。なお、本年度は 2

年間のデータが揃っているフェーズ１のデータを用いて季節変動の検討を行った。  
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２．４．４ 計算結果 

(1) 現況再現計算結果  

 上述の設定条件のもと、亜熱帯海域および亜寒帯海域での現況再現シミュレーショ

ンを実施した。時間間隔を 1 日とし、100 年間の数値積分を行った結果、亜熱帯海域

および亜寒帯海域ともに概ね 5 年程度で平衡状態に達した (図 2.4.4-1～図 2.4.4-4)。  

 また、表 2.4.4-1 に各生態系コンパートメント現存量の現況再現計算結果を示す。

亜熱帯海域に関して観測値（表 2.4.3-1）と比較すると、全体的な現存量分布は観測値

を概ね満足するものの、Mesograzer 第 1 層と第 3 層、Micrograzer 第 3 層の計算値

は、観測値に比べて 10 倍以上異なる結果となった。一方、亜寒帯海域に関して観測

値（表 2.4.3-2）と比較すると、全ての生態系コンパート現存量計算結果は観測値に対

して数倍程度の範囲内に収まり、観測値を概ね満足する結果となった。なお、DOC 現

存量については、観測で得られた DOC 値は難分解性の有機物を含んでおり、計算結

果と比較検討することができなかった。  

 亜熱帯海域および亜寒帯海域の現況再現計算結果から得られた第 2 層での炭素循環

像を図 2.4.4-5 および図 2.4.4-6 に示す。亜熱帯海域では Bacteria・HMF・Detritus・

DOC コンパートメント間で循環するマイクロバイアルループで、比較的大きな循環速

度が示された。一方、亜寒帯海域では亜熱帯海域と同様にマイクロバイアルループ内

に お い て 大 き な循環速度 が認め ら れ た が 、 そ れ 以 外 に も Mesograzer お よ び

Micrograzer という高次生物への炭素循環も認められ、現場海域の特性を表すことが

できた。亜熱帯海域および亜寒帯海域で使用した生物パラメータは同一であり、異な

る計算条件は沈降フラックスのみである。このことは、それぞれの海域特性の違いは

沈降フラックスの違いに依存することを意味している。  

 各層での生態系コンパートメント現存量が最大値となる時期には、第 1 層の

Detritus 現存量が最大値となる時期と時間差が生じる（表 2.4.4-2）。これは各生物の

回転速度が異なるため、時間的な反応に差が生じているためである。生物種で比較す

ると、亜熱帯海域および亜寒帯海域ともに、高次の生物種になるに従い時間差が大き

くなっている。また、海域で比較すると、亜熱帯海域は時間差が大きくなっており、

最大の時間差は Mesograzer、Micrograzer の第 3 層で 260 日となった。  

(2) 既存文献値と現況再現計算結果の比較  

 シミュレーションより得られた生物現存量および炭素循環速度は、生物パラメータ

に大きく影響を受けるため、採用した生物パラメータの妥当性が重要である。そこで、

既存文献値から各生態系コンパートメント間における炭素循環速度を推定し、シミュ

レーションで得られた炭素循環速度と比較検討し、採用した生物パラメータの妥当性

を検証した。なお、後述する既存文献からの炭素循環速度の推定では、個体数 (inds)

の情報が必要となるコンパートメントもあるが、フェーズ２の調査結果は個体数の情
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報が現時点では揃っていないこともあり、ここでは亜寒帯海域の結果でのみ既存文献

値と比較検討を行った。  

(a)Mesograzer に関する炭素循環速度の検討 

 カイアシ類の呼吸量は深層でも水温による差を考慮すれば表層と変わらない 4)とし、

Ikeda et al.,(2001)5)の式 (式2.4.2)から呼吸量  (R:μ l O2/inds) を推定した。なお、式

2.4.2のBは1個体当たりの炭素量 (mgC/inds)を示している。  

 また、式 2.4.3 に示したように摂餌量  ( I ) は呼吸量  ( R ) と成長量  ( G ) と排泄

量  ( E ) に転換されるとし、同化効率  [ ( R+ G ) / I または ( I – E ) / I ] を 70%、総

成長効率  (GGE, G / I ) を 30%と仮定した 6)。この結果、摂餌量は呼吸量の 2.5 倍と

なり、排泄量は摂餌量の 0.3 倍となる。  

 表 2.4.4-3 に見積もられた摂餌量、排泄量とシミュレーション結果の比較を示した。

摂食量および排泄量ともに、第 1 層は数倍程度の差となり、第 2 層は 10 倍程度、第 3

層では 20 倍程度の差となった。  

 

 

 

 

 

(b)Micrograzer に関する炭素循環速度の検討 

 Straile(1997)7)は総成長効率  (GGE) について、単細胞動物プランクトンと多細胞

動物プランクトンでは大差は無く 20～30%の範囲内にあり、単細胞動物プランクトン

の中央値は 28%、多細胞動物プランクトンの中央値は 23%になると報告している。こ

こでは、Micrograzer の GGE を 28%と仮定した。  

 また、鈴木 (1999)1)は繊毛虫プランクトンの増殖速度に関して、富山湾夏季および

亜寒帯春季の調査から、増殖速度と水温の関係式 (式 2.4.4)を報告している。そこで式

2.4.4 を用いて増殖速度  ( r : h-1) を計算し、得られた増殖速度に観測値の現存量を掛

けて生産量を推定した。そして、推定した生産量と上述の GGE から、Micrograzer

の摂餌量を推定した。  

 以上の手法で見積もった Micrograzer の摂餌量とシミュレーション結果の比較を表

2.4.4-4 に示す。シミュレーション結果と既存文献からの推定値を比較すると、シミュ

レーション結果は第 1 層で既存文献値と数倍程度の差となり、第 2 層は 10 倍程度、

第 3 層では 30 倍程度の差となった。  

 

 

 

(c)HMF に関する炭素循環速度の検討  

)2.4.2(073.0ln780.0124.0ln TBR ++=
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 Cho et al.,(2002)8)は、日本海の表層から水深 800m までの調査結果から、Bacteria

現存量と従属栄養微小鞭毛虫の Bacteria摂餌量の関係 (式 2.4.5)を報告した。ここで、

X は Bacteria 現存量 (109 cells l-1)、Y は摂餌速度 (106 cells l-1 h-1)を示している。そこ

で本研究では、式 2.4.5 と Bacteria 現存量の観測値を用いて、HMF の Bacteria 摂餌

量を推定した。  

 既存文献情報を基に推定した HMF の Bacteria摂餌量とシミュレーション結果を比

較したものを表 2.4.4-5 に示した。シミュレーション結果と既存文献からの推定結果

を比較すると、シミュレーション結果は、第 1 層で既存文献値と数倍程度の差となり、

第 2 層は 10 倍程度、第 3 層では 30 倍程度の差となった。  

 

 

(d)Bacteria に関する炭素循環速度の検討 

 図2.4.4-7は、大西洋の亜熱帯海域における表層から水深4500mまでの水深とBacteria

回転速度の関係について報告したものである9)。ここではバクテリアのGGEを0.210)と仮

定し、GGEとシミュレーション結果の摂取量および現存量を用いて回転速度を推定し、

図2.4.4-7と比較した。  

 表2.4.4-6に回転速度に関するシミュレーション結果と既存文献値の比較結果を示し

た。シミュレーション結果と既存文献値を比較すると、既存文献値は200～500dayの範

囲にあり、シミュレーション結果は第3層ではやや大きな値となっているが、ほぼ同程

度の値となった。  

(e)シミュレーション結果と既存文献との比較のまとめ  

 Mesograzer、Micrograzer、HMF、Bacteriaについて既存文献から炭素循環速度を推

定し、シミュレーション結果と比較検討した（表2.4.4-7および表2.4.4-8）。水色で塗り

つぶされた箇所は既存文献から炭素循環速度を推定できた項目を示している。シミュレ

ーション結果は、水深が深くなるにつれて既存文献値との差が大きくなっており、特に

Micrograzer第3層の全炭素摂食量およびHMF第3層のBacteria摂食量は30倍程度異な

る結果となった。しかし、それ以外はほぼ同程度の値となった。比較できない項目もあ

ったが、シミュレーション結果は既存文献情報をほぼ満足しており、本モデルで採用し

たパラメータは概ね妥当であると考えられる。  

 

２．４．５ 生態系モデル開発のまとめ  

 生態系が受ける CO2 影響を推定することを目的として、亜熱帯海域（フェーズ２）

および亜寒帯海域（フェーズ１）で得られた観測結果を基に生態系モデルを構築し、

中深層を対象とした現況再現数値シミュレーションを実施した。  

 シミュレーションによって得られた各生態系コンパートメントの現存量は、観測結

果と比較して、オーダーをほぼ満足しており、概ね再現性を得ることができた。ただ
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し、細部について観測値と比較すると、亜熱帯海域では Mesograzer の第 1 層および

第 3 層、Micrograzer の第 3 層で観測結果と異なる結果となっており、今後の改良が

必要であると考えられた。  

 また、本モデルで採用した生物パラメータの妥当性を検討するため、対象海域にお

ける生態系の炭素循環速度を既存文献から推定し、シミュレーション結果と比較した。

中深層を対象水深とした既存文献は少ないため、全ての炭素循環速度について比較検

討することはできなかったが、既存文献から推定した炭素循環速度とシミュレーショ

ン結果はほぼ一致しており、採用した生物パラメータは概ね妥当であったと考えられ

た。ただし、深層となる第 3 層ではシミュレーション結果から得られた循環速度は既

存文献値と比較して 1/30 程度低くなる循環速度も認められたため、今後も既存文献か

らの情報を参考にしつつ、妥当となるモデルパラメータ選定の検討が必要である。  

 本年度行ったシミュレーションはカイアシ類を最高次としたモデルであるが、海洋

調査結果では、さらに高次なヤムシ類やクラゲ類などの出現も認められており、今後

はこれらを含めたモデルの構築が必要である。また、本研究の最終目標は放流 CO2 に

よる生態系の影響を予測することから、今後は CO2 影響を受けた生物パラメータを選

定するとともに、逐次改良されたモデルを用いて CO2 影響のシミュレーションを実施

する予定である。  
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図 2.4.2-1 フェーズ 1で観測された亜熱帯海域(北緯 25゜、東経 137゜)の生物現存量 

縦軸は生物種、横軸は生物サイズ、円は水深 1000～4800m における生物現存量の積算量を示す。 

 

 

表 2.4.2-1 生態系モデルにおける各コンパートメントに対する単位系 
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図 2.4.2-2 本研究で考える生態系モデルの模式図 

 

 

 

 

表 2.4.3-1 観測結果を用いて計算代表水深に線形補間したモデル初期値（亜熱帯海域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissolved Organic
Matter

Mesograzers

Heteroflagellates

Detritus

Bacteria

Carbonates

Mortality
Egestion

FeedingFeeding

Feeding

Uptake
Degradation

Sinking

Sinking
Respiration

Respiration

Mortality

Micrograzers

Feeding

Feeding

MesoG. MicroG HMF Bacteria Detritus

境界層 500-1500 9.26E-02 8.62E-02 2.99E-02 5.18E-01 7.03E+00

第1層 1500-2500 6.14E-03 7.17E-02 3.09E-02 3.11E-01 7.93E+00

第2層 2500-3500 2.31E-03 5.37E-02 1.57E-02 2.54E-01 8.81E+00

第3層 3500-5500 1.27E-04 3.66E-02 1.22E-02 1.95E-01 4.57E+00

Depth(m)

Unit ; mgC/m3
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表 2.4.3-2 観測結果を用いて計算代表水深に線形補間したモデル初期値（亜寒帯海域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.4.3-3 本研究で使用した動物プランクトンの生物パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.4.3-4 本研究で使用した Bacteria の生物パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MesoG. MicroG HMF Bacteria Detritus

境界層 1000-1500 1.03E+00 1.17E-01 7.11E-02 1.03E+00 5.91E+00

第1層 1500-2000 5.91E-01 1.44E-01 8.15E-02 1.33E+00 3.72E+00

第2層 2000-3000 2.91E-01 1.77E-01 9.84E-02 1.61E+00 2.00E+00

第3層 3000-4000 6.66E-02 2.21E-01 1.25E-01 1.79E+00 2.74E+00

Depth(m)

Zooplankton parameter Unit Mesograzers Micrograzers Heteroflagellates

Physiological Q10 - 2.0 2.0 2.0

Maximum daily ration at 0 ℃  day-1 0.190 0.210 0.220

Ivlev's constant for feeding (mgC/m3)-1 0.095 0.125 0.130

Feeding threshold mgC/m3 0 0 0

Basal metabolic rate at 0 ℃  day-1 0.009 0.010 0.011

Fractional active metabolism % 30 30 30

Assimilation efficiency % 70 70 70

Natural mortality rate at 0 ℃ (mgC/m3)-1day-1 0.035 0.060 0.077

Bacteria Parameter Unit Value

Physiological Q10 － 2.0

Maximal uptake rate at 0 ℃ day-1 Detritus  1.0,  DOC  1.2

Half saturation constants for uptake mgC/m3 Detritus  100,  DOC  100

Half saturation constants for oxygen limit mgO2/m
3 Detritus  0.25,  DOC  0.25

Assimilation efficiency % Detritus  70,  DOC  70

Fraction of detrital biodegradation － 10 % of detritus uptake

Natural mortality rate at 0 ℃ (mgC/m3)-1day-1 0.015

Sinking velosity of detritus m/day subtropical  4.8         subarctic  15

Unit ; mgC/m3
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図 2.4.4-1 Mesograzer および Micrograzer、HMF 現存量の系時変化（亜熱帯海域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.4-2 Detritus および Bacteria 現存量の系時変化（亜熱帯海域） 
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図 2.4.4-3 Mesograzer および Micrograzer、HMF 現存量の系時変化（亜寒帯海域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.4-4 Detritus および Bacteria 現存量の系時変化（亜寒帯海域） 
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表 2.4.4-1 各生態系コンパートメント現存量の現況再現計算結果 

 

 

亜熱帯海域の現存量分布計算結果 

 

 

 

亜寒帯海域の現存量分布計算結果 

 

 

 

（観測値と比較して、数倍以内の現存量は青色で示し、10倍以上異なる現存量は赤色で示した） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depth(m) MesoG. MicroG HMF Bacteria Detritus 

第 1 層 1500-2500 2.54E-01 1.85E-01 2.13E-01 7.94E-01 2.71E+00

第 2 層 2500-3500 2.30E-02 6.22E-02 8.17E-02 4.57E-01 1.40E+00

第 3 層 3500-5500 1.88E-06 1.14E-05 1.93E-02 3.32E-01 8.47E-01 

Depth(m) MesoG. MicroG HMF Bacteria Detritus 

第 1 層 1500-2000 2.26E-01 1.69E-01 1.88E-01 6.39E-01 2.53E+00

第 2 層 2000-3000 9.49E-02 1.00E-01 1.19E-01 5.16E-01 1.77E+00

第 3 層 3000-4000 1.99E-02 6.04E-02 7.87E-02 4.41E-01 1.38E+00

Unit ; mgC/m3

Unit ; mgC/m3
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図 2.4.4-5 亜熱帯海域のシミュレーション結果から得られた炭素循環図(第 2層:2500～3500m) 

(Unit : mgC/m3/day,  sinking のみ mgC/m2/day) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.4-6 亜寒帯海域のシミュレーション結果から得られた炭素循環図(第 2層:2000～3000m) 

(Unit : mgC/m3/day,  sinking のみ mgC/m2/day) 
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表 2.4.4-2 各生態系コンパートメント現存量の最大値となる時間差について 

 

亜熱帯海域での最大値の時間差( Unit : day ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

亜寒帯海域での最大値の時間差( Unit : day ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.4.4-3 Mesograzer に関する既存文献推定値とシミュレーション結果の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depth(m) MesoG. MicroG. HMF Detritus Bacteria

1500-2500 55 45 40 - 40

2500-3500 165 145 130 45 115

3500-5500 260 260 255 135 230

Depth(m) MesoG. MicroG. HMF Detritus Bacteria

1500-2000 30 25 20 - 20

2000-3000 65 55 50 20 45

3000-4000 110 100 95 40 80

水深(m) Ikeda et al., モデル計算結果

1500-2000 8.20E-02 1.14E-02

2000-3000 4.34E-02 3.41E-03

3000-4000 1.25E-02 5.84E-04

1500-2000 2.46E-02 3.43E-03

2000-3000 1.30E-02 1.02E-03

3000-4000 3.75E-03 1.75E-04

Unit ; mgC/m3/day

摂食量

排泄量
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表 2.4.4-4 Micrograzer に関する既存文献推定値とシミュレーション結果の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.4.4-5 HMF に関する既存文献推定値とシミュレーション結果の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.4-7 大西洋におけるバクテリアの回転速度と水深の関係(Dufour and Torreton,1996)11) 

 

水深(m) Cho et al., モデル計算結果

1500-2000 2.28E-02 3.36E-03

2000-3000 2.96E-02 1.79E-03

3000-4000 3.45E-02 1.03E-03

Unit ; mgC/m3/day

摂食量

水深(m) Straile,鈴木 モデル計算結果

1500-2000 6.54E-02 1.22E-02

2000-3000 7.51E-02 5.15E-03

3000-4000 9.09E-02 2.44E-03

Unit ; mgC/m3/day

摂食量
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表 2.4.4-6 Bacteria に関する既存文献推定値とシミュレーション結果の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.4.4-7 動物プランクトンに関する既存文献推定値とシミュレーション結果の比較のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既存文献と比較したものは水色で塗りつぶした） 

 

 

 

表 2.4.4-8 Bacteria に関する既存文献推定値とシミュレーション結果の比較のまとめ 

 

 

 

 

 

 

（既存文献と比較したものは水色で塗りつぶした） 

 

水深(m) Dufour et al., モデル計算結果

1500-2000 437

2000-3000 868

3000-4000 1423

Unit ; day

回転速度 200～500

水深(m) 全摂食量
デトリタス
からの摂食

量

バクテリア
からの摂食

量
排泄量

呼吸による
消費量

死滅量 捕食量

1500-2000 1.14E-02 1.07E-02 - 3.43E-03 5.77E-03 2.24E-03 -

2000-3000 3.41E-03 3.22E-03 - 1.02E-03 2.01E-03 3.81E-04 -

3000-4000 5.84E-04 5.59E-04 - 1.75E-04 3.91E-04 1.92E-05 -

1500-2000 1.22E-02 1.14E-02 - 3.67E-03 5.61E-03 2.20E-03 7.56E-04

2000-3000 5.15E-03 4.82E-03 - 1.55E-03 2.70E-03 7.25E-04 1.88E-04

3000-4000 2.44E-03 2.31E-03 - 7.32E-04 1.43E-03 2.62E-04 2.55E-05

1500-2000 1.66E-02 1.33E-02 3.36E-03 4.99E-03 7.36E-03 3.40E-03 8.76E-04

2000-3000 7.89E-03 6.10E-03 1.79E-03 2.37E-03 3.88E-03 1.32E-03 3.34E-04

3000-4000 4.21E-03 3.18E-03 1.03E-03 1.26E-03 2.25E-03 5.60E-04 1.35E-04

Mesograzer

Micrograzer

HMF

水深(m)
デトリタス
からの摂取

量

DOCから

の摂取量

分解余剰物
の生成量

デトリタス
摂取の際の

排泄量

DOC摂取

の際の排
泄量

死滅量
回転速度

(day)

1500-2000 1.37E-02 1.54E-03 1.53E-03 4.12E-03 4.61E-04 7.35E-03 437

2000-3000 8.31E-03 9.33E-04 9.23E-04 2.49E-03 2.80E-04 4.71E-03 868

3000-4000 5.65E-03 6.38E-04 6.27E-04 1.69E-03 1.91E-04 3.41E-03 1423

Bacteria

Unit ; mgC/m3/day 

Unit ; mgC/m3/day 
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第３章 生物影響研究 

 

３．１ プランクトンへの急性致死実験および海洋懸濁物質への影響 

 

３．１．１ はじめに 

海洋中への CO2放出直後の初期希釈過程における生物への影響を評価するために、生物急

性致死モデルが開発されてきた 1)。このモデルでは、生物の致死は曝露される二酸化炭素分

圧と曝露時間に依存するものであり、その作用は時間の積分として蓄積されることとして

いる。しかしながら、急激な CO2分圧の上昇と時間をかけた段階的な CO2分圧の上昇の場合

では、魚類の死亡率が異なることが報告されたことから 2)、生物の馴致作用を考慮すべきか

どうかが課題となってきた。 

これまで一定濃度での曝露実験を実施してきたが、上記の課題を受けて CO2分圧が変動し

た場合の非定常曝露実験を昨年度より開始した。昨年度に実施した非定常曝露実験では、

カイアシ類に関しては馴化の効果は小さいとの可能性が示唆されたが、観察の時間間隔が

従来の 12 時間では短かったために、結果に関して優位性に乏しかった。このため、今年度

は、観察時間を短くすることにより、死亡率の変化のより細かな追跡を行うこととした。 

 

３．１．２ カイアシ類の致死作用におよぼす CO2濃度の変動の影響 

(1)材料と方法 

材料には宮津事務所の海水水槽内に増殖した底層性カイアシ類 Metamphiascopsis 

hirsutus を用いた。曝露用の海水は、あらかじめ GF/F でろ過した海水を 20％と 0％の CO2

を含む N2:O2:CO2混合ガスでそれぞれ曝気し、曝気した両方の海水を所定の二酸化炭素分圧

となるように混合して用いた。水槽から採集した動物を CO2 曝気海水で一旦洗浄したのち、

2％、4％および 8％CO2海水で満たした 30ml バイアルビンに 1 個体ずつ移し、密栓した。1

群 20 個体とし、4％濃度のみ 3群を設けた。48時間経過後、4％の群のうち各 1群ずつ、2％

または 8％の CO2海水を満たした 30ml バイアルビンに動物を移した。その後、観察を継続し

た。また、2％、8％および 40％の残り 1群については、そのまま継続して飼育した。 

 

 (2)結果 

8％CO2の曝露海水は、測定したｐH とアルカリ度から求めた CO2分圧が当初の設定よりも

高くなり、結果として 9％となった。この死亡率はこれまで得られてきた 8%の定常状態の

死亡率とほぼ同じ結果であり、8%の定常状態を示しているとした。死亡率の推移を図

3.1.4-1 に示す。9％群は 24 時間でほぼ半数が死亡し、54 時間後にはほぼ全個体が死亡し

た。2％群は 42 時間で 2個体の死亡がみられたが、その後死亡個体は生じなかった。4％群

両者の中間的な推移を示し、48 時間後にはほぼ 2 割が死亡した。48 時間に 4％から２％あ
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るいは 8%に CO2濃度を変化させたところ、8％に上げた群は死亡が早まり、72時間後には６

割が死亡した。48 時間後の死亡率の変化は 9%定常群の初期の傾きに相似している。2％に

下げた場合には 90 時間まで死亡個体が発生しなかった。 

 

(3)考察 

死亡速度の傾きを比較するために、死亡率をプロビット変換して定常条件と非定常条件

を比較した（図 3.1.4-2）。4％から 8％に CO2濃度を増加させた場合には、死亡率の傾きは 9％

の定常状態の死亡率とほとんど同じであり、明らかな低下は認められない。また、4％から

2％に CO2 濃度を低下させた場合、その死亡率の傾きは、両者でほぼ同じであった。このこ

とは昨年度の実験により推察されたようにカイアシ類では順化の効果が認められないこと

を示唆している。 

 

３．１．３ 急性致死データをもとにした致死に関する慢性無影響濃度の推定 

(1)はじめに 

これまで実施されてきた実験は CO2 の海洋中への放出時における急性致死をあつかった

ものであり、高濃度短期間の影響を評価することを目標としてきた。しかし、低濃度長期

間曝露の影響は炭酸カルシウムの外骨格を持つ貝類や棘皮動物で確認されており 3)、放出さ

れた後の慢性影響を評価することは避けられない。現状では、中深層に生息する生物への

慢性曝露実験を実施することは非常に困難である。 

急性毒性しか知られていない物質についての慢性毒性の推定方法としては、、化学的に類

似の物質で得られた急性慢性毒性比（ACR）を利用して求める方法がある 4)。ACR は、同じ

化学物質でも生物種が異なると変化する可能性もあり、また同一の生物種でも化学物質に

より反応が異なることから、常に不確実性を含んでいる。CO2の生理作用の詳細が今後明ら

かになってきた場合には、適用できる可能性は残ると思われる。 

ACR を用いない方法として、Mayer ら（1994）5)は、急性毒性データよりさまざまな曝露

時間の０％致死濃度（LC0）を求め、曝露時間の逆数（1/t）に対して回帰直線を引いた。

時間（ｔ）が無限大、すなわち 1/t が０に限りなく近づくため、この回帰式の X=0 との交

点の LC０の値を慢性影響における致死や成長に影響を与えない最高濃度（NOEC）とした。慢

性影響試験における慢性影響の現れる最低濃度の幾何平均である最大許容濃度（MATC）と

比較しているが、NOEC は比較的よい一致をみたとしている 4)。 

カイアシ類について、急性致死影響試験から Mayer らの方法を用いて、慢性無影響濃度

の計算を試みた。 

 

(2)方法 

1999 年に実施田西部北太平洋の外洋性カイアシ類についての急性曝露実験結果を基に、

急性無影響濃度を求めた。Mayer ら（1994）は、LC0の近似として 0.01％の死亡率を０％と
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みなしていたが、カイアシ類に関する急性試験では 1 実験あたりの動物数が少ないため、

ここでは 0.1％を死亡率０％とみなし、無影響曝露時間（Lt0）を計算した。得られた LC0

値を曝露時間の逆数（1/ｈ）に対してプロットした。 

 

(3)結果と考察 

表 3.1.3-1 に計算結果を示す。1 群あたりの個体数が少なく、観察時間間での死亡率の変

化が急激な場合や変化がほとんどない場合には、Lt0を求めることができなかった。結果と

して、31 個の Lt0値を得ることができた。 

これらのLt０を曝露時間の逆数にプロットした（図 3.1.3-1）。曝露した pCO2濃度が 15,000

μatm までは 1/ｔの増加に伴い pCO2も増加するが、pCO2が 15,000μatm を超えると両

者の関係は横ばい傾向になる。これは高濃度の pCO2の実験の場合、最短の観察時間よりも

短い推定値となり、正しい推定がなされていない可能性がある。よって曝露 pCO2 の濃度が

15,000μatm 未満の試験結果を用いることとした(図 3.1.3-2)。直線回帰は pCO2 = 5586 + 

5101.8204（1/t）となり、慢性無影響濃度（NOEC）となる Y軸との交点は 5586 となり、交

点の 95％信頼限界は 3,300～7,900μatm となった。海域別では、亜寒帯海域の Lｔ0は数

が少なく、大きくばらつきがある。このため、亜寒帯海域と亜熱帯海域別にプロットした

（図 3.1.3-3、3.1.3-4）。亜熱帯海域は、時間の逆数が大きくなるにつれて Lt0が大きくな

る。この傾向は、表層性と中深層性ともに認められる。一方、亜寒帯海域では、表層の１

点を除いて 1/t が 0.5 以下のところでばらつき、相関が見られず、NOEC を求めることはで

きないと考えられる。 

亜熱帯海域について求めた NOEC を表 3.1.3-2 に示す。NOEC 値は表層で 5,000μatm、中深

層性のもので 3,800μatm となった。全層をまとめて回帰すると、NOEC は 4,300μatm とい

う CO2分圧が推定された。 

ここで示した NOEC は、あくまで 1 個体の致死に作用する慢性曝露の影響を評価するもの

であり、代謝の抑制など亜致死の影響を含んだものではない。個体に対する亜致死の影響

は、個体の生理状態を変え、抱卵率の低下 6)などの繁殖への影響を通じて、個体群の変動に

影響をもたらす可能性がある。このため、今回試算した無影響濃度は種の存続に対して説

明することはできない点に、十分注意する必要がある。個体群や世代間への影響は亜致死

の段階で生じることから、NOEC の濃度よりもさらに低くなることが予想される。 

 

３．１．４ 海洋中の懸濁物への影響 

(1)はじめに 

 海洋の表層より深いところでは光が届かないために、一次生産による有機物の生産は見

られない。深海底の湧水域における化学合成もあるが、通常の場合深層生態系は上層から

の有機物の供給に依存している。現在開発している深海生態系モデルにおいても、生態系

の基質としては上層からの沈降フラックスに依存している。生態系モデルの感度解析にお
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いて、沈降フラックスの量と季節変動が生物構造に大きな影響を与えることが指摘されて

いる。 

 海洋中に存在する懸濁・沈降粒子は、バクテリアサイズであるミクロンオーダーから、

マリンスノーと呼ばれるような cmオーダーのものまでさまざまな大きさのものが存在して

いる。マリンスノーサイズの沈降粒子の観測によると、その沈降速度は大きさによりかな

り変化する。表 3.1.4-1 にパナマ海盆の水深 3,800m で撮影されたマリンスノーの観測結果

を示す。直径が 1.0-2.5mm の場合、その沈降速度は 36m day-1 であるが、粒子の直径が

4.0-5.0mm と大きくなると沈降速度は 1.0 m day-1まで減少する 7)。マリンスノーは、懸濁

している粒子が接触し凝集しながらサイズを増すといわれており 8)、粒子間の衝突確率と粒

子の凝集の特性に依存すると考えられる。 

ところで、海水中に存在する微小粒子は、コロイド様物質の凝集により生成されるが、生

成される粒子の大きさは海水中の pH により変化する（図 3.1.4-1）。通常の海水の pH であ

る 7以上では 5μm の粒子が生成されたのに対して、pH6を閾値として酸性側になると粒子

径は急激に小さくなり、pH４以下では 1μm 程度に減少した 9)。海水中の pH が変化すること

により懸濁粒子の表面荷電が変化して、凝集能が変わってしまうことによると考えられる。

このような粒子の凝集作用への pH の影響は、微小粒子のみならず、マリンスノーのような

大型の粒子の凝集に対しても作用すると考えられる。このため、CO2 の濃度上昇に伴う pH

の低下は、懸濁粒子の凝集作用に影響を及ぼす可能性が残される。 

また、沈降粒子は有機物だけで構成されているわけではなく、バクテリアや原生動物の

生息場所としても重要である。沈降粒子中に生息するバクテリアが粒子状有機物を溶存態

有機物に分解し、一部の溶存態有機物は沈降粒子から拡散して周りの海水中に生息する微

生物への栄養供給を行っていると考えられている(図 3.1.4-2)10),11)。沈降粒子中は周りの海

水に比べて有機物などの濃度が高いことが知られているが 8)、仮に粒子の径が小さくなると

粒子中の有機物の濃度勾配が減少し、微生物の生息場所としての環境が損なわれるであろ

う。逆に、径が大きくなると有機物濃度の勾配はより大きくなる可能性もある。 

いずれにしても、粒子の存在状態に影響があるならば、粒子中の微生物の生息環境のみ

ならず、周りの微生物、あるいは下層への基質供給速度の変化を通じて、海洋の生態系に

影響を及ぼす可能性も考えられる。 

 今年度は、以上のような想定のもと、海洋中の懸濁粒子への CO2濃度の変化の影響を検討

するために、懸濁粒子を採集し予備的検討を行うこととした。 

 

(2)方法 

1)採集 

材料となる懸濁物の採集は、平成 17 年 3月 4日から 3月 8日に第 12 海工丸を用いて実

施した。東経 135 度 北緯 32 度 30 分付近の海域において、CTD－RMS（SBE 製）を用いて採

水を行うとともに、現場ろ過機を用いて海中の懸濁物を採集した。採水は、
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10,100,200,500,1000,および 2000m の 6 層から行った。粒子計測用の海水は、ホルマリン

を最終濃度５％となるように加え、持ち帰った。現場ろ過は表層の下部 200ｍ、中層の下部

1000ｍおよび深層の 2000ｍに設置して作動させた。現場ろ過のフィルターは孔径 0.4μm の

ポリカーボネートフィルター（Isopore、ミリポア製）を用いた 1 層 5 段の試行と GF/F グ

ラスファイバーフィルター（Whatman製）を用いた 1層 2段の計 2回の作業を実施した。ポ

リカーボネートフィルターでの作動では、途中でフィルターのめくれが生じたと考えられ、

ろ過量が不明であり、かつイフィルター上に懸濁物が十分に残っていなかった（表 3.1.4-2）。

フィルターは、150mm スチロール製シャーレに広げ、冷凍状態で実験室に持ち帰った。 

２）曝露実験 

粒子計測用に持ち帰った海水は、液中微粒子計 KR-32（リオン製）により粒子スペクト

ルを測定した。スペクトルの測定レンジは、2－3、3－5、5－10、10－15、15－20、20－50、

50－100 とした。 

実験には水深 200mと 1000ｍの現場ろ過試料を用いた。現場ろ過を行ったフィルターは、

0.2μm ろ過海水 200ml に浸漬し、超音波洗浄機で 3 分間処理してフィルター上の捕捉粒子

の再懸濁させ、懸濁原液とした。懸濁原液について粒子スペクトルを計測した。 

pH の変化に対する影響を評価するために、異なる pH の実験海水を準備した。pH の調整

には、CO2を曝気して pH を下げた海水を使用した。0.2μm ろ過海水に１％CO2・Air ガスを

1 晩曝気して、10,000μatmCO2海水（以後高 CO2海水）を調整した。高 CO2海水と未曝気の

海水を１：１で混合して約 5,000μatm の CO2海水（中 CO2 海水）を調整した。対照として

未曝気海水を用いた。高 CO2、中 CO2および対照海水の pH は、それぞれ 7.0-7.1、7.4-7.5

および 7.9 であった。 

500ml ビーカーに 3種類の実験海水それぞれ 400ml と懸濁原液 40ml を加えて混合し、ｐ

Hと粒子スペクトルを計測した。その後、凝集反応装置ジャーテスター（宮本製作所製）に

かけ、30rpm で 60 分間撹拌した。撹拌後、再度 pH と粒子スペクトルを計測した。 

 

 (3)結果と考察 

図 3.1.4-3 に現場海水中の懸濁粒子スペクトルを示す。いずれの水深においても最も粒

子数が多いサイズは最もサイズの小さい 2-3μm であった。粒子サイズが大きくなるにつれ

てサイズレンジが広がるにもかかわらず、粒子数は減少し、50-100μm サイズは 1counts 

ml-1以下、100μm以上の粒子は計数されなかった。これ以上の粒子が存在しないわけでは

なく、原水の計数には 50ml を繰り返し計数したが、存在密度が低いために計数されなかっ

たと考えられる。また、マリンスノーは非常に柔らかな凝集物と考えられ、採水時のショ

ックだけで壊れるといわれており、この粒子スペクトルが現場の凝集状態を正しく反映し

ているわけではないことに注意する必要がある。 

粒子数は、表面（10m）でもっとも多く、100m でいったん減少した後、水深 200m で再度

増加した。水深 200m から 1000m は粒子数に大きな差は認められず、水深 2000m になると再
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度粒子数が減少した。 

現場ろ過によりフィルター上に捕捉された状態を図 3-1.4-4 に示す。懸濁物の再回収に

際しては、ポリカーボネートフィルターのほうが剥がれやすいといわれているが、ポリカ

ーボネートフィルターを用いた場合（図 3.1.4-4a）には、ろ過時におけるフィルターのめ

くれが生じていたため、いずれの水深でもフィルター上に残っている量はかなり少なかっ

た。GF/F で 100 から 500L 以上ろ過できたもの（図 3.1.4-4ｂ）と比較すると明らかに少な

い。このため、GF/F からの懸濁物の回収も試みて実験に使用した。しかし、再懸濁した場

合、グラスファイバーが重なり合った構造である GF/Fフィルターではフィルターからはが

れる懸濁物は非常に少なく、かつ再懸濁時にグラスファイバー自体が壊れて懸濁している

疑いがある(図 3.1.4-5)。 

粒子の再懸濁後の懸濁原液の粒子スペクトルを図 3.1.4-6 に示す。ポリカーボネートフ

ィルターでは、水深 200ｍの粒子数が 1000ｍや 2000ｍよりも 3倍程度多く回収することが

できた（図 3.1.4-6a）。1000ｍと 2000ｍの粒子数には差が認められない。粒子径について

は、海水での結果と同様に、粒子サイズの小さいクラスほど多い傾向があった。一方、GF/F

からの懸濁原液の粒子数は 200ｍでもっとも多く、水深が深いほど徐々に減少した。すでに

述べたように際懸濁時の回収効率は GF/F では非常に悪いために、現場ろ過が正常に行われ、

かつろ過量もポリカーボネートフィルターよりも多いと考えられるにもかかわらず、写真

とは異なりその粒子数はポリカーボネートフィルターの場合より 3－4倍程度多いに過ぎな

い（図 3.1.4-6b）。懸濁粒子の回収を考えると、ポリカーボネートフィルターを使用するこ

とが望ましい。 

CO2により pH を低下させた海水で 1 時間攪拌実験では、中 CO2海水では pH が 0.1-0.2、

高 CO2海水では pH が約 0.3 上昇した（表 3.1.4-3）。CO2が無補給の条件では開放系における

曝露実験は長時間にわたり実施することは困難である。しかし、1時間の攪拌実験ながら微

小なサイズクラスの粒子数に変化が認められた。ポリカーボネートフィルターで採集した

200m で採集した懸濁粒子について pH7.0 に曝露させた場合、攪拌前の 2-3、3-5、5-10、10-15、

15-20、20-50、および 50-100μm のサイズの粒子はそれぞれ 1,420、970、340、74、22、8、

1および 0個 ml-1存在した。これらのうち、15μm以上のサイズの粒子は計数量が少ないた

め、比較の対象外と考えられる。これより小さいサイズの粒子数は、1時間の攪拌後に初期

値より約 20～30％減少した（図 3.1.4-7a）。同様に、pH7.4 と pH7.9 で攪拌した場合には、

10μm より小さいサイズの粒子の減少率は 10～20％と明らかに pH7.0 で攪拌した場合より

も粒子数の減少率は小さかった。一方、1,000m で採集した懸濁粒子では、pH7.0 に曝露さ

せた場合、攪拌前の 2-3、3-5、5-10、および 10-15μm のサイズの粒子はそれぞれ 430、300、

110、22 個 ml-1存在した。10μm より小さいサイズの粒子数は、1時間の攪拌後に初期値よ

り約 10～25％減少した（図 3.1.4-7b）。pH7.4 と pH7.9 で攪拌した場合には、粒子の減少率

は15％以下となり pH7.0で攪拌した場合よりも粒子数の減少率は5μm以上のサイズで小さ

くなった。 
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GF/Fフィルターで捕捉した懸濁粒子を海水中に再懸濁すると、フィルター由来と考えら

れる粒子の混入が大きいと考えられたが、ポリカーボネートフィルターと同様に低 pH への

曝露実験を実施した。水深 200ｍで採集した懸濁物の場合、対照である pH7.9 では 5-8％の

粒子数の減少が見られた。pH7.5 では減少率が 8-12％と高くなったが、pH7.0 では 10μm以

下のサイズは 8％と対照と変わらなかった。10-15μm サイズの粒子数は変化が認められな

かった。また、水深 1,000m で採集した懸濁物の場合、5μm以下のサイズの粒子数の変化は、

いずれの pH でも 5%以下と小さく、差が見られなかった。一方 5-10μmサイズの粒子数は変

化がなく、10-15μm のサイズは、約 10%の粒子数の増加がみられた。GF/F で捕捉し、再懸

濁した場合、曝露した pH による粒子数の変化に一定の傾向は認められなかった。ポリカー

ボネートフィルターで捕捉した懸濁粒子の結果とは異なるが、GF/F フィルターの場合、再

懸濁時に混入したと考えられるグラスファイバーの影響が疑われる。 

今回、ポリカーボネートフィルターで捕捉した懸濁粒子を用いた曝露実験において、凝集

作用への pH の影響を疑わせる結果が得られた。しかし、ポリカーボネートフィルターを用

いた現場ろ過では、フィルターのめくれが生じて十分な粒子の捕捉ができなかったために、

回収できた懸濁物の量が少ないことから、より多量の懸濁物を採集し、詳細な検討が必要

と考えられる。また、今回粒子間の接触には凝集実験に用いられるジャーテスターを用い

て 1 時間程度の実験を行ったが、実際の海洋におけるマリンスノーの形成機構とは明らか

に異なると考えられる。また、凝集にはより長時間の反応が望ましいと考えられるがジャ

ーテスターを用いた場合、開放系での実験となり、CO2で pH を調整した場合には実験中にお

ける CO2の放出により pH の上昇が認められた。このため、長時間の実験を行うためには、

CO2の供給あるいは閉鎖系での実験が必要かもしれない。また、粒子の表面荷電だけが重要

とするならば、塩酸などの無機酸による pH 調整で実験を行うこともひとつの方法である。

ところで、梶原（1989）は、実際の海洋の条件を考慮して、熱による海水の乱れを利用し

た粒子の凝集実験を試みている。この実験では、2週間程度で視認できる粒子の形成を確認

されている。最終的には、マリンスノーの形成を考慮した凝集実験法での検討が必要であ

ろう。 

 



表 3.1.3-1 外洋性カイアシ類の半致死曝露時間と 0.1％致死曝露時間の逆数 

Exp. No. 
分布域

（条件）

曝露 

ｐCO
2
 

LT50 1/LT0.1 Exp No.
分布域

（条件）

曝露 

ｐCO
2
 

LT50 1/LT0.1

Exp.1CP 1 860 - - Exp3Smal 1 1300 - - 

Exp.1CP 3 3500 62 - Exp3Smal 2 2900 110 - 

Exp.1CP 4 4400 89 - Exp3Smal 3 7000 200 - 

Exp.1CP 5 13000 24-35 - Exp3Smal 4 10000 130 0.79 

Exp.1CP 6 

北 

（表層）

22000 15 0.68 Exp3Smal 5

南 

（表層）

30000 48 5.01 

Exp.1MP 1 860 - - Exp4Mc 1 530 - - 

Exp.1MP 3 3500 70 - Exp4Mc 2 7200 163 - 

Exp.1MP 4 4400 130 0.10 Exp4Mc 3 8600 201 - 

Exp.1MP 5 13000 18 1.71 Exp4Mc 4 11000 142 - 

Exp.1MP 6 

北 

（表層）

22000 17 1.01 Exp4Mc 5

南 

（中層）

29000 64 - 

Exp.1NO 1 860 - - Exp4Ctotal 1 1600 - - 

Exp.1NO 3 3500 240 - Exp4Ctotal 2 12000 75 0.93 

Exp.1NO 4 4400 240-250 - Exp4Ctotal 3 14000 55 1.43 

Exp.1NO 5 13000 200 0.15 Exp4Ctotal 4 18000 18 8.70 

Exp.1NO 6 

北 

（中層）

22000 120 0.08 Exp4Ctotal 5

南 

（表層）

48000 14 6.57 

Exp2Pb 1 800 800 - Exp5C_3deg 1 650 - - 

Exp2Pb 2 1100 1100 0.11 Exp5C_3deg 2 3400 >350 - 

Exp2Pb 3 5500 5500 - Exp5C_3deg 3 4200 >350 - 

Exp2Pb 4 8800 8800 0.01 Exp5C_3deg 4 9000 110 1.14 

Exp2Pb 5 

北 

（中層）

21000 21000 0.01 Exp5C_3deg 5

南 

（中層）

62000 33 - 

Exp2Hm 1 800 - - Exp5Pluel 1 650 - - 

Exp2Hm 2 1100 >410 - Exp5Pluel 3 4200 48-53 0.23 

Exp2Hm 4 

北 

（中層）
8800 490 - Exp5Pluel 4 9000 34 0.34 

Exp2Gv 1 800 - - Exp5Pluel 5

南 

（中層）

62000 15 - 

Exp2Gv 2 1100 190 0.10 Exp5Aetil 1 650 - - 

Exp2Gv 4 

北 

（中層）
8800 330 0.02 Exp5Aetil 3 4200 81 (10.37)*

Exp2Em 1 1100 - - Exp5Aetil 4 9000 >200 - 

Exp2Em 2 1500 >140 - Exp5Aetil 5

南 

（中層）

62000 6-12 - 

Exp2Em 3 7100 43 - Exp5C_17deg 1 1200 - - 

Exp2Em 4 11000 38 0.31 Exp5C_17deg 2 5500 62 0.27 

Exp2Em 5 

北 

（表層）

27000 19 0.52 Exp5C_17deg 3 6900 85 0.17 

Exp3Meso 1 940 - - Exp5C_17deg 4 14000 25 0.66 

Exp3Meso 2 2200 200 0.09 Exp5C_17deg 5

南 

（表層）

98000 <6 - 

Exp3Meso 3 5400 120 -       

Exp3Meso 4 7900 180 0.68       

Exp3Meso 5 

南 

（中層）

23000 29 2.04      

Exp3Large 1 1300 - -      

Exp3Large 2 2900 48 0.45      

Exp3Large 3 7000 230 -      

Exp3Large 4 10000 51 0.40   

 

 

   

Exp3Large 5 

南 

（表層）

30000 34 13.22       

１．”*” は実験の死亡率が一定値で続いたため、Lt0が正しく求められなかった。 
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表3.1.3-2 急性致死実験より推定した慢性無影響CO2分圧（μatm） 

 

生息層 ｐCO2無影響濃度（μatm） 95%信頼区間 

全  層 5600 （3,300～7,900） 

亜熱帯 全 層 4300 （1,200～7,400） 

亜熱帯 表 層 5000 （0～10,000） 

亜熱帯 中深層 3800 （-2,000～9,400） 
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表 3.1.4-1 水深 3,800m におけるマリンスノーの沈降速度 

3.40.361.71.4
容積としてのフラックス

（mm3 m-2 day-1)

45112.7平均容積 （mm3)

1.02636沈降速度 （m day-1)

2.680.70.581.4密度 （No. m-3×103）

7.30.81.55.0
初期フラックス

（No. m-2 day-1 ×104）

4.63.42.0平均直径* (mm)

Total4.0-5.02.5-4.01.0-2.5サイズクラス (mm)

3.40.361.71.4
容積としてのフラックス

（mm3 m-2 day-1)

45112.7平均容積 （mm3)

1.02636沈降速度 （m day-1)

2.680.70.581.4密度 （No. m-3×103）

7.30.81.55.0
初期フラックス

（No. m-2 day-1 ×104）

4.63.42.0平均直径* (mm)

Total4.0-5.02.5-4.01.0-2.5サイズクラス (mm)

 

Asper, V.L. (1987)より引用 

*相乗平均 

 

 

 

 

表 3.1.4-2 現場ろ過量 

水深  

200 m 1,000 m 2,000 m 

Polycarbonate (0.4µm)* — — — 

GF/F 523 L 383 L 195 L 

*フィルターのめくれがあり、ろ過量が不明 

 

 

 

 

 

表 3.1.4-3 曝露実験における pH 

実験区  

対照 中 CO2 高 CO2 

初期 7.9 7.4 7.0 ポリカーボネ

ート 攪拌後 7.9 7.6 7.3 

初期 7.9 7.5 7.0 
GF/F 

攪拌後 8.0 7.6 7.3 
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図 3.1.2-1  CO2分圧変化によるカイアシ類の死亡率の推移 
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図 3.1.2-2  CO2分圧変化によるカイアシ類の死亡率（プロビット）の推移 
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図3.1.3-1 急性無影響曝露時間（Lｔ0）の分布 

 

 

 

 

 

 

直線の回帰 

pCO2 = 5586 + 5101（1/t） 

信頼区間 

切片上限ｐCO2： 7,900μatm 

切片下限ｐCO2： 3,300μatm 

 

 

 

図3.1.3-2 15,000μatm以下のｐCO2濃度で得られるLt0の分布と直線回帰 
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全層の直線の回帰 

pCO2 = 4280 + 6853（1/t） 

表層の直線の回帰 

pCO2 = 4952 + 6979（1/t） 

中深層の直線の回帰 

pCO2 = 3792 + 5403（1/t） 

 

図3.1.3-3 亜熱帯海域のカイアシ類のLT0の分布 
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表層の直線の回帰 

ｐCO2 = 6697 + 3921（1/ｔ） 

 

 

 

図3.1.3-4 亜寒帯海域のカイアシ類のLT0の分布 
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Chin,W. et al. (1998)より引用 

図 3.1.4-1 海水中の微小粒子形成における pH 依存性 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.4-2 マリンスノーに関連する生物構成と有機物の流れ（Azam, F. & A. Long, 2001） 
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       図 3.1.4-3 現場海水中の粒子スペクトル 
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a.   200 m                 1,000 m                2,000 m 

 

 

b.   200 m                 1,000 m                2,000 m 

 
 

図 3.1.4-4 現場ろ過で得られたフィルター試料 

a. ポリカーボネートフィルター（孔径 0.4μm） 

b. GF/F フィルター 
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a. 

 

 

b. 

 

 

図 3.1.4-5 再懸濁原液 

a. ポリカーボネートフィルター（孔径 0.4μm） 

b. GF/F フィルター 

左より 2,000ｍ、1,000m、200m の懸濁物 
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  a. ポリカーボネートフィルター 
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  b. GF/F フィルター 

 

図 3.1.4-6 再懸濁原液の粒子スペクトル 
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図 3.1.4-7 ポリカーボネートフィルター現場ろ過で捕集した懸濁粒子の曝露後の変化 
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図 3.1.4-8 GF/F フィルター現場ろ過で捕集した懸濁粒子の曝露後の変化 
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３．２ 魚類急性影響実験 

 

３．２．１ はじめに 

 二酸化炭素（CO2）の海洋隔離が生物におよぼす影響について、これまでに魚類、甲殻類、頭

足類、貝類、棘皮類などの浅海動物を用いた実験により、基礎知見が蓄積されてきた。CO2 海洋

隔離が想定される深海は低温・高圧環境であり、放出された CO2の濃度は時空間的に変動する。

CO2 海洋隔離が生物におよぼす影響をより正確に予測するためには、これらの想定される深海の

現場の条件を考慮した生物試験を行う必要がある。昨年度は魚類を用いて、CO2 急性毒性におよ

ぼす温度効果試験および CO2変動影響試験を実施した。今年度は昨年度に引き続いて実験を行い、

CO2 に対する生物応答のより定量的な値を得ることによって、CO2 海洋隔離における生物急性影

響予測モデル開発に資することを目的とした。 

 

３．２．２ 実施内容 

 本調査で実施した内容を以下に示す。 

 

（１）魚類の CO2急性毒性におよぼす温度効果試験 

 CO2急性致死影響の結果が蓄積されている魚類
1)
を用いて、CO2急性毒性におよぼす水温影響を

検討した。本実験では数段階の水温に馴致させた供試生物を高 CO2環境に暴露し、各水温におけ

る半数致死時間（LT50）を求めた。 

 

a. 供試材料 

 試験にはカサゴ Sebastiscus marmoratus およびヒラメ Paralichthys olivaceus の稚魚を用いた。飼

育および実験に関わる海水はすべて当研究所前面海域の自然海水を砂濾過して用いた。 

 カサゴの稚魚は 2004 年４月 14 日、日清マリンテック株式会社より購入した。稚魚 400 個体を

５群に分け、それぞれ海水を満たしたビニル袋に収容し、酸素を充填した後に発泡スチロール５

箱に梱包して、当研究所に輸送した。翌日、当研究所において稚魚を入手した。入手時の水温は

14.8～15.4℃であった。天然海域におけるカサゴの出現水温は仔稚魚および成魚ともに７～21℃
2)

であることから、馴致水温は 10、12、14、16 および 18℃の５段階とした。この温度帯では酸素

消費量が温度の増大に伴って増加することが知られている
3)
。入手した稚魚をパンライト水槽

（500L）に収容し、一昼夜 15℃で流水飼育したのち馴致水温への昇温および降温を開始した。温

度移行は１日１℃で実施した。稚魚を水温馴致する期間は２週間以上とし、自然日長下で実施し

た。馴致期間中の水温は表１に示した。稚魚の餌料は、魚卵（ヒラメおよびマダイ Pagrus major

の産出卵）および配合餌料（日本農産工業株式会社製、海産初期飼料５号および、ふくよか１Ｐ）

を用いた。供試魚の日齢は 21～57 日、全長は 59.0±6.6mm（平均値±SD）、湿重量は 3.5±1.1mg

（平均値±SD）であった。 
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 ヒラメ稚魚は当研究所における種苗生産にるものを用いた。2004 年４月 26 日、千葉県産親魚

（５歳魚）10 個体（雌３個体、雄７個体）の自然産卵により受精卵を得た。卵および仔稚魚の養

成は 500L パンライト水槽で水温 18℃、自然日長の条件下で実施した。飼育水温は孵化後 22 日目

以降、20℃に設定した。仔稚魚の餌料は、タイ産Ｓ型ワムシ、L 型ワムシ、アルテミア幼生、魚

卵（シロギス Sillago japonica およびマダイの産出卵）および配合餌料（日本農産工業株式会社製、

海産初期飼料２～５号）を成長にあわせて用いた。馴致水温はヒラメの天然出現水温範囲
4)
内で

ある、15、17、19、21、23 および 25℃の６段階とした。この温度帯はヒラメの生息適水温とされ

ている
5)
。孵化後 70 日目より馴致水温への温度移行を開始した。温度の移行速度および馴致期間

はカサゴと同様にした。馴致期間中の水温は表１に示した。供試魚の日齢は 88～118 日、全長は

60.1±13.3mm（平均値±SD）、湿重量は 1.9±1.4mg（平均値±SD）であった。 

 

b. 試験方法 

 試験には図１に示した装置を使用した。この装置は、水温を一定にするための塩化ビニル（PVC）

製恒温水槽（約 100L 容）、２つの PVC製暴露水槽（CO2区および対照区：各 14L 容）およびガス

混合装置（ガスブレンダー：GB-3C 特、コフロック製）で構成される。CO2区は、ガス混合装置

を用いて CO2（10％）、O2（20.95％）および N2（69.05％）からなる混合ガス（以下「CO2混合ガ

ス」）の連続送気により、海水中のガス濃度組成を一定に維持できるようにした。対照区は空気を

連続してばっ気した。試験水温は馴致水温と同値に設定し、暴露水槽内が各設定温度になるよう

調節し連続記録した。海水の pH は試験開始時および終了時に測定した。試験に用いた自然海水

のアルカリ度は 2.208±0.004meq/L（平均値±SD）であった。アルカリ度は一点法により測定した。

水質の測定にはシロ産業社製サーモレコーダ：TR-71S・テフロン被覆センサ：TR-1106（水温連

続監視）、東亜ディーケーケー社製 pH メータ：HM-60G・複合電極 GST-5721C（pH およびアルカ

リ度測定）、Yeo-Kal Environmental Electronics 社製 Inductively coupled salinometer 601MK III（塩分

測定）を使用した。 

 正常に遊泳している稚魚を、観賞魚用大型ネットを用いて馴致飼育水槽から取り上げて 15Lポ

リバケツに収容し、ハンドリングのストレスを減じるため約１時間、エアレーションを施して静

置した。ポリバケツ内の水温は馴致温度と同等に保った。観賞魚用小型ネットを用いて、ポリバ

ケツ内の稚魚を暴露水槽および対照区水槽へ移して暴露を開始した。供試個体の呼吸による鰓蓋

運動が停止した時点で、ピンセット等を用いて刺激を加え、供試個体の動きが完全に停止したの

を確認した時点で死亡と見なし、暴露開始からの経過時間を記録した。供試個体数は 20 個体とし

た。 

 実験は各温度について４回実施し、カサゴ 18℃馴致群のみ、３回実施した（表２および３）。

それぞれの実験で供試個体数の半数（10 個体）の死亡に要した時間を半数致死時間（LT50）とし、

各温度区内の平均値を求めた。 
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c. 結果 

 試験期間中の水温、pH および塩分を表２および３に示した。対照区では供試個体すべてが生残

した。馴致水温に対する 10％CO2暴露時の LT50を図２に示す。カサゴの LT50（min）は 10℃区で

252.5±3.1、12℃区で 236.3±13.6、14℃区で 218.3±17.1、16℃区で 117.5±19.3、18℃区で 196.3

±45.9 であった。またヒラメの LT50（min）は 15℃区で 452.3±57.4、17℃区で 314.8±84.7、19℃

区で 406.3±189.7、21℃区で 329.0±72.6、23℃区で 494.8±170.5、25℃区で 508.5±62.7 であった。 

 

d. 考察 

 カサゴ稚魚の LT50は 16℃区で大きく低下した。しかし水温に対する LT50の全観察値は、水温

に対して負の傾きの直線回帰が成立するため、LT50 は馴致水温の上昇に伴い緩やかに低下する傾

向にあると言える（y=–12.2x+373.2, r
2
=0.42, n=19, P<0.01）。一方、ヒラメでは馴致温度に対する反

応の傾向が不明瞭であり、カサゴと比較して馴致温度内での偏差も非常に大きく、観察値の回帰

関係も成立しない（P>0.05）。昨年度はニベ Nibea mitsukurii 稚魚を用いて数段階の水温で CO2毒

性試験を実施した。この試験では水温馴致を行わず、温度および CO2濃度の複合影響として反応

を観察した。本実験とは実験設定が異なるものの、この実験では適水温範囲では水温が低いほど

短時間で死亡する結果が得られた。これは本実験のカサゴとは逆の反応である。ニベ、カサゴお

よびヒラメの３魚種の結果より、CO2毒性の温度効果は種により大きく異なることが示唆される。 

 カサゴにおける馴致水温と酸素消費量の関係 3)
は極めて明瞭な反応を示すことが知られている

が、CO2 急性毒性ではこのような反応は得られなかった。本実験の２魚種の反応を併せて考慮す

ると、魚類における CO2による急性致死は温度依存性が比較的少ない生理反応であると思われる。

このような急性致死に対し、血液あるいは体液性状の動態を 72 時間程度の比較的長時間にわたっ

て観察するような場合、温度による応答の差異が顕著に現れる可能性があるが、この点について

は現在知見がない。水温は、浅海魚類の生理学的知見から深海性魚類の生理学的反応を外挿する

際に重要な要因であると考えられていた。しかしながら魚種によっては反応の傾向が不明瞭であ

り、少なくとも現在得られているニベ、カサゴおよびヒラメの３魚種の急性毒性に対する温度効

果から深海性魚類の CO2耐性を推定することは、適当であるとは言えない。 

 深海性魚類の CO2耐性を明らかにするためには、深海性魚類そのものを用いた実験が望まれる。

しかし現在のところ、供試材料確保の点をはじめとして十分な結果が得られるような段階にはな

く、別の外挿法を検討する必要がある。考えられる外挿法として、冷水性種や深海性魚類の近縁

種を用いた毒性試験や、鰓表面積あるいは鰓塩類細胞といった外部形態と CO2耐性との相関を解

明すること等が挙げられる。今後、深海性魚類の入手法や実験法の確立と同時に、これらの外挿

法を検討することが必要であると考えられる。 

 

（２）魚類の急性致死におよぼす CO2変動影響試験 

 CO2濃度が変動した場合の致死影響を検討するために、魚類を用いて急性影響試験を実施した。
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ここでは昨年度実施した、一定濃度の CO2に暴露する定常 CO2濃度暴露試験（以下、定常試験）、

および暴露する CO2濃度を階段状に変化させる非定常 CO2濃度暴露試験（以下、非定常試験）と

同じ実験を繰り返し実施した。 

 

a. 供試材料 

 試験にはシロギスの稚魚を用いた。千葉県産天然親魚（２歳魚）20 個体（雌 10 個体、雄 10 個

体）の自然産卵により受精卵を得た。卵および仔稚魚の飼育は水温 26℃で前項のヒラメと同様に

実施した。種苗生産は 2004 年９月２日および９月 30 日の２度実施し、２群（それぞれＡ群およ

びＢ群）の供試魚を得た。供試魚の日齢は 46～49 日（非定常試験）および 49、54 日（定常試験）、

全長は 30.9±6.0mm（平均値±SD、非定常試験）および 39.4±5.2mm（定常試験）、湿重量は 219.6

±139.3mg（平均値±SD、非定常試験）および 467.9±199.6mg（定常試験）であった。 

 

b. 試験方法 

 試験には図３に示すように、前述の温度効果試験に用いた装置を使用した。まず３、５、７お

よび 10％CO2に対する定常試験を実施した。次いで図４に示した４様式の CO2濃度変動による非

定常試験を実施した。非定常様式１（図４左上）は１％CO2から開始し、1.5 時間ごとに CO2濃度

を２％ずつ９％まで上昇させ、開始から 18 時間目に自然海水に切り替える。非定常様式２（図４

右上）は１％CO2から開始し、３時間ごとに CO2濃度を４％ずつ９％まで上昇させ、開始から 18

時間目に自然海水に切り替える。非定常様式３（図４左下）では１％CO2から開始し、1.5 時間ご

とに CO2濃度を３％ずつ 10％まで上昇させ、開始から 18 時間目に自然海水に切り替える。非定

常様式４（図４右下）では１％CO2から開始し、２時間ごとに CO2濃度を２％ずつ７％まで上昇

させ、開始から 18 時間目に自然海水に切り替える。すべての試験において砂濾過した自然海水を

用いた。実験水温は暴露水槽内が 26℃になるよう調節して連続監視した。試験に用いた自然海水

の pH は 8.124±0.020（平均値±SD）、アルカリ度は 2.295±0.004meq/L（平均値±SD）であった。

非定常試験における設定 CO2濃度と海水 pH（平衡時）は表４に示した。水質の測定には温度効果

試験と同じ測定装置を用いた。試験期間中の水温および塩分を表５に示した。 

 

 定常試験方法：温度効果試験と同様に飼育水槽から正常に遊泳しているシロギス稚魚を取り上

げて準備した。供試個体数は 20 個体とし、１個体ずつ収容器に収容して対照区水槽内に横置きで

静置した。20 個体の収容が完了した時点で、すべての収容器を対照区水槽から高 CO2（３、５、

７および 10％CO2）暴露水槽に移して暴露を開始した。対照区では空気を連続ばっ気している海

水に供試個体を暴露した。供試個体の生死確認は暴露開始から 15 分、1.5、３、4.5、６および 18

時間目に行った。死亡した個体は随時水槽から収容器ごと取り除いた。観察時における死亡率

（mortality）は死亡個体数を供試個体数で除して求めた。なお、死亡の判断基準は温度効果試験

と同様にした。 
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 非定常試験方法：濃度を段階的に変動させるため、２つの高 CO2区水槽を設けた。すなわち、

一方の CO2区水槽に初めに暴露する CO2濃度（１％CO2）海水を準備し、もう一方の CO2区水槽

には次に暴露する CO2 濃度（３～５％CO2：図５参照）海水をあらかじめ準備しておき、供試個

体を両水槽間で交互に収容・暴露することにより非定常濃度の CO2暴露を行った。第３段階目以

降の暴露は、供試個体を移し終えて海水のみとなった水槽の CO2濃度を、その次の暴露濃度に設

定し、この作業を繰り返した。供試個体数は 20 個体とした。対照区では常に空気をばっ気した。

供試個体の生死確認は表６に示した工程で実施した。死亡率の算出および判断基準は定常試験と

同様に行った。 

 

c. 結果 

 定常試験におけるシロギス稚魚の死亡率を昨年度実施した同試験結果と平均し、図６に示した。

対照区および１％CO2 暴露に対する死亡は認められなかった。３％CO2 暴露では死亡率は暴露開

始から緩やかに上昇し、暴露開始から 4.5 時間目以降 20％程度で推移した。５％以上の CO2暴露

では短時間（１時間以内）で高い死亡率を示し、７％CO2暴露では暴露開始 45 分以内、10％CO2

暴露では暴露開始 15 分以内でそれぞれ全個体が死亡した。 

 非定常様式１では７％CO2 に対しても死亡率は低く、CO2 濃度を９％に移行してから死亡率が

上昇し、試験開始 18 時間目に生残していた個体を自然海水に暴露すると、15 分以内にすべて死

亡した（図７）。非定常様式２では、９％CO2 に対しても供試個体の半数以上が生残していたが、

自然海水暴露により全個体が死亡した（図８）。非定常様式３においては７％CO2暴露時より斃死

率が上昇し、試験開始 18 時間目に生残していた個体を自然海水に暴露すると全個体死亡した（図

９）。非定常様式４では、暴露開始 18 時間目でも死亡率が 20％を下回っており、自然海水への暴

露でも約２割の個体が生残した（図 10）。供試個体群（N=3）間の値のばらつきは、非定常様式２

および３では様式１および４と比較して大きかった（図７～10）。また非定常様式１および２にお

ける対照区では、死亡個体が見られた（図７および８）。 

 

d. 考察 

 定常試験では５％以上の CO2に対して死亡率の急激な上昇が見られるが、暴露 CO2濃度を段階

的に上昇させた場合では５％以上の CO2 に対しても死亡率は上昇しにくい。このような非定常

CO2 暴露に対する応答は、定常試験の結果からは予測することができない。非定常様式１および

２における CO2暴露濃度はいずれも最高９％であるが、試験開始 18 時間目における死亡率は様式

２の方が低い（図７および８）。海産魚類は淡水魚と同様に、高 CO2環境において血漿重炭酸イオ

ン量を増加させることにより、酸塩基緩衝能が高くなる
6-8)

。このことから、供試個体の体内では

低い CO2濃度暴露に対し酸塩基緩衝能が上昇し安定している状態にあるため、その後の高い CO2

濃度暴露に対する補償が可能であり、結果として死亡率が定常試験結果よりも低くなったと考え
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られる。 

 また、いずれの非定常様式においても、試験開始 18 時間目に自然海水に暴露することで、急激

に死亡率が上昇している。高 CO2環境下において一定の緩衝能水準を維持している状態から自然

海水に暴露されると、体内では CO2分圧の急激な低下およびそれに伴う急激なアルカリ血症が起

こると考えられる。このことは個体の急死に何らかの関与があると思われるが、現時点では自然

海水暴露による死亡原因を特定できない。このように定常暴露と非定常暴露では高 CO2急性毒性

は異なり、さらに CO2濃度の変動方式によっても大きく異なることが示され、実海域における CO2

海洋隔離の生物影響を予測評価するためには、非定常 CO2に対する毒性を詳細に把握し死亡機構

を明らかにする必要がある。 
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図３．２．２－１ 温度効果試験に用いた試験装置の概略図．約 100L 容の PVC 製恒温水槽内に

CO2区および対照区水槽（PVC 製、各 14L）が設置されている． 
 

 

 

図３．２．２－２ カサゴおよびヒラメ稚魚の馴致水温に対する 10％CO2 暴露時の平均半数致死

時間（LT50）．バーは SD．○：カサゴ、●：ヒラメ． 

 

 

 

図３．２．２－３ 非定常 CO2濃度暴露装置概略図．PVC 製恒温水槽（約 100L）に２つの CO2区お

よび対照区の PVC 製暴露水槽を収容（各 14L）．供試個体の収容器はポリカーボネイト製沈

殿管を加工したもの（80mL 容）．CO2 濃度の異なる水槽間で、供試個体収容器を移し替える

ことにより、階段状の CO2濃度暴露を行う． 
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図３．２．２－４ 非定常 CO2濃度暴露様式．供試個体に暴露する CO2濃度の様式１（左上），２

（右上），３（左下）および４（右下）における経時変化． 

 

 

 

図３．２．２－５．非定常実験方法概念図（非定常様式１の例）．まず１％CO2 海水に暴露し，も

う１つの高 CO2水槽に３％CO2海水を準備する．1.5 時間経過したのち供試個体を収容器ご

と３％CO2海水の水槽に移し替え，1.5 時間暴露する。その間に空いた水槽の CO2濃度を次

暴露濃度である５％に設定する．この繰り返しで非定常 CO2濃度暴露を実施する． 
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図３．２．２－６ 定常試験におけるシロギス稚魚の死亡率（n=20）．昨年度結果および本実験結

果の平均値（N=2）．○：１％CO2，□：３％CO2，◇：５％CO2，△：７％CO2，▽：10％CO2． 
 

 

図３．２．２－７ 非定常様式１に対するシロギス稚魚の死亡率（n=20）．破線：暴露 CO2 濃度，

●：CO2区死亡率，○：対照区死亡率．死亡率は昨年度結果および本実験結果の平均値（CO2
区：N=3，対照区：N=2），バーは SD． 

 

 

図３．２．２－８ 非定常様式２に対するシロギス稚魚の死亡率（n=20）．破線：暴露 CO2 濃度，

●：CO2区死亡率，○：対照区死亡率．死亡率は昨年度結果および本実験結果の平均値（CO2
区：N=3，対照区：N=2），バーは SD． 
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図３．２．２－９ 非定常様式３に対するシロギス稚魚の死亡率（n=20）．破線：暴露 CO2 濃度，

●：CO2区死亡率，○：対照区死亡率．死亡率は昨年度結果および本実験結果の平均値（CO2
区：N=3，対照区：N=2），バーは SD． 

 

 

 

図３．２．２－10 非定常様式４に対するシロギス稚魚の死亡率（n=20）．破線：暴露 CO2 濃度，

●：CO2区死亡率，○：対照区死亡率．死亡率は昨年度結果および本実験結果の平均値（CO2
区：N=3，対照区：N=2），バーは SD． 
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表３．２．２－１．温度効果試験における供試魚馴致期間中の水温（℃, 平均値±SD） 

馴致温度区 
魚種 

A B C D E F 

カサゴ 10.1±0.29 12.1±0.06 14.2±0.32 16.0±0.64 18.2±0.55 − 

ヒラメ 15.3±0.09 17.0±0.14 19.1±0.15 21.0±0.33 23.1±0.35 25.2±0.33 

 

表３．２．２－２．カサゴ温度効果試験における試験期間中の平均水温、平均 pH および塩分 

水温 (℃, 平均値±SD) pH (平均値±SD) 
試験番号 馴致温度区 

CO2区 対照区 CO2区 対照区 
塩分 

1 9.8±0.10 10.0±0.07 5.792±0.024 8.091±0.097 33.94 

2 9.9±0.10 10.0±0.07 5.803±0.016 8.091±0.097 33.94 

3 9.9±0.11 10.2±0.11 5.805±0.008 8.090±0.078 33.49 

4 

A (10°C) 

10.1±0.10 10.2±0.11 5.814±0.012 8.090±0.078 33.49 

5 12.0±0.06 12.0±0.06 5.816±0.001 8.069±0.057 34.12 

6 12.0±0.05 12.0±0.06 5.830±0.003 8.069±0.057 34.12 

7 12.0±0.03 11.8±0.12 5.811±0.016 8.055±0.045 34.10 

8 

B (12°C) 

12.0±0.05 11.8±0.12 5.822±0.016 8.055±0.045 34.10 

9 14.4±0.09 14.7±0.11 5.809±0.018 8.086±0.095 33.94 

10 14.4±0.11 14.7±0.11 5.816±0.006 8.086±0.095 33.94 

11 14.2±0.09 14.1±0.06 5.804±0.012 8.093±0.122 34.00 

12 

C (14°C) 

14.1±0.09 14.1±0.06 5.816±0.018 8.093±0.122 34.00 

13 15.9±0.06 15.9±0.09 5.831±0.004 8.013±0.056 34.15 

14 15.8±0.10 15.9±0.09 5.845±0.005 8.013±0.056 34.15 

15 16.1±0.05 16.1±0.05 5.825±0.015 8.009±0.067 34.08 

16 

D (16°C) 

16.1±0.05 16.1±0.05 5.834±0.014 8.009±0.067 34.08 

17 18.1±0.02 18.3±0.00 5.826±0.020 8.033±0.078 33.80 

18 18.2±0.02 18.3±0.00 5.849±0.009 8.033±0.078 33.80 

19 

E (18°C) 

18.0±0.07 18.2±0.02 5.849±0.009 8.033±0.078 33.69 

 

表３．２．２－３．ヒラメ温度効果試験における試験期間中の平均水温、平均 pH および塩分 

水温 (℃, 平均値±SD) pH (平均値±SD) 
試験番号 馴致温度区 

CO2区 対照区 CO2区 対照区 
塩分 

20 15.1±0.03 15.3±0.07 5.800±0.008 8.067±0.028 33.73 

21 15.4±0.06 15.3±0.07 5.810±0.005 8.067±0.028 33.73 

22 15.1±0.08 15.2±0.09 5.807±0.002 8.058±0.031 33.50 

23 

A (15°C) 

15.3±0.10 15.2±0.09 5.810±0.005 8.058±0.031 33.50 

24 17.1±0.21 17.1±0.21 5.845±0.009 8.096±0.066 33.62 

25 17.2±0.22 17.1±0.21 5.868±0.021 8.096±0.066 33.62 

26 16.9±0.04 17.0±0.06 5.847±0.008 8.081±0.037 33.91 

27 

B (17°C) 

17.0±0.05 17.0±0.06 5.853±0.006 8.081±0.037 33.91 

28 18.9±0.08 18.9±0.09 5.841±0.016 8.082±0.049 34.26 

29 19.0±0.09 18.9±0.09 5.847±0.011 8.082±0.049 34.26 

30 18.9±0.04 19.1±0.06 5.851±0.002 8.072±0.043 34.32 

31 

C (19°C) 

19.0±0.04 19.1±0.06 5.854±0.007 8.072±0.043 34.32 

32 21.0±0.11 21.2±0.13 5.883±0.014 8.128±0.016 33.66 

33 21.1±0.13 21.2±0.13 5.897±0.013 8.128±0.016 33.66 

34 21.1±0.08 21.2±0.09 5.882±0.010 8.113±0.028 33.56 

35 

D (21°C) 

21.1±0.10 21.2±0.09 5.882±0.010 8.113±0.028 33.56 

36 22.5±0.06 22.5±0.05 5.876±0.023 8.024±0.090 33.45 

37 22.5±0.05 22.5±0.05 5.875±0.023 8.024±0.090 33.45 

38 23.0±0.05 23.1±0.06 5.883±0.009 8.042±0.059 33.43 

39 

E (23°C) 

23.0±0.05 23.1±0.06 5.882±0.019 8.042±0.059 33.43 

40 24.8±0.14 24.8±0.12 5.927±0.018 8.088±0.006 33.90 

41 24.8±0.13 24.8±0.12 5.932±0.011 8.088±0.006 33.90 

42 24.8±0.08 24.9±0.07 5.907±0.016 8.136±0.011 33.57 

43 

F (25°C) 

25.0±0.08 24.9±0.07 5.912±0.016 8.136±0.011 33.57 
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表３．２．２－４．非定常実験における設定 CO2濃度と平衡時 pH（平均値±SD） 

fCO2 (%) pH 

1 6.854±0.080 

3 6.370±0.034 

4 6.287±0.007 

5 6.201±0.032 

7 6.075±0.016 

9 5.986±0.010 

10 5.941±0.004 

 

 

 

表３．２．２－５．非定常実験における試験期間中の水温および塩分 

水温 (平均値±SD) 

試験番号 
非定常様式 

（産卵群） 
CO2区１ 

（水槽１） 

CO2区２ 

（水槽２） 
対照区 

塩分 

44 １(A) 25.9±0.1 25.9±0.1 25.7±0.1 32.20 

45 ２(A) 25.6±0.4 25.4±0.4 25.2±0.4 31.84 

46 ３(A) 26.1±0.1 25.9±0.1 25.8±0.1 32.32 

47 ４(A) 26.0±0.2 26.0±0.2 25.9±0.1 32.37 

48 １(B) 25.9±0.2 26.0±0.2 25.7±0.2 33.79 

49 ２(B) 26.2±0.2 26.0±0.2 25.8±0.2 33.96 

50 ３(B) 26.1±0.1 26.0±0.1 25.8±0.1 33.75 

51 ４(B) 26.1±0.1 26.0±0.1 25.6±0.2 33.07 

 

 

 

表３．２．２－６．非定常実験における観察工程 

非定常様式 観察時間（暴露開始からの時間，時間：分） 

１ 0:00, 0:15, 0:45, 1:30, 1:45, 2:15, 3:00, 3:15, 3:45, 4:30, 4:45, 5:15, 6:00, 6:15, 6:45, 7:30, 18:00, 18:15 

２ 0:00, 0:15, 0:45, 1:30, 3:00, 3:15, 3:45, 4:30, 6:00, 6:15, 6:45, 7:30, 9:00, 18:00, 18:15 

３ 0:00, 0:15, 0:45, 1:30, 1:45, 2:15, 3:00, 3:15, 3:45, 4:30, 4:45, 5:15, 6:00, 7:30, 9:30, 18:00, 18:15 

４ 0:00, 0:15, 0:30, 1:00, 2:00, 2:15, 2:30, 3:00, 4:00, 4:15, 4:30, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 7:00, 8:00, 18:00, 18:15 
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3. 3 深海魚の CO2耐性と鰓塩類細胞 

 

3. 3. 1 目的 

近年、二酸化炭素（CO2）が海産生物の生理機能に及ぼす影響について浅海魚種を用い

た研究が行われてきた。しかし、CO2が放出される中深層域に生息する深海生物、特に魚

類に関する知見は全くない。生きた深海魚類を用いて生理影響実験を行うことは困難であ

ることから、高 CO2環境に対する浅海魚類の鰓や塩類細胞等における機能形態学的な変化

を詳細に把握し、その結果から深海魚に対するCO2影響評価方法の開発が期待されている。

ブリ（Seriola quinqueradiata）に関して、高 CO2環境が心拍出量の急激な低下を引き起こす

という報告がある（Lee et al., 2003）。ブリは運動の緩慢な底棲魚に比べ単位体重当たりの

鰓表面積が大きく（板沢, 1970）、ブリのような鰓表面積が大きい魚種では、酸素（O2）要

求量が高く、これが CO2感受性と関係していると思われる。また、塩類細胞について、ヒ

ラメ（Paralichthys olivaceus）では高 CO2環境に曝されると開口部面積の増大が起こること

や、ブリより CO2耐性が高いヒラメの塩類細胞密度はブリより 2倍以上大きいという報告

がある（林, 2004）。以上のことから、鰓及び鰓塩類細胞の形態と CO2耐性の関係を調べる

必要があると考えた。今年度は、深海魚の鰓及び鰓塩類細胞の形態を調査し、CO2影響評

価の形態学的指標になり得るか検討すること、深海魚（ザラビクニン（Careproctus 

trachysoma））の CO2耐性を調査すること、CO2曝露した際の塩類細胞の形態変化を観察す

ることを目的とした。 

 

3. 3. 2 実施内容 

（1）深海魚の鰓及び鰓塩類細胞の形態学的観察 

（a）供試魚 

試験には、ザラビクニン、セッパリカジカ（Malacocottus gibber）、ノロゲンゲ（Bothrocara 

hollandi）、ヨコエソ（Sigmops gracile）を用いた（図 3-3-1）。ザラビクニンは水深 185~785 

m、セッパリカジカは 800~1000 m、ノロゲンゲは 200~1800 mで生息が確認されており（波

戸岡・中坊, 1993）、常圧、水温 0~5 ℃で飼育可能な種である。この 3種は富山湾の水深約

400 m域で底曳網により採集され、魚津水族館（富山県）で飼育されたものを、新潟県柏

崎市にある（財）海洋生物環境研究所実証試験場の実験施設に移し約 1週間飼育した。ヨ

コエソは、水深 100~500 m（波戸岡・中坊, 1993）、300~1000 m（北村, 1998）に分布する魚

である。本研究に用いたヨコエソは、海洋研究開発機構の海洋調査船「かいれい」の多段

階開閉式ネット IONESSで、相模湾中央部（35°00’ N, 139°20’ E）を中心に水深 0~900 mを

曳航し採集したものである。供試魚の体重は、ザラビクニン 254、303 g（N=2）、セッパ

リカジカ 304、331、290 g、ノロゲンゲ 251、190 g だった（ヨコエソ未測定）。体長はヨ

コエソのみ測定を行い、125±15 mm（平均値±標準偏差, N=5）だった。 
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図 3-3-1 供試魚. （A）ザラビクニン、（B）セッパリカジカ、（C）ノロゲンゲ、

（D）ヨコエソ 

5 cm

5cm

5cm

1cm

（A）

（B）

（D）

（C）
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（b）方法 

 ザラビクニン、セッパリカジカ、ノロゲンゲは 5 % ベンゾカイン（p-アミノ安息香酸エ

チル）海水溶液で麻酔した。魚体重測定後鰓蓋を切除し、鰓に血液が付着しないように注

意を払いながら、鰓を切り外した。切り外した鰓弓は、即座に生理食塩水（0.9 %NaCl 水

溶液）で 3 回洗浄した後、第一鰓弓（図 3-3-2）は 4 %パラフォルムアルデヒド- 2 %グルタ

ルアルデヒド（0.1 Mリン酸緩衝液（PB）、pH 7.4）、第二鰓弓は 4 %パラフォルムアルデヒ

ド（0.1 Mリン酸緩衝液（PB）、pH 7.4）で固定した。ヨコエソはネットから回収後、顕微

鏡下で鰓を採取し固定した。 

第一鰓弓の一次鰓弁（入鰓弁動脈側上皮上の比較的平坦な領域）を走査電子顕微鏡（日

本電子株式会社, JSM-5310LV）で撮影し、その試料画像は Scion Image Beta 4.0.2を用いて

塩類細胞開口部の面積を計測した。 

 第二鰓弓の一次鰓弁を間接法による蛍光抗体法で免疫染色し、入鰓弁動脈側上皮上の比

較的平坦な領域を共焦点レーザースキャン顕微鏡（Carl Zeiss Co.,Ltd., Co., LSM510 

META-Ver3.0）で撮影した。その試料画像は Scion Image Beta 4.0.2を用いて塩類細胞の密

度及び断面積を測定した。 

 第一鰓弓の下に方眼紙を敷き光学顕微鏡下で、もしくは顕微鏡写真を撮影し計数した。

各鰓弓を入鰓弁動脈側より下部、中部、上部の 3 部位に分け、5 mm 中の一次鰓弁数を計

測した。ヨコエソについては、下部、中部のみの計数とした。求めた計数値の平均値を 2

倍して一次鰓弁密度（枚/cm）とした。 

 二次鰓弁密度は第二鰓弓を走査電子顕微鏡で撮影し、3部位または 2部位において 500 µ

ｍ中の二次鰓弁数を計数した（図 2-5）。求めた計数値の平均値を 2倍して二次鰓弁密度（枚

/mm）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-2 第一鰓弓 （A）ザラビクニン、（B）セッパリカジカ、（C）ノロゲンゲ、

（D）ヨコエソ 

1 cm
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（C）結果 

走査電子顕微鏡で撮影した顕微鏡写真（図 3-3-3）と塩類細胞開口部の面積を測定した結

果（図 3-3-4）を示す。塩類細胞開口部の面積を測定した結果、ヨコエソ（9.0、8.0 µm
2
）

が最大であった。ヨコエソの開口部の面積は、ザラビクニン（1.9、2.5 µm
2
）の約 4倍、セ

ッパリカジカ（2.9 ± 0.4（S.D.）µm
2
）、ノロゲンゲ（3.4、2.7 µm

2
）の約 3倍であった。 

レーザー顕微鏡観察による顕微鏡写真（図 3-3-5）と塩類細胞の断面積及び密度の測定結

果を（図 3-3-6）は、ヨコエソ（346±18 µm
2
）、ノロゲンゲ（227.3、183.7 µm

2
）が大きく、

ザラビクニン（62.5、70.5 µm
2
）、セッパリカジカ（72.8±10.7 µm

2
）は小さかった（図 3-3-6, 

Ⅰ）。密度は、ヨコエソ（1888.6±44.3 cells/mm
2
）が最大で、セッパリカジカ（1273.4±40.1 

cells/mm
2
）、ノロゲンゲ（751.9、1018.7 cells/mm

2
）、ザラビクニン（506.2、494.5 cells/mm

2
）

の順であった（図 3-3-6, Ⅱ）。 

一次鰓弁密度は、ヨコエソ（31.3±0.3 枚/cm）が最も高く、ノロゲンゲ（17.3、18 枚/cm）、

セッパリカジカ（12.3±0.3 枚/cm）、ザラビクニン（10.2±0.3 枚/cm）の順であった（図 3-3-7, 

Ⅰ）。 

二次鰓弁密度は、ザラビクニン（17.8±0.4 枚/cm）、セッパリカジカ（15.3±0.3枚/cm）に

比べ、ノロゲンゲ（21、22.8 枚/cm）、ヨコエソ（21 枚/cm）が若干高かった（図3-3-7-, Ⅱ）。 
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図 3-3-3 走査電子顕微鏡で観察した塩類細胞の開口部. （A）ザラビクニン、

（B）セッパリカジカ、（C）ノロゲンゲ、（D）ヨコエソ. スケール: 5 µm. 矢

印は塩類細胞開口部、pcは被蓋細胞を示す. 

図 3-3-4 塩類細胞の開口部面積. （A）ザラビクニン、（B）セッパリカジカ、

（C）ノロゲンゲ、（D）ヨコエソ. バーは各個体の平均値と標準偏差を示す. 
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図 3-3-5 レーザースキャン顕微鏡で観察した塩類細胞の断面積（緑色部分）.（A）ザ

ラビクニン、（B）セッパリカジカ、（C）ノロゲンゲ、（D）ヨコエソ. スケール: 100 µm.
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図 3-3-6 塩類細胞の断面積（Ⅰ）と密度（Ⅱ）. （A）ザラビクニン、（B）セ

ッパリカジカ、（C）ノロゲンゲ、（D）ヨコエソ. バーは各個体の平均値と標準

偏差を示す. 
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図 3-3-7 一次鰓弁密度（Ⅰ）、二次鰓弁密度（Ⅱ）. （A）ザラビクニン、（B）セッ

パリカジカ、（C）ノロゲンゲ、（D）ヨコエソ.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

一
次

鰓
弁
密

度
（

枚
/ 
c
m
）

0

5

10

15

20

25

二
次

鰓
弁
密

度
（

枚
/ 
m
m
）

（Ⅱ）

（A） （B） （C） （D）

（Ⅰ）

－ 284 －



（D）考察 

 これまで、深海魚の塩類細胞を観察した報告例はないが、本研究において浅海魚の塩類

細胞観察と同様の方法で観察することができた。 

塩類細胞の形態は、ザラビクニン、セッパリカジカ、ノロゲンゲ及びヨコエソの 4種で

異なっていた。塩類細胞の開口部面積・断面積及び密度に関して、ヨコエソが最大であり、

ザラビクニンが最小であった。塩類細胞は活発にイオン輸送を行うときその断面積が増大

する例（Sasai et al., 1998）と、塩類細胞の断面積を小さくし、密度を大きくしてイオン輸

送を活発に行う例（Van Der Heijden et al., 1997）が確認されている。また、高 CO2環境下

で海産魚の血漿 Cl
-
が減少したという報告がある（林, 2004）が、海産魚において過剰な Cl

-

の排泄部位は塩類細胞であり（Zadunaisky, 1984）、高 CO2環境に対する酸塩基平衡調節に

塩類細胞が関与している可能性がある。上記の形態計測の結果は、高 CO2環境下でヨコエ

ソの塩類細胞が最も活発にイオン輸送を行うことを示唆するが、図 3-3-2 に示したヨコエ

ソの鰓は、他の魚種に比べて一次鰓弁が非常に短く、個体当たりのイオン輸送能力を評価

する形態計測的知見に関してさらに検討する必要がある。 

また、ザラビクニンとセッパリカジカにおいて、塩類細胞の断面積は同程度の大きさだ

ったが、密度は 2倍以上の違いがあった。ヒラメとブリは塩類細胞の断面積は同程度の大

きさであるが、密度は 2倍以上の違いがあり、密度が高いヒラメは密度が低いブリに比べ

CO2耐性が高いことが報告されている（林, 2004）。このことから、密度が高かったセッパ

リカジカの方がザラビクニンに比べ CO2耐性が高い可能性が考えられる。 

 死んだ個体から形態学的情報を得る場合、死亡自体が形態に影響を与えないことを確認

する必要がある。本研究で用いたヨコエソの中で、ネットからの引き上げ直後まだ生存し

ていた個体があった。この個体とサンプリング時すでに死亡していた個体の間で塩類細胞

の断面積及び密度に関して違いはなかった（図 3-3-6, -8）。ヨコエソの採集において、採集

時間（多段階開閉式ネットを曳航した時間）は約 1 時間から 1 時間半であり、採集直後に

個体が死亡したと仮定しても、鰓を採取するまでに要した時間は最長 1 時間半程度である。

少なくともヨコエソの鰓塩類細胞はこの程度の時間では形態が変化しないことがわかった。 

一次鰓弁密度はヨコエソが最も高く、二次鰓弁密度も若干高かった。しかし、鰓全体の

形態を観察すると、ヨコエソの鰓弁長が非常に短いことがわかる（図 3-3-2）。従って、鰓

の形態を魚種間で比較するためには、今後は一次鰓弁長及び二次鰓弁表面積を測定し、こ

れら 4つのパラメータから単位体重当たりの鰓表面積を求めることが必要である。また、

鰓表面積が大きいブリは、鰓表面積が小さい底生性のヒラメに比べて活動度が高いことが

判明している（菱田, 1998）。さらに、CO2耐性は活動度が高いブリより、活動度が低いヒ

ラメの方が高いことが知られている（林, 2004）。これらのことから、深海性魚類において

鰓表面積を測定し活動度を予測することで、CO2耐性を解明できる可能性がある。 

 

－ 285 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-8 レーザー顕微鏡で観察した塩類細胞の断面積（緑色部分）. 

（Ａ）生存していたヨコエソ、（B）斃死していたヨコエソ. スケール: 100 µm. 

（A）

（B）

（A）（A）

（B）（B）
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（2）高二酸化炭素環境に対する深海性魚類ザラビクニンと低水温性イシガレイの耐性 

（A）供試魚 

供試魚として、ザラビクニンとイシガレイ（Kareius bicoloratus）を用いた。ザラビクニ

ンは、魚津水族館（富山県）で飼育されたものを新潟県柏崎市にある（財）海洋生物環境

研究所 実証試験場の実験施設に移し実験を行った。イシガレイは沿岸浅所から水深 100 m

までの砂泥底に生息する魚種である（坂本, 1984）。実験に用いたイシガレイは氷見市雨晴

海岸沖合 100 m、水深約 10 mに設置された小型定置網で採集されたものを富山県氷見市の

有限会社 久保水産から購入し、（財）海洋生物環境研究所 実証試験場の実験施設に移し実

験に用いた。 

供試魚の体重（平均値±標準偏差）は、ザラビクニンで 254、303 g（4 月）、220±50 g（N=6: 

12 月）、イシガレイは 194、240、209 gであった。また、体長はザラビクニンの 12 月供試

魚で 246±19 mm（N=6）、イシガレイは 255、271、266 mm だった（4 月未測定）。 

水温を 2 ℃（ザラビクニン）、5 ℃（イシガレイ）に維持（アース株式会社，加温冷却

ユニット WTCA）した水槽（90×45×45 cm）で馴致し実験に用いた。 

（B）方法 

 ザラビクニンは 1 個体ずつ水槽（38×10×15 cm）に、イシガレイは 3 個体を水槽

（35×30×45 cm）に移し入れ、一晩馴致させた。その後、実験水槽内の海水を 1 %CO2（ザ

ラビクニン）、2 %CO2（ザラビクニン、イシガレイ）を含む空気で曝気した。送気量は各

水槽の海水 pHが曝露開始後約 30分で平衡に達するよう毎分 3 L（ザラビクニン）、2 L（イ

シガレイ）とした。CO2混合ガスの作成には、ガス混合装置（EYELA, GMU-1 型）を用い

た。小型空気圧縮機（㈱日立製作所, スーパーオイルフリーベビコン 0.2OP-5S）を用い、

ガス混合装置に送気した。 

 試験に用いた供試魚は、1 %区で 3 個体、ザラビクニン 2 %区で 5 個体（4 月に 2 個体、

12 月は 3 個体）、イシガレイは 3 個体であった。 

実験期間中、実験装置内は水温 2 ℃（ザラビクニン）及び 5 ℃（イシガレイ）とし、海

水を毎分 1.8 L（ザラビクニン）、3 L（イシガレイ）で循環させた。水温を 2 ℃に維持する

ため、冷却機（アース株式会社，加温冷却ユニット WTCA）と冷凍機（アクア株式会社）

を直列して循環させた（図 3-3-9）。5 ℃の水温維持には、冷凍機を用いた。 

 試験期間は、ザラビクニン 1 %曝露区では 144 時間、ザラビクニンとイシガレイの 2 %

曝露区は 120 時間とした。 

 試験が終了する時まで逐次個体の状況を観察した。 

 斃死した個体、及び実験終了時まで生残した個体の鰓は採取して固定した（（1）に従う）。

生残した個体は、約－1 ℃の冷却海水で約 10分冷却麻酔し鰓を採取した。 
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図 3-3-9 曝露水槽. （a）冷却機、（b）冷凍機. 

(a)
(b)

(a)(a)
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（C）結果 

1、2 % CO2を含む空気で曝気した海水は pH 6.8（1%）、pH 6.5（2%）で平衡に達し、試

験終了時まで維持された。 

1 %曝露区では試験終了（144 時間）までに斃死は起こらなかった。ザラビクニンの 2 %

曝露区では、4 月に行った試験において 24 時間までに 1 個体、48 時間までに全個体が死亡

した。12 月の試験では実験終了（120 時間）までに斃死は起こらなかった。イシガレイで

は、2 %曝露期間 120 時間までに 3 個体中 2 個体が死亡した（表 3-3-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（D）考察 

 ザラビクニンの 4 月と 12 月の 2 %曝露試験において、斃死率の結果が大きく異なった。

その要因として、供試魚の生理状態が CO2耐性に影響を与えた可能性が考えられる。4 月

の試験に用いた個体は、移送する際に海水氷により水温が下がり過ぎたことによって、海

水が凍り一時仮死状態になった。この時、1 週間の馴致期間を設けて試験に用いたが、こ

の期間では回復できていなかった可能性がある。また、漁獲時になんらかの障害を被った

可能性や季節による個体状況の変化など他の要因も考えられるため、より個体数を増やし

て曝露試験を行う必要がある。 

 低水温性のイシガレイは、これまで他の浅海種で行われてきた CO2曝露試験の結果に比

べ、低い CO2濃度で斃死が起こった。イシガレイの産卵水温は冬季の低水温期（水温約 5 ℃

から 8 ℃）であるから、実験水温（5 ℃）がイシガレイにとって異常な低水温であったと

は考えられない。これまで、ヒラメを 20 ℃と 5 ℃の試験区に分けて試験を行ったとき、

5 ℃の試験区は 20 ℃の試験区に比べ低濃度で斃死が起きている。低水温下では、CO2 曝

67000012523イシガレイ

0000012223

100504222ザラビクニン

00000012213

654321月水温（℃）％CO2N供試魚

経過日数

67000012523イシガレイ

0000012223

100504222ザラビクニン

00000012213

654321月水温（℃）％CO2N供試魚

経過日数

表 3-3-1 CO2曝露実験における累積斃死率（％） 
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露によって低下した pHaの回復速度が遅く、この原因として生理学的緩衝能の低下が示唆

されている（林, 2004）。また、イオン交換メカニズムや浸透圧調節能が破綻したことが CO2

耐性の低下と関係していることが可能性として挙げられている（林, 2004）。 

本研究において、低水温性のイシガレイがこれまで行われてきた他魚種の結果に比べ、

低濃度の 2 %CO2で斃死したことは、ヒラメの低水温曝露試験と同様に低水温では生理的

緩衝能が低いということが示唆される。 

 

（3）高二酸化炭素環境に対する鰓塩類細胞の応答 

（A）材料と方法 

（2）で行った CO2 耐性試験後採取したザラビクニンの鰓塩類細胞の形態を観察した。

従って、供試魚及び実験方法は（2）で行ったものと同様であり、塩類細胞の形態観察方法

は（1）と同様の方法で行った。 

（B）結果 

 走査電子顕微鏡で撮影した写真（図 3-3-10-1, 2, 3）と開口部面積の測定結果（図 3-3-11）

を示した。4 月コントロールと 4 月 2 %曝露区の開口部の面積は同程度であり、12 月コン

トロールはその約 1.5～2.5倍の大きさだった。12 月 1%、2%曝露区は、12 月コントロール

と同程度の面積であるが、1 %曝露個体（I）と 2%曝露個体（M）は非常に大きな開口部を

持っていた（図 3-3-10-2（I）、図 3-3-10-3（M））。 

次に、レーザースキャン顕微鏡で撮影した写真（図 3-3-12-1, 2, 3）と塩類細胞の断面積、

密度の測定結果（図 3-3-13）を示した。断面積（図 3-3-13（A））について、12 月コントロ

ールは 4 月コントロールの約 3～5倍だった。4 月 2 %曝露区の断面積は、開口部の面積と

同様に 4 月コントロールの断面積の大きさと同程度だった。12 月 1 %曝露区は、3 個体中

1 個体が他の 2 個体の 3分の 1の大きさだった。12 月 2 %曝露区は、3 個体中 2 個体が小

さく、1 個体は大きかった。 

密度（図 3-3-13（B））は、4 月コントロールにおいては個体間にばらつきがなかったが、

12 月コントロールは個体間で違いがみられた。4 月 2 %曝露区の密度は、開口部の面積及

び断面積と同様に 4 月コントロールの値と同程度だった。12 月 1 %曝露区、12 月 2 %曝露

区では、個体間で約 2倍の違いが見られた。断面積と密度の測定結果では、断面積が大き

い個体は密度が低く、また、断面積が小さい個体は密度が高い傾向があった。 

また、各個体における塩類細胞の開口部面積、断面積、密度の測定結果を表 3-3-2 に示

した。 

個体毎の塩類細胞の断面積をみると、断面積の平均値が高い個体は大きさにばらつきが

ある傾向を示した（図 3-3-14-1, 2）。 
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678.5±133.1254.2±138.911.6±10.1M

1390.4±116.954.1±18.84.7±4.7L

859.4±233.291.8±404.10±3.71K

12月 2%曝露区

513.9±6868.9±36.22.8±1.2J4月 2%曝露区

677.5±115.3235.1±86.87.2±9.1I

1017.7±127.984.±43.23.8±2H

617.3±119.3233±105.94.11±2.13G

12月 1%曝露区

688.2±338299.1±95.94.27±1.9F

794.9±114.2249.2±121.3E

800.1±176.2227.8±96.43.84±2.08D

437.5±92.8286.4±125.74.87±3.85C

12月 コントロール

494.5±121.570.5±32.42.5±1.1B

506.2±243.762.5±29.91.9±0.9A
4月 コントロール

密度（細胞数 / mm2）断面積（µm2）開口部面積（µm2）個体NO

678.5±133.1254.2±138.911.6±10.1M

1390.4±116.954.1±18.84.7±4.7L

859.4±233.291.8±404.10±3.71K

12月 2%曝露区

513.9±6868.9±36.22.8±1.2J4月 2%曝露区

677.5±115.3235.1±86.87.2±9.1I

1017.7±127.984.±43.23.8±2H

617.3±119.3233±105.94.11±2.13G

12月 1%曝露区

688.2±338299.1±95.94.27±1.9F

794.9±114.2249.2±121.3E

800.1±176.2227.8±96.43.84±2.08D

437.5±92.8286.4±125.74.87±3.85C

12月 コントロール

494.5±121.570.5±32.42.5±1.1B

506.2±243.762.5±29.91.9±0.9A
4月 コントロール

密度（細胞数 / mm2）断面積（µm2）開口部面積（µm2）個体NO

表 4-1 ザラビクニン CO2曝露試験における各個体の塩類細胞の開口部面積、

断面積、密度 
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図 3-3-3-10-1 走査電子顕微鏡で観察したザラビクニン塩類細胞の開口部. （A）,（B）

4 月コントロール個体、（C）,（D）,（E）,（F）12 月コントロール個体. スケール: 5 µm. 矢

印は塩類細胞開口部、pcは被蓋細胞を示す. 

（A） （B）

（C） （D）

pc

pc

（F）（E）
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（G） （H）

（I）

pc

pc

pc

図 3-3-3-10-2 走査電子顕微鏡で観察したザラビクニン塩類細胞の開口部. （G）,（H）,

（I）12 月 1%曝露個体. スケール: 5 µm. 矢印は塩類細胞開口部、pcは被蓋細胞を示す.
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（J）

（L） （M）

（K）

pc

pc

pc

pc

図 3-3-3-10-3 走査電子顕微鏡で観察したザラビクニン塩類細胞の開口部.（J）4 月 2%

曝露個体、（K）,（L）,（M）12 月 2%曝露個体. スケール: 5 µm. 矢印は塩類細胞開口部、

pcは被蓋細胞を示す. 
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図 3-3-3-11 CO2 耐性試験におけるザラビクニン塩類細胞の開口部の面積. （Ⅰ）4 月

コントロール、（Ⅱ）12 月コントロール、（Ⅲ）12 月 1 %曝露区、（Ⅳ）4 月 2 %曝露区、

（Ⅴ）12 月 2 %曝露区. バーは各個体の平均値と標準偏差を示す. 
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図 3-3-3-12-1 レーザースキャン顕微鏡で観察したザラビクニン塩類細胞の断面積（緑

色）.（A）,（B）4 月コントロール個体、（C）,（D）,（E）,（F）12 月コントロール個体.

スケール: 100 µm. 

（A） （B）

（C） （D）

（E） （F）
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図 3-3-3-12-2 レーザースキャン顕微鏡で観察したザラビクニン塩類細胞の断面積

（緑色）.（G）,（H）,（I）12 月 1 %曝露個体. スケール: 100 µm. 

 

（G） （H）

（I）
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（J）

（L）

（K）

（M）

図3-3-3-12-3 レーザースキャン顕微鏡で観察したザラビクニン塩類細胞の断面積

（緑色）.（J）4 月 2 %曝露個体、（K）,（L）,（M）12 月 2 %曝露個体. スケール: 100

µm. 
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図 3-3-3-13 CO2耐性試験におけるザラビクニン塩類細胞の断面積（A）と密度（B）.

（Ⅰ）4 月コントロール、（Ⅱ）12 月コントロール、（Ⅲ）12 月 1 %曝露区、（Ⅳ）4

月 2 %曝露区、（Ⅴ）12 月 2 %曝露区. バーは各個体の平均値と標準偏差を示す. 
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図 3-3-3-14-1 ザラビクニン各個体の鰓塩類細胞の断面積ヒストグラム. （A）,（B）

4 月コントロール個体、（C）,（D）,（E）,（F）12 月コントロール個体. 矢印は各個体

における塩類細胞断面積の平均値を示す. 
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図 3-3-3-14-2 ザラビクニン各個体の鰓塩類細胞の断面積ヒストグラム. （G）,（H）,

（I）12 月 1 %曝露個体、（J）4 月 2 %曝露個体、（K）,（L）,（M）12 月 2 %曝露個体.

矢印は各個体における塩類細胞断面積の平均値を示す. 
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（C）考察 

 4 月コントロール個体と 12 月コントロール個体の塩類細胞の開口部面積・断面積・密度

すべての測定結果において大きな違いが見られた。このことは、12 月コントロール個体が

輸送中の過冷却により死亡し、輸送開始から約 4、5 時間経過してから鰓の採取・固定を行

ったことが原因だと考えられる。鰓の採取が遅れたことが、塩類細胞の開口部面積・断面

積及び密度に影響を与えたのか現在のところ実証できていない。また、4 月コントロール

個体についても、いくつか考慮しなければならない点があった。4 月コントロール個体も

個体輸送の際に過冷却によって一時仮死状態になった。さらに、この個体を用いてカニュ

レーションを試みたので、4 月コントロール個体は約 30分間灌流麻酔にかかっていた。本

研究では入手できる個体数に限りがあったため、これらの個体をコントロールとしたが、

今後は正常なコントロール区を設け、観察する必要がある。 

1 %曝露及び 2 %曝露（12 月）を行った結果、開口部の面積・断面積・密度は個体によ

って違う傾向を示した。CO2曝露を行った 6 個体中 2 個体において、開口部の面積が他の

個体に比べて大きかった。淡水産のナマズ（Ictalurus punctatus）において、高 CO2環境（5

日間かけて段階的に 8 %CO2まで CO2濃度を上昇させた）で鰓上皮の塩類細胞開孔面積が

75 %増加したという報告がある（Cameron and Iwama, 1987）。一方、Goss et al.（1992）は

このナマズの近縁種（I. nebulosus）において、高 CO2環境（2 %CO2）で鰓上皮の塩類細胞

開孔面積が、曝露後 6 時間で 50 %、48 時間で 95 %減少したとの全く逆の反応を報告して

いる。さらにこれまで、行われてきた研究において、ヒラメの塩類細胞の開口部の面積は

3 %と 5 %CO2曝露区で増大した（林, 2004）。この様な知見から、ザラビクニンの塩類細胞

の開口部面積も CO2曝露によって増加した可能性がある。 

断面積と密度の測定結果では、断面積が大きい個体は密度が低く、また断面積が小さい

個体は密度が高い傾向があった。シロギス（Sillago japonica）の卵及びマダイ（Pagrus major）

の稚魚を 1 %CO2に曝露した試験において、塩類細胞の断面積の有意な拡大が報告されて

いる（吉川, 2003）。また、塩類細胞は活発にイオン輸送を行う場合にその断面積が増大す

ることが知られている（Sasai et al., 1998）。一方、Van Der Heijden et al.（1997）は、ティラ

ピア（Oreochromis mossambicus）の塩類細胞は断面積の縮小及び密度の拡大によってイオ

ン輸送を活発に行うことを報告している。ザラビクニンなどの深海性魚種でも高 CO2環境

で塩類細胞が変化するのか実証する必要がある。 

さらに、Na
+
/K

+
-ATPase の活性は浅海魚において塩類細胞の機能の指標となっており、

ヒラメのCO2曝露試験では断面積及び密度は変化しなかったが活性が上がったという報告

がある（林, 2004）。この点を踏まえ、今後深海性魚類について Na
+
/K

+
-ATPase 活性を測定

する必要がある。 
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３．４ 急性致死モデル  

 

３．４．１ Introduction 

A model to predict the acute mortality of zooplankton caused by PCO2 in seawater is 

presented in this section. When marine organisms are in the rising plume of CO2 droplets, 

which dissolve into seawater during the rise
1)

, and when they are in eddies in ocean 

turbulence
2)

, they experience various CO2 concentration, which changes with time. It is, 

therefore, important to consider the impact when the concentration changes with time. For this 

purpose, an expanded probit mortality model was dseveloped
3)

 and incorporated in a numerical 

turbulent flow simulator to predict the mortality of zooplankton in the deep ocean
2)

. This 

model was constructed by using the mortality data of zooplankton under the conditions of 

constant PCO2. However, its validation was not conducted for transiently changing PCO2. The 

objective of this study is, therefore, the validation of the model by the mortality test against 

the unsteady change of PCO2. 

 

３．４．２ Materials and methods 

(1) Modelling of Acute Mortality 

If the concepts of both LC50 and LT50 hold, a linear function for the mortality is obtained as 

follows. 

( ) ( ) cxbtaY ++= loglog ,       (3.4-1) 

where Y is the mortality in probit unit, t is the exposure time, and x is the concentration of 

toxicity agent. Eq. (3.4-1) can be reformed by simple mathematics as follows. 

[ ]( ) cxtaY a

b

+⋅= log .       

 (3.4-2) 

This form has an advantage when extending the model to unsteady experience of x: 

[ ] cdxaY

t

a

b

+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
τ= ∫

0

log .       

 (3.4-3) 

The first term on the RHS of Eq. (3.4-3) indicates cumulative damage in acute mortality. The 

coefficients a, b, and c can be determined by mortality experiments with various PCO2, 

which is constant with time. 

(2) Experimental 

The zooplankton used in the experiment was Metamphiascopsis hirsutus propagated in a 

culture tank (capacity of 5 m
3
) of the Miyazu branch of The General Environmental Technos, 

Japan. M. hirsutus is benthic species and their habitats differ from the planktonic copepods, 

which may be suitable for investigating the impact caused by the CO2 direct injection. 
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However, they are easy to kept steadily and the slopes of the LC50 lines in the 

log(t)-log(PCO2) diagram, for harpacticoid copepods are almost the same as those for the 

pelagic copepods in subtropical ocean. Therefore we thought M. hirsutus is an analogue of 

the pelagic copepods in terms of the mortality against PCO2. 

The seawater in the tank was pumped up from the coast of the Japan Sea at the Miyazu 

branch. The seawater drawn from the tank was filtered using a GF/F glass fiber filter 

(Whatman) and transferred to 2 flasks (3 L), where the N2-O2 (O2: 12.5 %) mixture gases 

with the concentration of CO2 of 0 % and 20 %, respectively, were bubbled at the flow rate of 

50 mL/min more than 6 h until PCO2 was equilibrate to the mixture gases. After that, PCO2 

was adjusted to planned values by mixing the seawaters. The resultant waters were 

introduced to glass vials (30 mL). Just before the experiment, the zooplankton were 

acclimated in a thermostatic incubator at the experimental temperature more than 1 day. Then, 

each individual zooplankton was put in each vial, which was, thereon, sealed up to prevent 

the water from exposing to the air and the zooplankton from being trapped at the gas-water 

interface. In advance, it had been confirmed that the vial capacity is large enough for the 

zooplankton to survive normally for the time period of the present experiment. 

The vials were kept in the thermostatic incubator at 25.5 ± 1 °C in the dark condition 

during the experiment. PCO2 was calculated by the CO2SYS program5) using pH (D-52, Horiba 

Ltd.) and alkalinity measured by potentiometric titration6). 

Table 3.4-1 denotes water quality measured before and after the experiment. The PCO2 of 

0.05 % (the natural concentration of CO2) was used as the control (Case I) against the other. 

The transient changes of PCO2 were examined for the mortality of the zooplankton by sudden 

changes of PCO2 from 4 % to 2 % (Case III-2) and from 4 % to 8 % (Case III-3) at 48 h after 

the start of measurements. Although PCO2 in Case IV was originally planned to be 8 % when 

the vials were filled with the mixture water, the calculated PCO2 from the measured pH and 

alkalinity was 9 %. However, this causes no problem when obtaining the coefficients of Eq. 

(3.4-1). 

 

Table 3.4-1  Experimental conditions 

Case I II III-1 III-2 III-3 IV 

PCO2 (%) 0.05 2 4 4 to 2 4 to 8 9 

Salinity (‰) 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 

Temperature (°C) 25.6 25.8 25.5 25.5 25.5 25.3 
0 

pH 8.03 6.53 6.32 6.32 6.32 5.75 

Temperature (°C) 25.6 25.8 25.1 26.0 25.6 24.6 

Time 

(h) 

96 
pH 8.03 6.63 6.13 6.85 6.22 5.84 
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３．４．３ Results and Discussion 

Case I indicated no particular influence on the mortality (Table 3.4-2). Data were scattered 

in Case III-1, III-2, and III-3, although these cases have the same PCO2 until 48 h after the 

start of the measurement. In Fig. 3.4-1, where the time-accumulated mortalities in decimal 

fraction, M, are denoted, these scattered data were averaged and indicated by error bars. Fig. 

3.4-2 shows Y calculated by Eq. (3.4-3), with respect to exposure time (A) and to PCO2 (B). 

The coefficients, a and b, in Eq. (3.4-1) were extracted from the data of accumulated 

mortalities for the PCO2 of 4 % after 48 h in Case III-1 and 9 % in Case IV. The section, c, in 

Eq. (3.4-1) was also calculated to fit the mortality for the PCO2 of 4 % after 48 h. As a result, 

we obtained the model coefficients: a=1.5308, b=4.3894, and c=7.8362. 

 

Table 3.4-2  Number of deaths of Metamphiascopsis hirsutus. 

Case I II III-1 III-2 III-3 IV 

PCO2 (%) 0.05 2 4 4 to 2 4 to 8 9 

N 20 19 20 20 20 20 

5 0 0 1 1 3 4 

18 0 0 2 2 1 5 

24 0 0 2 0 0 3 

29 0 0 0 0 0 1 

42 0 2 1 0 0 3 

48 0 0 1 1 0 3 

53 0 0 1 0 0 2 

66 0 0 1 0 3 0 

72 0 0 0 0 4 0 

77 0 0 0 0 1 0 

90 0 0 1 1 3 0 

Time 

(h) 

96 0 0 0 0 0 0 
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Fig. 3.4-1 Measured mortalities for Metamphiascopsis hirsutus against various PCO2 with 

respect to exposure time, including the cases of transient change of PCO2. 

 

 

Fig. 3.4-2 Measured mortalities in probit unit for Metamphiascopsis hirsutus shown by dots 

and their linear curve-fittings with respect to exposure time (A) and to PCO2 (B). 

 

By adopting these coefficients, we applied our model to the mortality of M. hirsutus against 

the transient change of PCO2. It is seen that the model simulated the measurements moderately 

well (Fig. 3.4-3). The coefficient of correlations between the measured and the calculated M in 

Cases III-2 and III-3 are 0.9183 and 0.9519, respectively. The validity of the present model 

may suggest that the concept of the mathematical accumulation of damage works for 

zooplankton. 
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Fig. 3.4-3 Calculated and measured mortalities in probit unit (A) and in decimal fraction (B) 

for Metamphiascopsis hirsutus with respect to exposure time. 

 

Very recently, the acute mortality data of fish against the transient change of PCO2 was 

presented7). The data indicated that, after experiencing the step-wise increases of PCO2 with 

time, the fish can be tolerant against some level of PCO2, which is lethal without such gradual 

increases. Fish can compensate the effects of CO2 by accumulation of bicarbonate ions in body 

fluid as long as PCO2 remains sublethal8
)
. It is believed that this possibly results in the 

acclimation of fish against PCO2 in mortality. It is inferred that the physiological buffer 

mechanism of fish against PCO2 is more developed than that of zooplankton. It is, therefore, 

safe to say that the applicability of the present model is limited to zooplankton. 
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３．５ 深海現場曝露実験 

 

海洋中深層に二酸化炭素（CO2）を隔離した場合の生態系への影響評価を行う一環で、ベ

ンチックチャンバーを使った深海底ベントス生態系に対する深海現場実験を行ってきた。

これまで CO2濃度が平均 5000ppm と 20000ppm の２つの濃度による曝露実験を、３００時

間を越える２回と７０時間程度の１回実施し、以下の結果を得てきた。 

・３００時間を越える実験では、いずれの曝露実験区でも対照区と比べ、メイオベントス

個体数は少なく、特に 20000ppm実験区では有意に少なくなった。 

・有孔虫は 20000ppm実験区では７０時間の曝露でも少なくなり、炭酸カルシウムの外骨

格を形成する生物は、CO2の影響を受けやすいことが示唆された。 

・ナノベントスは 20000ppm実験区の３００時間を越える曝露では個体数が少なくなる傾

向が見られた。また、ナノベントスでは、種による影響の違いがあり、逆に適応し増殖

する種の存在が示唆された。 

・バクテリアは、メイオベントスが有意に減少した場合に逆に増加する傾向が見られた。

メイオベントスによる捕食圧の低下に加えて CO2 濃度増加に適応した種の増加が生じ

たと推測された。 

・20000ppmのような高濃度の CO2環境では、当初は生物群集の呼吸活性が急激に低下す

るが、３００時間を越えると増加する傾向があり、バクテリアの細胞数の変化と対応し

ていた。一方 5000ppmでは実験期間を通して低下し続ける傾向があった。 

CO2の急性影響は、個体実験では濃度の上昇に伴い致死作用が高まるという濃度依存型を

示す。しかし、現場実験による群集への影響では、短期間の曝露では濃度依存型を示した

が、時間が経過すると高濃度 CO2 環境に順応した微小生物群が増殖した。その結果、群集

の呼吸活性など活力が高まるなど、群集に対する影響は、単純な濃度依存型ではないこと

が示された。 

ところで、海洋中への CO2放出時に達成される初期希釈濃度は数千 ppm とされており、

今後はより現実的な CO2濃度による生態系影響実験へ進めていくことが重要である。 

そこで、今年度は、海洋に実際に CO2を放出した場合に予測される初期希釈濃度での影響

を調査することとした。これまでの 5000ppmに加えて初期希釈濃度にあたる 2000ppmを設

けた。また、実験初期値を得るために、同一地点においてマルチプルコアサンプラーによ

る採泥を行い、ベンチックチャンバーの結果と比較した。 

 

３．５．１ 方法 

（１）ベンチックチャンバーの準備と設置 

実験は，これまでの実験と同じ熊野灘の 33-40 27°N，136-31 15°E（水深 2000m）（図３．

５．１－１）で実施した。７月１０日にベンチックチャンバーを投入し，７月２６日に揚

収した．表３．５．１－１に実験のタイムテーブルを示した。チャンバーによる海底の囲
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い込みは７月１２日０：００に開始し，チャンバー内への高濃度 CO2海水（CO2SW）の添

加は７月１２日、７月１８日および７月２４日のそれぞれ午前１：００に 300ｍｌ（直上水

の 5％）ずつ実施した。チャンバー内海水の採水は、CO2SW 注入の前後３０分にそれぞれ

300ｍｌずつ実施した。曝露期間は、７月１２日午前１：００から７月２６日浮上時の午前

６：００までの３４１時間とした。 

 

チャンバーは３つ準備し、チャンバー内のCO2濃度が 5000ppm実験区（以下 5000ppm区）、

2000ppm 実験区（以下 2000ppm 区）を設けた。残りの１つはコントロール区（以下コント

ロール）とした．添加した CO2SW は，2001 年に実施された海洋調査の 12°N,175°E，水深

2000mにおいて採取された海水をミリポア HAフィルターでろ過して調製した．CO2SWの

調製として，5000ppm区は N2ベースの CO2 20%混合ガスを，コントロールは N2ガスをそれ

ぞれ常温下，流量 100cc min
-1で約 6時間通気した．2000ppm区はそれぞれの注入海水を空

気に触れないように混合して調製した。5000ppm 区、2000ppm 区およびコントロールの注

入海水の全炭酸（∑CO2）は、それぞれ 10.5mmol L
-1，6.3mmol L

-1，2.4mmol L
-1，pHは 5.53，

5.88，8.10，CO2濃度は 141000 ppm， 62000 ppm，210ppmであった。採水と注入のための

容器は GLサイエンス社のアルミニウムバッグ（１L）を用いた。 

また、本年度は、実験初期値を得る目的でマルチプルコアサンプラーによる採泥を、ほぼ

同一の地点（33-41 18°N，136-31 36°E）において、ベンチックチャンバー投入後直ちに実施

した。 

 

（２）分析項目 

ａ．堆積物 

ベンチックチャンバーおよびマルチプルコアサンプラーによって採取された堆積物から、

ポリエチレン製のピストンシリンジを使ってサブコアをランダムに十数本抜き取った。メ

イオベントス、ナノベントスおよびバクテリア計数用として、１つのチャンバーあたりそ

れぞれ３本ずつのサブコアを用いた。また、有機炭素量と全窒素量(CN)分析用としてそれ

ぞれ１本を用いた。サブコアは0-1、1-2、2-3cmの層別に裁断し、ベントスは全層を、 CN

は0-1cm層のみを分析した。 

裁断したメイオベントス用試料は、ローズベンガル入りの中性ホルマリンを最終濃度１

０％になるように添加して、分析まで室温で保存した。ナノベントスとバクテリア用試料

は、グルタールアルデヒドで最終濃度１％となるように固定し、分析まで冷暗所に保存し

た。CN試料は分析まで−２０℃以下で冷凍保存した。 

メイオベントスは、目合いが300µm のステンレス篩いを通過し、32µm のステンレス篩

いに残ったサイズとし、ローズベンガルによって細胞が赤く染まった個体を生物顕微鏡に

より計数した。細胞あるいは個体長が2µmから32µmの生物をナノベントスとし、DAPIと

Proflavineによる二重染色を施した後、孔径1.0µmのヌクレオポアフィルターにろ過捕集して、
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落射蛍光顕微鏡下でUv励起光とB励起光により核および繊毛や鞭毛が蛍光染色された細胞

を計数した。バクテリアは、超音波で堆積物粒子から剥離させた後、DAPI染色を施して孔

径0.2µmのヌクレオポアフィルターにろ過捕集し、落射蛍光顕微鏡下でUv励起光により蛍光

染色された細胞を計数した。 

堆積物の CNは、乾燥、粉砕後、元素分析装置(Yanaco CHN analyzer)によって測定し、有

機炭素含有率（OC）を求めた。 

 

ｂ．水質 

曝露期間を通じてチャンバー内直上水の溶存酸素濃度(DO)をアンデラ社製コンパクトオ

プトードセンサーにより測定した。また時系列に採水した海水試料は、ベンチックチャン

バー回収後、直ちに船上実験室において DO、∑CO2およびpHを分析した。DOは試料海水

120mlを用いてウインクラー法により測定した。pHはpHセンサー（ORION社）、∑CO2は試

料海水100μmを用いてCapni-Con 5s Total CO2 Analyzer (Cameron Instrument Company, Inc.)に

よりそれぞれ測定した。また、pHと∑CO2からCO2 SYS programs 
3)

 を使ってCO2濃度を求め

た。 

 

３．５．２ 結果と考察 

（１）CO2曝露実験の状況 

図３．５．２－１に各チャンバー内のCO2濃度の時間変化を示した。各チャンバー内のCO2

濃度は、CO2SW注入後に急激に高まるが、時間の経過と共に低下した。その後CO2SWの再

注入で再び高まった。5000ppm区のCO2濃度は、最大で5500ppm、最小で1200ppm、平均で

約3500ppmとなり設定よりやや低くなった。2000ppm区のCO2濃度は、最大3300ppm、最小

1100ppm、平均約2100ppmとなった。コントロールのCO2濃度は、600-700ppmを維持してい

るが、コントロールは今回チャンバーが正常作動ぜず海底を囲い込むことができなかった

ため、コントロール区のCO2濃度は海底直上の値を示していると考えられる。原因は、チャ

ンバー部を所定深度海底に刺すための海底感知センサーが、装置投入時に海表面に着水し

たショックで海底を感知した状態でロックされてしまい、チャンバーを作動させるモータ

が動かなかったためと思われる。これは、フェーズ１の開発段階を含めてこれまで認めら

れなかった事象であるが、センサーの構造や動作経路の不具合など物理的な要因により生

じたと思われるため、構造の見直しなど対応策を検討中である。 

 

（２）ベントス個体数 

ａ．メイオベントス 

図３．５．２－２ａ）に堆積物０～３cmにおけるメイオベントス個体数を示した。メイ

オベントスは有孔虫、線虫が共に10cm
2あたり400個体で優占しており、次いでソコミジン

コ類が数十個体見られた。有孔虫、線虫、ソコミジンコ類ともに5000ppm区と2000ppm区の
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間で有意な差は見られなかった。今回、コントロール区がないために、コントロールと比

較ができない。しかし、これまでの３回の実験ではメイオベントスの個体数は、5000ppm区

でコントロールに比べてやや低くなるが、有意な差が認められなかった。このため、今回

の実験における5000ppm区の個体の変化も同様の推移を示していると推測できる。 

図３．５．２－２ｂ）にはマルチプルコアサンプラーによる採泥試料から得たメイオベン

トスの結果を示した。深海現場実験場所とほぼ同一の地点の線虫とソコミジンコ類の個体

数は、ベンチックチャンバー試料に比べて２～３倍と有意に高かった。 

 

ｂ．ナノベントス、バクテリア 

図３．５．２－３に堆積物０～３cmにおけるナノベントスおよびバクテリアの細胞数を示

した。 

サイズが10μm～30μmのナノベントスは、5000ppm区で2000ppm区より有意に低くなった。

2002年に実施した2週間程度の実験において、このサイズのナノベントス数は5000ppm区に

おいてコントロールより有意に低くなる結果が得られている。サイズ10μm以下のナノベン

トスとバクテリア数は、5000ppm区と2000pm区に差はみられなかった。以上のことから、

メイオベントスとバクテリアの中間的サイズとなる10μm～30μmのナノベントスは、CO2

の増加に対して弱いことが考えられる。一方で、マルチプルコアサンプラー試料ではベン

チクチャンバー試料に比べて、いずれのサイズのナノベントスもまたバクテリアの細胞数

もやや高かったが、5000ppm区の10μm～30μmのナノベントス以外には有意な差は認めら

れなかった。 

 

（３）有機炭素含有率（OC） 

チャンバー内には有機炭素が外部から供給されないために、実験エンドポイントにおける

OCは、有機物の分解を受けずに残った有機物量と考えられ、チャンバー内の有機物分解活

性の指標になる。表３．４．２－１に堆積物０～１ｃｍのOCを示した。OCは5000ppm、2000pm

区でそれぞれ1.52%、1.59%であり両者の差は0.07%とわずかであった。5000ppm区と2000ppm

区の差は小さく、両者の有機物分解過程には大きな違いがなかったと推測できる。 

 

（４）溶存酸素濃度（DO）の変化 

DOの変動は、ベントス群集の呼吸活性を反映していると考えられ、その連続的なデータ

は、ベントス群集の代謝の変化を推測するのに役立つ。 

図３．５．２－４にDOセンサーによるチャンバー内直上水のDO飽和度の変化を示した。

コントロールでは、チャンバー不作動により海底が囲い込まれておらず、常に外部の海水

を測定していることから一定の値で推移した。海底の囲い込みが成功した２つの実験区は、

チャンバー外部から海水の供給がほとんどなく、実験開始から時間の経過とともに減少し

た。 
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DO飽和度は、実験初期段階で３０％、実験終了時で１０％を下回り、過去の実験結果（開

始時４５％、終了時２０％）を下回った。一時的な上昇が実験途中に見られるが、チャン

バー内の直上水を採水する時に外部海水が僅かに入り込み、DOの供給が生じためである。 

DO飽和度は、CO2SW注入後６０時間までは両試験区ともに傾きがやや緩やかであり、そ

の後2000ppm区においては、実験終了時までほぼ直線的な傾きを示した。一方、5000ppm区

においては、６０時間から２００時間程度までは、2000ppm区と同等か、やや急な傾きを示

したが、２００時間程度を超えると2000ppm区にくらべて明らかに緩やかな傾きになり、３

００時間程度以降は横ばい状態になるなど、時間の経過とともに酸素消費速度の低下が認

められた。 

過去の実験では、DO 消費速度は、実験の前半と後半で異なる。高濃度の 20000ppm 区で

は、実験前半では明らかに低下するが、実験後半では逆に上昇した。一方 5000pm区は、実

験前半はコントロールと差はみられないが、実験後半になると低下し、20000ppm区より低

下する場合も認められた。5000ppm における傾向は、今回の実験においても認められ、

5000ppm での代謝への影響は急激には現れないことがわかった。一方、2000ppm 区につい

ては、実験初期の酸素消費がやや緩やかであることを除けば、酸素は一定に消費されてお

り、過去の実験におけるコントロールとほぼ同様のパターンを示している。従って 2000ppm

の CO2濃度は、あまり影響を与えないと考えられる。但し、5000ppm区と 2000ppm区の両

区で認められた実験初期の酸素消費速度の低下は、CO2による一時的な影響を表している可

能性がある。CO2による一時的な麻酔作用ではないかと考えられるが今後より詳しく調査を

進める必要がある。 

 

（５）マルチプルコアサンプラー試料との比較 

マルチプルコアサンプラー試料の生物量はベンチックチャンバー試料のものより常に多く、

特にメイオベントス群において顕著であった。両者の差の主な原因として下記に示すよう

なことが考えられる。 

１）マルチプルコアサンプラー試料が実験初期値を示しており、ベンチックチャンバーで

は囲い込みによる影響が実験終了時のものとして生じていた。 

２）地点間で生物組成のバラツキがあった。 

３）実験中に鉛直下方向への生物逃避が起こった。 

４）ベンチックチャンバー試料は揚収後、直上水が徐々に流れ出てしまうため、堆積物中

生物の流失が生じた。 

５）ベンチクチャンバーの着底時に堆積物表層を乱してしまった。など 

いずれにしても、推測の域を出ておらず、検証するには別途実験が必要である。しかし、

本試験におけるロジックは、対照区と曝露区との比較で行うものであり、このような検証

は将来の課題と考える。 
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３．５．３ まとめ 

本年度は、CO2を放出する際の初期希釈濃度の影響に関する知見を得る目的で、CO2濃度

が 5000ppm と 2000ppm による曝露実験を計画し、CO2濃度として平均 3900ppm（5000ppm

区）と 2100ppm（2000ppm 区）による曝露実験の結果を得た。生物量はサイズが 10μm～

30μmのナノベントスが、5000ppm区で 2000ppm区より有意に低くなったことを除いては、

両実験区で有意な差が認められなかった。生物活性は、5000pm区で実験後半に酸素消費速

度が低下した。この結果は、この濃度がベントス群集に急性致死影響を与えないが、呼吸

活性など代謝に対して影響を与えることを示した。一方、2000ppm 区の呼吸活性は常にコ

ンスタントであったことから、この濃度では CO2 による影響は殆ど認められないと考えら

れた。 

 

３．５．４ 課題 

（１）装置構造の一部見直し 

今回コントロールのチャンバーが作動しなかった。原因は上述「3.5.2 結果と考察（１）

CO2曝露実験の状況」にも示したが、海底探知センサーが海面投入時の衝突のショックで海

底を探知した状態になってしまったことによると思われる。今回のような失敗のリスクを

低減し、よりよい試料を確保するためには、海底探知センサーの機構を見直す必要がある。 

海面投入時の衝突のショックに左右されない機構を導入する必要があり、現在で検討中で

ある。  

  

（２）酸素の供給について 

「3.5.2結果と考察（３）溶存酸素濃度の変化」でも述べたが、過去の実験では DO飽和度

は実験初期で４５％、終了時で２０％であり、酸欠状態ではなかったが、実験後半がやや

酸素不足であると思われる。しかし、今回の実験では実験初期段から酸素飽和度が３０％

を下回っていたことから、実験途中から酸欠になっていた可能性が否定できない。このた

め、実験目的によってはチャンバー内に酸素を供給する方法を取り入れた方がよいかもし

れない。 

 

（３）囲い込みによる二酸化炭素以外の影響の検出、定量化 

今回、実験初期状態を得る目的でマルチプルコアサンプラーによる採泥を実施したところ、

ベンチックチャンバー試料と比較して、メイオベントス個体数が２倍以上高くなるという

結果を得た。この原因については、「3.5.2結果と考察（５）マルチプルコアサンプラー試料

との比較」でいくつかの推論を述べたが、なかでも、囲い込みによって外部環境から隔離

されるために引き起こるチャンバー内生物への影響が懸念される。現時点では、囲い込み

の影響は、どの実験区でも均一に起こり、CO2以外の影響は実験区間で相殺されると仮定す

ることで、CO2の影響を検出している。しかし、コントロールにおける生物量の大幅な減少

－ 314 －



は、CO2による影響検出の精度を低下させる可能性がある。囲い込みによる影響について定

性的、定量的な検討が、メソコズムなどを用いた擬似現場実験で検証されることが課題と

考えられる。 

 

（４）連続した時系列データの取得 

現在のシステムでは、実験終了時の結果のみである。しかし、DOの変化に見られるよう

に CO2の影響は、時間経過に従って直線的に変化するものではないことがわかってきた。

従って、ベンチックチャンバー等の影響評価実験においては今後データを時系列に取得し、

評価することが望まれる。このための一つの方法として、メソコズムなどを使った擬似現

場実験による時系列データの取得があげられる。 
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図３．５．１－１ 調査点 

 

 

 

表３．５．１－１ 実験タイムテーブル 

 

500m

2000m

2000m

1500m

Kii

Peninsula

Kumano Trough

135oE 136oE 137oE

35oN

34oN

33oN

L
a
ti
tu
d
e

貫入深度(cm) 16 時刻 貫入深度(cm) 16 時刻 貫入深度(cm) 16 時刻
貫入動作開始 7/12 00:20 貫入動作開始 7/12 00:10 貫入動作開始 7/12 00:00
採水／注入 量(mL) 採水／注入 量(mL) 採水／注入 量(mL)

採水 300 7/12 00:50 採水 300 7/12 00:40 採水 300 7/12 00:30
注入 300 7/12 01:20 注入 300 7/12 01:10 注入 300 7/12 01:00
採水 300 7/12 01:50 採水 300 7/12 01:40 採水 300 7/12 01:30
採水 300 7/18 00:50 採水 300 7/18 00:40 採水 300 7/18 00:30
注入 300 7/18 01:20 注入 300 7/18 01:10 注入 300 7/18 01:00
採水 300 7/18 01:50 採水 300 7/18 01:40 採水 300 7/18 01:30
採水 300 7/24 00:50 採水 300 7/24 00:40 採水 300 7/24 00:30
注入 300 7/24 01:20 注入 300 7/24 01:10 注入 300 7/24 01:00
採水 300 7/24 01:50 採水 300 7/24 01:40 採水 300 7/24 01:30

チャンバーＡ（5000ppm） チャンバーＢ(2000ppm) チャンバーＣ(control)
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図３．５．２－１ 実験期間中の CO2濃度変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．５．２－２ メイオベントス個体数(n=3, 泥深 0-3cm) 
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図３．５．２－３ バクテリアとナノベントスの細胞数（n=3、泥深 0-3cm） 

(**: p<0.05, ｳｲﾙｺｸｿﾝ順位検定,2000ppm 区と比較) 

 

 

図３．５．２－４ 溶存酸素飽和度の変化 
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３．６ 微生物の多様性に対するＣＯ２の急性影響実験 

 

３．６．１ はじめに 

近年，環境保全，及び資源確保の観点から，生物の多様性の保全に注目が集まって

いる。生物多様性条約のような多様性そのものが価値を持つという考え方があり，環

境アセスメントにおいても生物の多様性の確保という視点が加わって来ている。バク

テリアの多様性は新規な変換機能を持つ酵素や生理活性物質，遺伝子資源の宝庫とい

う観点からその確保が必要とされている 1)。また多様性そのものに価値があるという

考え方に加えて，生態系の機能と多様性との関連についても研究が盛んであり，多様

性と生産性の関連 2),3)や多様性と撹乱に対する緩衝能との関連 4)等について報告がな

されている。バクテリアは海洋の物質循環に中心的な役割を果たしていることから，

多様性の変動は海洋生態系の機能と密接な関連があると推定される。 

2002 度 ま で に ， バ ク テ リ ア 群 集 に つ い て PCR-Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis (DGGE) 法 5)により解析を行い，多様性の変動を Shannon-Weaver 

index で表されるような多様度や，類似度といった指標によって整理することで海域

や CO2の影響による差を調査してきた。 

2003 年度は，CO2 放出実験の想定海域の生物相調査，及びベンチックチャンバー実

験を行った。海域の生物相調査では，海域の水平距離や年変動の差よりも水深の差の

ほうがバクテリア群集に与える影響が大きいこと，水深特異的なバンドが存在するこ

とが示された。ベンチックチャンバー実験では，2002 年度はコントロール特異的に

ε-Proteobacteria の存在が観察されたが，2003 年度の実験では明確に条件特異的な

菌は観察されず，，傾向が異なった。水平方向のばらつきの影響であることが示唆さ

れたが，CO2の影響は検出できていない。 

今年度は，，2003 年度と同様に，海域調査，ベンチックチャンバー実験における微

生物の多様性評価を目的に，PCR-DGGE を実施した。ベンチックチャンバー実験におい

ては，サンプル間のばらつきを考慮し，CO2曝露前と曝露後の試料を 3 試料ずつ採取し

分析した。また，深度特異的なバンドや条件特異的なバンドについては，ゲルからバ

ンドの切り出しを行い，DNA 塩基配列を解析し，16SrRNA 塩基配列を決定することで，

微生物の同定を行った。 
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３．６．２ 海域調査 

（１）目的 

2003 年度から開始したプロジェクトフェーズ II においては，想定されている CO2放

出実験の際の環境への影響を把握する必要がある。CO2 放出の生物群集への影響を把握

するためには，現況の年変動，季節変動，日変動などのレベルでの把握が必要であり， 

CO2 放出時の変動と比較することで CO2 放出が生態系に与える影響の度合いを測る必要

である。本年度は，年，水深，場所によるバクテリア群集の変動を調査することを目

的として， CO2 放出実験の想定海域におけるバクテリア群集構造解析を行い，2002 年

度，2003 年度に実施した結果と比較した。また，年，水深，場所に特異的なバクテリ

アは海域の特徴を表している可能性が高いことから，海域の環境を調査することを目

的として特徴的なバンドが由来するバクテリアの分類を行った。 

 

（２）方法 

ａ．DNA抽出・精製 

 海水 1 L をサンプリングし，ポアサイズ 0.2μm のメンブレンフィルター濾過により

海水中のバクテリアをフィルター上に濃縮・回収した。このフィルター上のバクテリアか

ら Azam et al., 11)  と同様に Lyse-N-Go を用いて抽出し，エタノール沈殿後 TE に溶解さ

せた。260 nmの吸光度から濃度測定を行い，それぞれ 50 ngを PCR反応に供した。 

ｂ．DNA増幅反応（PCR） 

ａ．で抽出・精製した DNA 溶液はプライマーペアとしては，まず，338F と 515R（E. 

coli numbering）の組み合わせで行い，次に PCR 産物 1μL（1/50 量）を 338F with GC 

clamp と 515R のプライマーペアの組み合わせで再度増幅させ DGGE のサンプルとした。な

お，338F，515Rプライマー及び GC clampの配列，並びに PCRサイクルは以下に示す。 

• プライマー及び GC clampの配列 

358F：5'-CCTACGGGAGGCAGCAG-3' 

518R：5'-ATTACCGCGGCTGCTGG-3' 

GC clamp： 

5'-CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG-3' 

• PCRプログラム 

プレヒート  95 ℃・9分 
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サイクル反応（解離反応 95 ℃・1分→アニーリング反応     

           60 ℃・1分→伸長反応 72 ℃・1分）×20サイクル 

最終反応   72 ℃・6分 

ｃ．DGGE 

DGGE は DCode システム（Bio-Rad 社）を用いて行った。変性剤濃度は，100 %変性剤を

7 M 尿素，40 %ホルムアミドとして，60 %（9 % アクリルアミドゲル）と 40 %（7 %アク

リルアミドゲル）とし，電気泳動は，90 V で 15 時間行った。染色は SYBR Green

（Molecular Probes）により 30 分間行い，検出，及びデジタル化はプリントグラフ（ア

トー）により行った。 

ｄ．解析 

DGGE のバンドパターンは BioNumerics（Applied Maths 社）により解析した。解析には

バンド強度，及びバンド位置を用いた。類似度はバンドパターンをもとに Pearson 

product moment correlation によって求めた。Pearson product moment correlation

（R）は以下の式にしたがって計算した。 

 R =

(x
i
− x∑ )(y

i
− y)

(x i − x∑ )
2

(y i − y∑ )
2

                  

ここで，xiと yiはそれぞれレーン xと yのデータセットを表す。 

系統樹は UPGMAにより接合した。 

ｅ．シークエンス解析 

特徴的なバンドをゲルから切り出し，DNA 断片を 338F with GC clamp と 515R のプライ

マーペアで増幅させた後 DGGE により目的のシングルバンドが得られていることを確認し，

シーケンス反応に供した。シークエンス解析はタカラバイオに委託した。得られたシーケ

ンス結果を基に，Blast を用いてデータベース（GenBank/EMBL）に登録されている既知配

列と比較した。 

 

（３）結果 

2002 年度～2004 年度調査の海域におけるバクテリアの PCR-DGGE パターンを図３．６．

２－１に，2004年度のみの PCR-DGGEのパターンを図３．６．２－２に示す。 

バンドパターンからのクラスター解析の結果を図３．６．２－３に示す。ステーション，

年に関わらず，大きく 0 m～200 m の表層と 300 m 以深の中深層の 2 つのグループに分け

られた。 

2003 年度に，有光層に特異的なバンド 1，2，中深層特異的なバンド 3，4 について切り
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出してシークエンス解析を行った結果を表３．６．２－１に示す。シークエンス解析の結

果，バンド 1 はシアノバクテリアの 1 種である Prochlorococcus marinus の 16S rRNA 配

列の一部と 100%の相同性を示した。バンド 2 はα-Proteobacteria の environmental 

sample の 16S rRNA 配列の一部と 100%の相同性を示した。バンド 3 は既知の分類されたバ

クテリアで高い相同性を示すものはなく，最も高い相同性を示したのは，森林湿地帯から

分離された未同定の clone FW64（相同性 86 %）であった。バンド 4 は深海の底泥から分

離された green non-sulfur bacterium clone MBAE68 の 16S rRNA 遺伝子の配列の一部と

91 %の相同性を示した。 

2004 年度のシーケンス解析結果を表３．６．２－２に示す。深層部ほど存在比率が

高まる C12-1，A12-3，全水深に共通して存在した C12-1，表層のみに存在した A12-4

のバンドを切り出し，塩基配列を解析した。解析された塩基配列とホモロジー検索の

結果を図３．６．２－４～図３．６．２－７に示す。中深層に偏在した C12-1 は，

Uncultured Chloroflexaceae group bacterium の 16S rRNA 遺伝子の配列の一部と 100％の

相同性を示した。同様に中深層に偏在した A12-3 は，解析できた塩基配列長が短かっ

たものの，嫌気性細菌と相同性を示した。全水深にわたって存在した A12-2 は，αプ

ロテオバクテリアと相同性を示した。表層に偏在した A12-4 は，シアノバクテリアの

1種である Prochlorococcus marinus の 16S rRNA 遺伝子の配列の一部と 100%の相同性

を示した。 

 

（４）考察 

PCR-DGGE の結果，深度特異的なバンドが観察されたがステーション特異的なバンドは

観察されなかった。また，クラスター解析の結果深度毎にグループ化されたことから，場

所，年変動よりも深度の違いがバクテリア群集に与える影響が大きいことが明らかとなっ

た。 

シークエンス解析によりバンドが由来するバクテリアの分類を行った結果，2002 年度

と 2004 年度ともに表層に特異的に存在し，メジャーであったバンド①と A12-4(図３．６．

２－１)は，ともに，Prochlorococcus marinus であることがわかった。Prochlorococcus

は直径 0.5 から 0.7 µm の植物ピコプランクトンで，緯度 40°S から 40°N の海域の 200 

m 以浅に存在しており，太平洋中央部では，バイオマスの 60%，懸濁態有機炭素の 30%を占

めるといわれている（Chisholm et al.,19886）  Partensky et al., 19997)）。今回の結

果からも，年・場所を問わず，メジャーな細菌として海洋表層に存在することが示され，

過去の知見と一致した。 

深層ほど存在比率が高くなった C12-1 の塩基配列は，green non-sulfur bacteria(緑色
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非硫黄細菌)に属する細菌と相同性を示した。2002 年度分析においても，中深層に偏在す

るバンド（バンド④）が緑色非硫黄細菌と相同性を示したことから，中深層に広く分布し

ていることが示唆された。green non-sulfur bacteria は，分類上は，光合成細菌，ある

いは化学合成従属栄養細菌であり，有機物を分解して酸素非発生型の光合成（炭酸固定）

を行う微生物である。16S rRNA による系統分類では，真性細菌の幹から初期に分岐した最

も古い光合成細菌とされている。好熱菌もこの門に含まれる。酸素非発生型の微生物は，

地表では，例えば，活性汚泥グラニュール中や，成層湖沼の好気層と嫌気層の境界近傍，

温泉マットなど，溶存酸素が少ない環境中に存在することが知られている（R.Y スタニ

エ,19898））。海洋においては，Sargasso 湾の水深 120ｍ地点のクロロフィル濃度ピーク

が緑色非硫黄細菌によるものであることが示されている（Stephen J.G et al,19969））。

また，海底のコアサンプルからも検出されており，中深層部に広く存在する微生物群と予

想された。A12-2, A12-3 は，α-proteobacteria, Bacteroides と相同性を示したが，と

もに，特徴までは，整理できなかった。 

以上のことから，2002 年から 2004 年度の海域調査の結果，微生物の多様度は，場所，

年変動よりも深度の違いが大きく，0-200ｍと 300m 以深で，微生物群集構造が異なること

がわかった。表層では海洋表層で一般的に観察される光合成細菌類が優占化し，中深層で

は従属栄養細菌が存在し，深層部ほど存在比率が高くなる特徴的な微生物として，緑色非

硫黄細菌が挙げられた。今後更に詳細な評価を実施するためには，バクテリアの調査を継

続すると同時に，機能（酵素活性等）との相関について，検討が必要である。 

 

 

－ 323 －



 

表３．６．２－１ バンドが由来するバクテリア(2003) 

??clone FW6486中深層Band 3

化学合成       

従属栄養 ?
green non-

sulfur 

bacteria

green non-sulfur 

bacterium clone 

MBAE 68

91中深層Band 4

酸素非発生型 

光合成従属栄養
alpha 

proteobacteria

Uncultured alpha 

proteobacterium 

CTD1B

100表層Band 2

Cyanobacteria

グループ

 酸素発生型　 

光合成独立栄養

 考えられる　 
代謝系

Prochlorococcus 

marinus 

 最も近い配列

100

相同性

[%]

表層

 観察された
地点

Band 1

バンド
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表３．６．２－２ バンドが由来するバクテリア(2004) 

 

太平洋（水深500m）で採取

αープロテオバ
クテリア

（従属栄養細菌）

Uncultured alpha

proteobacterium

CTD1B

97全層A12-2

強光適応性
海洋に広く分布している。

2002年度分析の①と同等な
配列

Cyanobacteria

（光合成独立栄
養）

Prochlorococcus 

marinus
100表層A12-4

腸内細菌

Delaware Estuaryの沖合

い10km地点で採取
解析DNA長が短く詳細は不明

Bavteroides

(嫌気性かん菌

従属栄養）

Uncultured 

Bacteroides 

bactariumu 

clone1A3

100中深層A12-3

一般には有機物の少ない温
泉に存在。
北極海（水深130m）で採取

緑色非硫黄細菌

（化学合成 従属）

Uncultured

Chloroflexaceae

group bacterium

100中深層C12-1

グループと代謝系 特徴類似配列相同
性

[%]

観察され

た地点
バンド

太平洋（水深500m）で採取

αープロテオバ
クテリア

（従属栄養細菌）

Uncultured alpha

proteobacterium

CTD1B

97全層A12-2

強光適応性
海洋に広く分布している。

2002年度分析の①と同等な
配列

Cyanobacteria

（光合成独立栄
養）

Prochlorococcus 

marinus
100表層A12-4

腸内細菌

Delaware Estuaryの沖合

い10km地点で採取
解析DNA長が短く詳細は不明

Bavteroides

(嫌気性かん菌

従属栄養）

Uncultured 

Bacteroides 

bactariumu 

clone1A3

100中深層A12-3

一般には有機物の少ない温
泉に存在。
北極海（水深130m）で採取

緑色非硫黄細菌

（化学合成 従属）

Uncultured

Chloroflexaceae

group bacterium

100中深層C12-1

グループと代謝系 特徴類似配列相同
性

[%]

観察され

た地点
バンド
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図３．６．２－１ PCR-GDDE 結果 
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A12-4 

 

 

 

 

 

図３．６．２－２ PCR-DGGE 結果（2004 年度） 
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図３．６．２－３ クラスター解析結果（2002-2004） 
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１．塩基配列 

CCAGGGAATTTGGGCAATGGACGAAAGTCTGACCCAGCGACGTCGCGTGG 

GGGATGAAGGCTCTAGGGCTGTAAACCCCTTTTCCGAGGGAAGAGGAAGG 

ACGGTACCTCGGGAATAAGCTCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGT 

AATAT 

 

2. ホモロジー検索結果 

AF355053|AF355053.1 Uncultured Chloroflexaceae group bacterium A...   289  9e-76 

U20798|U20798.1 Unidentified eubacterium clone SAR307, from Sarg...    274  6e-71 

U20797|U20797.1 Unidentified eubacterium clone SAR202, from Sarg...    234  5e-59 

AY627558|AY627558.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-50 16S ...   234  5e-59 

AY627555|AY627555.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-47 16S ...   218  3e-54 

AY627532|AY627532.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-23 16S ...   218  3e-54 

AY627528|AY627528.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-18 16S ...   218  3e-54 

AF434981|AF434981.1 Uncultured sponge symbiont JAWS4 16S ribosom...  210  7e-52 

AY627553|AY627553.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-45 16S ...    206  1e-50 

AY627549|AY627549.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-41 16S ...    206  1e-50 

AY627524|AY627524.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-14 16S ...    206  1e-50 

AY627520|AY627520.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-09 16S ...    206  1e-50 

AJ567543|AJ567543.1 Uncultured green non-sulfur bacterium partia...       202  2e-49 

AJ347074|AJ347074.1 Uncultured bacterium 16S rRNA gene, clone TK...    202  2e-49 

AF507700|AF507700.1 Uncultured soil bacterium clone C083 16S rib...      202  2e-49 

AF128641|AF128641.1 Uncultured soil bacterium C083 16S ribosomal...     202  2e-49 

AJ567614|AJ567614.1 Uncultured green non-sulfur bacterium partia...       194  4e-47 

AJ567611|AJ567611.1 Uncultured green non-sulfur bacterium partia...       194  4e-47 

AJ567610|AJ567610.1 Uncultured green non-sulfur bacterium partia...       194  4e-47 

 

図３．６．２－４ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：C12-1） 
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１．塩基配列 

CTGGGAATCTTGCCAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCGATGCCGCGTGAG 

TGAAGAAGGCCCTTGGGTTGTAAAGCTCTTTCGTCGGGGAAGAAAATGAC 

TGNACCCGAATAANAAGGTCCGGCTAACTTCNTGCCAGCAGCCGCGGTAA 

TAA 

 

2. ホモロジー検索結果  

                                                               Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

AY726957|AY726957.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    266  1e-68 

AY726940|AY726940.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    266  1e-68 

AY726853|AY726853.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    266  1e-68 

AY726852|AY726852.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    266  1e-68 

AY726802|AY726802.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    266  1e-68 

AY664080|AY664080.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-WN...    266  1e-68 

AF245656|AF245656.1 Uncultured alpha proteobacterium NAC60-17 16...    266  1e-68 

AB193883|AB193883.1 Uncultured bacterium gene for 16S rRNA, part...    266  1e-68 

AF469325|AF469325.1 Uncultured alpha proteobacterium 33-PA124B98...    264  5e-68 

U75258|U75258.1 Unidentified alpha proteobacterium clone SAR241 ...    258  3e-66 

U70691|U70691.1 Unidentified alpha proteobacterium OM258 16S rib...    258  3e-66 

AY727012|AY727012.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY726956|AY726956.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY726949|AY726949.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY726922|AY726922.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY726879|AY726879.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY726876|AY726876.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY726860|AY726860.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-ET...    258  3e-66 

AY712504|AY712504.1 Uncultured alpha proteobacterium clone SIMO-...    258  3e-66 

 

図３．６．２－５ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：A12-2） 
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1. 塩基配列 

TGGGACAGGGAACTTGCGCAATGGGCTGNANAATNNTGNCGCAACGCCNC 

CTGNTGGAGGAAGAANNNTTNNGTGTCAANAACTCNTTTTCTGNANGAAN 

AGNGNNGANGGTACTTGANGAATNANCTNCCGNTANCTTCTTGCCANCCN 

CCGNGNTAATTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA 

 

2. ホモロジー検索結果 

                                                                Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

AY332114|AY332114.1 Alpha proteobacterium GWS-BW-H225 16S riboso...     54  1e-04 

AY274867|AY274867.1 Uncultured Bacteroidetes bacterium clone 1A3...     54  1e-04 

AF392676|AF392676.1 Uncultured bacterium clone TCF6 16S ribosoma...     54  1e-04 

BD078535|BD078535.1 Nucleic acids of mucoid colony-forming speci...     52  5e-04 

CR933219|CR933219.1 Uncultured bacterium partial 16S rRNA gene f...     52  5e-04 

AY831469|AY831469.1 Uncultured bacterium clone 2J 16S ribosomal ...     52  5e-04 

AY820691|AY820691.1 Uncultured bacterium clone CCSD_DF1080_B6 16...  52  5e-04 

BX294839|BX294839.1 Uncultured planctomycete partial 16S rRNA ge...     52  5e-04 

BX294822|BX294822.1 Uncultured planctomycete partial 16S rRNA ge...     52  5e-04 

BX294733|BX294733.1 Uncultured planctomycete partial 16S rRNA ge...     52  5e-04 

AY768967|AY768967.1 Uncultured bacterium clone FE2TopBac08 16S r...     52  5e-04 

AY711788|AY711788.1 Uncultured proteobacterium clone SIMO-2422 1...     52  5e-04 

AY711112|AY711112.1 Uncultured bacterium clone SIMO-1746 16S rib...     52  5e-04 

AY663958|AY663958.1 Uncultured proteobacterium clone JL-ECS-D98 ...     52  5e-04 

AY663927|AY663927.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-EC...     52  5e-04 

AY663903|AY663903.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-EC...     52  5e-04 

AY663894|AY663894.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-EC...     52  5e-04 

AY592903|AY592903.1 Uncultured bacterium clone Milano-WF2B-15 16...     52  5e-04 

AY444979|AY444979.1 Uncultured bacterium clone M17 16S ribosomal...     52  5e-04 

図３．６．２－６ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：A12-3） 
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１．塩基配列 

TGGGAATTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGGG 

ACGAAGGCCTCTGGGCTGTAAACCTCTTTTCTCAAGGAAGAAGATATGAC 

GGTACTTGAGGAATAAGCCACGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAA 

TA 

 

2. ホモロジー検索結果 

                                                               Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

AY700634|AY700634.1 Uncultured bacterium clone PDM-OTU4 16S ribo...    289  9e-76 

BX572090|BX572090.1 Prochlorococcus marinus MED4 complete genome...    289  9e-76 

AY664269|AY664269.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-BS-J...    289  9e-76 

AY664211|AY664211.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-ESNP...    289  9e-76 

AY664159|AY664159.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664145|AY664145.1 Uncultured alpha proteobacterium clone JL-WN...    289  9e-76 

AY664140|AY664140.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664135|AY664135.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664134|AY664134.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664133|AY664133.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664127|AY664127.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664115|AY664115.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664113|AY664113.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664107|AY664107.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664106|AY664106.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664105|AY664105.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

AY664099|AY664099.1 Uncultured Prochlorococcus sp. clone JL-WNPG...    289  9e-76 

 

図３．６．２－７ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：A12-4） 
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３．６．３ ベンチックチャンバー実験 

 

（１）目的 

これまで海洋表層の生物群集を対象にメソコスム実験により CO2 の影響について調

査を行ってきた。しかしながら，実際の CO2 放出が想定されているのは中深層である

ため，中深層の生物群集への CO2 の影響を知る必要がある。そこで，ベンチックチャ

ンバーを用いて深層底層生物群集への CO2の影響調査を行った。 

 

（２）方法 

サンプルは本年度深海現場曝露実験（第３章３．６）において得た。 

2002 年度報告書 12)の方法によりサンプルから DNA の抽出を行い，template を 5 ng，

1 回目の DNA 増幅反応を 25 サイクルとして 1.2.2. (2) と同様に DNA 増幅反応，DGGE，

解析を行った。 

 

（３）結果 

CO2曝露前および CO2に 2 週間曝露後のチャンバー内の底質を 3 連でサンプリングし，

深さ方向に分割したのち，供試試料とした。CO2 の濃度は，2000ppm, 5000ppm とした。

曝露前の試料をコントロールとした。 

 PCR-DGGE パターンを図３．６．３－１に示す。PCR-DGGE 結果より，全ての試料に共

通であった C11-1，C11-2 および表層に特異的と考えられた C11-3 についてシーケンス解

析を行った。塩基配列解析および相同性検索の結果を図３．６．３－９～図３．６．３－

１１に示す。相同性検索の結果を表３．６．３－１にまとめる。C11-1 は，乳酸菌

（ Lactococcus lactis）の 16SrRNA の塩基配列の一部と， C11-2 は， Uncultured 

bacteria(green non- sulfur bacteria：緑色非硫黄細菌)と，C11-3 は，Uncultured 

bacteria(高 GC含量グラム陽性菌)と相同性を示した。 

コントロール(曝露前)と曝露後試料の PCR-DGGE 結果，および，多様度のクラスター解

析を行った結果を図３．６．３－２～図３．６．３－７に示す。図３．６．３－８に結果

をまとめた。CO2 5000ppm に曝露した条件では，表層 0-0.5cm の試料のみが，コントロー

ルや曝露深部の試料と系統が異なった。2000ppm に曝露した条件では，明確な差は得られ

なかった。 
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（４）考察 

PCR-DGGE からのバンドパターンのクラスター解析結果より，CO2 5000ppm で 2 週間

曝露した条件で，表層 0-0.5cm の微生物群集構造の系統がコントロールや深部試料と

異なることが示唆された。2000ppm で曝露した条件では，明確な傾向は得られなかっ

た。今年度結果より，海底の底質を 5000ppm 2 週間曝露した条件の微生物群集の変化

を本手法で検出できる可能性が示唆された。 

底質中のメジャーなバンドに由来する微生物は緑色非硫黄細菌（green non-sulfur 

bacteria）や乳酸菌(Lactococcus 属)であった。2003 年度解析結果においても，電気

泳動パターンや解析したバンドは異なるものの，同様な微生物がホモロジー検索で

ピックアップされたことから，これら微生物が底質中に広く存在していることが示唆

された。緑色非硫黄細菌は，深海底の底質コアから検出された報告（David W.Reed et 

al,200210）)があり，底質中の有機物分解，炭素循環に関与すると予想される。乳酸菌

に関しては，海底の泥火山コアに含まれるクローン（DDBJ AY592749）も乳酸菌の

16SrRNA 塩基配列の一部と相同性を示すことから，詳細な知見はないものの，底質中

に存在し，底質中の有機物の分解に関与していることが示唆される。 

分析手法に関しては，ベンチックチャンバーでの PCR-DGGE パターンは，薄いバン

ドが多く，塩基配列解析のためのゲルの切り出しや増幅が海水試料と比較して困難で

あった。また，微生物の種類が多く（薄いバンドの数が多い），泳動後の解析が困難で

あった。泥試料のようにバンドが込み合ったサンプルで，多数の試料の系統を比較す

る等の詳細な検討のためには，電気泳動条件のばらつき低減などの対策や，泳動後の

解析手法の検討などを行う必要がある。 

今年度結果より， 5000ppm 2 週間曝露で，底質表層の微生物多様度が変化することが

示唆されたが，2000ppm 2 週間の条件では，変化を検出できなかった。PCR-DGGE 法では，

対象となる微生物が死滅したり，弱ったりしても，そこに DNA があれば，バンドとして検

出されるため，多様度の変化までは至らなくとも，活性が低下したり，死滅したりしてい

る可能性も否定できない。微生物の種々活性や菌数，多様度等，多角的に観察しながら，

CO2影響評価を実施することにより，より明確な知見が得られると期待される。 

 

（５）今後の展望と課題 

これまでに確立したバクテリア群集解析条件により海域調査，ベンチックチャン

バー実験を解析したところ，海域調査では環境を強く反映していると考えられるバク
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テリア群集構造の結果が得られた。ベンチックチャンバー実験では，5000ppm 2 週間

の CO2 曝露で，底質中の微生物多様度が変化することが示唆された。但し，ある微生

物種が死滅する，あるいは増殖が促進される等，属・種レベルでの評価を行うには至

らなかった。今後は，本解析手法の精度を向上させると同時に，菌数，微生物多様度，

属種レベルでの影響，底質の機能への影響等，CO2 が微生物に与える影響を多角的に評

価が必要である。
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表３．６．３－１ バンドが由来するバクテリア(2004) 
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高GC含量グ

ラム陽性菌

Uncultured 

bacterium 
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99表層C11-3

一般には有機物の少ない

温泉に存在。

南海沖メタンハイドレー

ドの下コアから採取

緑色非硫黄

細菌

（化学合成 従

属栄養　詳細

は不明）

Uncultured 

bacterium 

clone MB-C2-

126

93共通C11-2

乳酸菌

（嫌気醗酵）

グループと

代謝系

腸内細菌（魚等の可能性）

2番目に相同性が高かっ

た微生物は深海の泥火山

から採取された微生物

特徴

Lactococcus 

lactis

類似配列

94

相同性
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共通

地点
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図３．６．３－１ ベンチックチャンバー実験における 

バクテリア 16S rDNA PCR-DGGE 結果（2004 年度） 
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図３．６．３－２ PCR-DGGEおよび類似度比較結果（2004年度） 
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図３．６．３－３ PCR-DGGEおよび類似度比較結果（2004年度） 
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図３．６．３－４ PCR-DGGEおよび類似度比較結果（2004年度） 
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図３．６．３－５ PCR-DGGEおよび類似度比較結果（2004年度） 
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図３．６．３－６ PCR-DGGEおよび類似度比較結果（2004年度） 
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図３．６．３－７ PCR-DGGEおよび類似度比較結果（2004年度） 
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図３．６．３－８ クラスター解析結果（2004 年度） 
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1. 塩基配列 

AGGGAATCTTCGCAATGGACGAAAGTCTGACCNAGCAACGCCGCGTGAGN 

GAAGAAGGNTTTCGGNTNGTAAANCTCTNTTGGTAGNGAAGAACGTTGGT 

GAGAGTGGAAAGCTCATCAAGTGACGGTAACTACCCAGAAAGGGACGGCT 

AACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA 

 

 2. ホモロジー検索結果 

                                                                 Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

X64887|X64887.1 L.lactis ribosomal RNA operon encoding 16S, 5S, ...     289  1e-75 

M58837|M58837.1 Streptococcus lactis 16S ribosomal RNA.             289  1e-75 

M58836|M58836.1 Streptococcus cremoris 16S ribosomal RNA.           289  1e-75 

AY675242|AY675242.1 Lactococcus lactis strain SL3 16S ribosomal ...     289  1e-75 

AY675241|AY675241.1 Lactococcus lactis strain SL1 16S ribosomal ...     289  1e-75 

AY592749|AY592749.1 Uncultured bacterium clone Napoli-4B-10 16S ...    289  1e-75 

AY592742|AY592742.1 Uncultured bacterium clone Napoli-4B-02 16S ...    289  1e-75 

AY537516|AY537516.1 Uncultured bacterium clone mek64f11 16S ribo...    289  1e-75 

AY537509|AY537509.1 Uncultured bacterium clone mek64e10 16S ribo...    289  1e-75 

AY537504|AY537504.1 Uncultured bacterium clone mek64e03 16S ribo...    289  1e-75 

AY537493|AY537493.1 Uncultured bacterium clone mek64c11 16S ribo...    289  1e-75 

AY537477|AY537477.1 Uncultured bacterium clone mek64b05 16S ribo...    289  1e-75 

AY537468|AY537468.1 Uncultured bacterium clone mek63h12 16S ribo...    289  1e-75 

AY537448|AY537448.1 Uncultured bacterium clone mek63f05 16S ribo...    289  1e-75 

AY537407|AY537407.1 Uncultured bacterium clone mek63a06 16S ribo...    289  1e-75 

AY537358|AY537358.1 Uncultured bacterium clone mek62c02 16S ribo...    289  1e-75 

AY537204|AY537204.1 Uncultured bacterium clone mel05d03 16S ribo...    289  1e-75 

図３．６．３－９ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：C11-1） 
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１．塩基配列 

CCAGGGAACTTGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCGACGCCGCGTGNG 

GGATGAAGGCCTTNGGGTTGTAAACCNCTTTTCCNAGGGAAGANNANGGC 

CGGTCCTTNGGGAANAAGCCCCGGCTAANTNCTNNCCACCNNCCNCGGTA 

NTAT 

 

２．ホモロジー検索結果 

                                                                 Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

AY627558|AY627558.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-50 16S .   131  5e-28 

AY627553|AY627553.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-45 16S     131  5e-28 

AY627549|AY627549.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-41 16S ... 131  5e-28 

AY627524|AY627524.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-14 16S ... 131  5e-28 

AY627520|AY627520.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-09 16S ... 131  5e-28 

AY592788|AY592788.1 Uncultured bacterium clone Napoli-4B-74 16S ... 129  2e-27 

AY093479|AY093479.1 Uncultured bacterium clone MB-C2-126 16S rib... 129  2e-27 

AF027097|AF027097.1 Candidate division OP2 clone OPB25 16S ribos... 125  3e-26 

AX814216|AX814216.1 Sequence 95 from Patent WO03064695.             123  1e-25 

AX814215|AX814215.1 Sequence 94 from Patent WO03064695.             123  1e-25 

AY627555|AY627555.1 Uncultured bacterium clone Urania-1B-47 16S ... 123  1e-25 

AY356382|AY356382.1 Uncultured eubacterium N4-2 16S ribosomal RN... 123  1e-25 

AY356381|AY356381.1 Uncultured eubacterium N6-3 16S ribosomal RN... 123  1e-25 

AY356380|AY356380.1 Uncultured eubacterium N5-12 16S ribosomal R... 123  1e-25 

AY356378|AY356378.1 Uncultured eubacterium N3-32 16S ribosomal R... 123  1e-25 

AY356376|AY356376.1 Uncultured eubacterium N5-15 16S ribosomal R... 123  1e-25 

AJ567560|AJ567560.1 Uncultured green non-sulfur bacterium partia... 123  1e-25 

図３．６．３－１０ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：C11-2） 
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1. 塩基配列 

CCAGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCGACACCGCGTG 

CGGGATGACGGCCTTAGGGTTGTAAACCGCTTTCGGGAGGGAAGAAAATG 

ACGGTACCTCCTAAAGAAGCTCCGGCCAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGT 

AATA 

２．ホモロジー検索結果 

                                                                 Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

AY354150|AY354150.1 Uncultured bacterium clone pIR3BD05 16S ribo...    303  6e-80 

AF419678|AF419678.1 Uncultured bacterium a2b024 16S ribosomal RN...    287  4e-75 

AY592380|AY592380.1 Uncultured bacterium clone Amsterdam-2B-20 1...    280  9e-73 

AY592309|AY592309.1 Uncultured bacterium clone Amsterdam-1B-02 1...    280  9e-73 

AF154093|AF154093.1 Uncultured hydrocarbon seep bacterium BPC063...    280  9e-73 

AB015539|AB015539.1 Unidentified actinomycete 16S rRNA gene, str...     280  9e-73 

AB015267|AB015267.1 Unidentified bacterium gene for 16S ribosoma...     280  9e-73 

AJ241006|AJ241006.1 uncultured High G+C Gram-positive bacterium ...     276  1e-71 

AY592145|AY592145.1 Uncultured bacterium clone Kazan-2B-21/BC19-...   272  2e-70 

AJ224541|AJ224541.1 Unclassified bacterial species 16S rRNA gene...       264  5e-68 

AB099997|AB099997.1 Uncultured bacterium gene for 16S rRNA, part...      256  1e-65 

AF365673|AF365673.1 Uncultured bacterium clone BM89DS6BC1 16S ri...    254  5e-65 

AF365650|AF365650.1 Uncultured bacterium clone BM89DS6BF12 16S r...    254  5e-65 

AY592168|AY592168.1 Uncultured bacterium clone Kazan-2B-47/BC19-...    252  2e-64 

AY592166|AY592166.1 Uncultured bacterium clone Kazan-2B-45/BC19-...    252  2e-64 

AY592622|AY592622.1 Uncultured bacterium clone Napoli-1B-67 16S ...      244  5e-62 

 

 

図３．６．３－１１ 塩基配列と相同性検索結果 

（2004 年度：C11-３） 
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第４章 まとめと考察 

 

４．１ 海洋観測  

 

４．１．１ 海洋観測  

 海洋環境は定常状態にあるわけではなく、ダイナミックに変動することから、継続

的な調査が求められる。隔離想定海域のベースライン情報を得るために、平成 14 年

度より実施してきたが、2003 年は他の 2 年に比べて水温、塩分分布に違いがあり、そ

の変化は水深 1000m に及んだ。また、栄養塩にも表面や 1000m 付近の中深層にも差

がみられるなど、経年的な変動は表層だけでなく中層あるいは深層上部にも生じるこ

とがわかった。  

 CO2 を隔離した場合の影響評価においては、CO2 濃度の増加が環境に有意な変動を

与えるかどうかが重要となる。このためには、現状の海洋環境の変動幅を知ることは

重要である。  

 

４．１．２ 生物現存量 

 2002 年より続けてきた生物現存量の調査結果について、季節的および経年的な比較

を実施した。夏季に調査を実施した 2003 年と 2004 年の比較では、2003 年のクロロ

フィルａ量が 2004 年より多く、また POC 量も同様に 2003 年のほうが多かった。プ

ランクトンの組成では微小サイズのものが優占する亜熱帯海域の特徴が確認されたが、

優占分類群の組成には 2 年間の調査で違いがみられた。特に、2003 年は表層に窒素固

定を行うトリコデスミウム類のブルームがみられることが特徴的であった。また、2

年間の沈降フラックスの季節変動と生物相の変化を比較することにより、表層生態系

が深層生態系に影響を与えることを疑わせる結果も得られた。中深層のプランクトン

相では、微小な HMF や渦鞭毛虫類が多いが 2 年間の調査でそれらの優占度が逆転す

る傾向がみられた。マイクロネクトンの現存量もフラックスの小さい 2002 年冬季に

は少なく、深層生態系が表層の環境に影響をうけることを疑わせる結果を得た。  

 空間的に広い範囲をモニタリングできる手法として音響計測手法の適用性を本調査

で検討した。使用した計量魚探の設置方法に限界があったため、明瞭な限界深度を求

めるにはいたらなかったが、マイクロネクトンの検出の可能性を示すことができた。

ただし、亜熱帯海域では生息密度が小さい、かつ分布特性の情報が少ない、より深い

層を検出するための技術が必要など、今後の課題も多い。  

 

４．１．３ 食物連鎖 

 昨年度に引き続き、隔離想定海域および塩釜沖の試料を解析を行った。今年度は、
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これらに加えて、隔離想定海域の亜熱帯海域の比較として相模湾における試料採集を

実施した。  

 安定同位体比の解析から、隔離想定海域においてはカイアシ類における複数段階の

食物段階が、さらにカイアシ類と端脚類の双方からアミ類・オキアミ類・十脚類・雑

食性魚類を通じて、肉食性魚類にいたる食物網が推定された。また、ウミノミ類や寄

生性のカイアシ類など、上記の食物連鎖網とは別の流れがあることが推定された。こ

れら生物の食物の起点を明らかにするために、さまざまな海域における粒子状物質の

安定同位体比の解析を進めてきたが、いずれの海域においてもδ
15
N比が雑食性カイ

アシ類の比よりも大きく、粒子状物質中の有機物すべてがカイアシ類の餌とな

っているのではないことがわかった。  

 

４．１．４ 生態系モデル 

 亜熱帯海域の現況再現に引き続き、比較対照として亜寒帯海域の現況再現を実施し

た。さらに、これまで年平均値として与えてきた沈降フラックスに季節変動を加え、

より現実に近い条件下で計算をおこなった。その結果、亜熱帯海域ではマイクロバイ

アルループが優占する特徴を、亜寒帯海域ではマイクロバイアルループだけでなく高

次消費者への物質の流れも大きい特徴を、それぞれ再現することができた。今年度の

大きな成果としては、深海の生態系の現存量および物質の流れは、上層からの沈降フ

ラックスの大きさにより決定されるということが明らかとなったことである。  

 また、季節変動の導入により、鉛直的な、あるいは生態系内で生じる影響の時間的

なズレが明らかとなってきた。上層で生じた影響が下層の高次消費者に与えるには亜

熱帯海域では 260 日の時間がかかることがわかった。  

 

４．２ 生物影響研究 

 

４．２．１ プランクトン急性致死実験および海洋懸濁物質への影響 

 プランクトンの急性致死モデルの高度化を図るために、CO2 の濃度が変化する非定

常曝露実験を実施した。この結果、カイアシ類は CO2 濃度が変化した場合、変化前に

曝露されていた濃度に依存することなく、曝露された濃度に対する反応を示した。こ

のことはカイアシ類については魚類で認められた馴化を考慮する必要はないことを示

している。カイアシ類については、これまで開発を行ってきた急性致死モデルでシミ

ュレーションできることが明らかとなった。  

 海洋中の懸濁物質は、バクテリアや従属栄養微小べん毛虫などの微小生物にとって

生息場所として、かつ周囲の微生物もふくめて有機物の供給元として重要である。懸

濁物質の凝集作用は、周囲の pH 環境により影響を受けることが予想されることから、
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海洋中の懸濁物質への影響の検討を開始した。海洋からの懸濁物質の回収方法につい

てポリカーボネート膜が適しており、懸濁物質の凝集に対して pH の影響が疑われる

予備的な結果を得ることができた。  

 

４．２．２ 魚類急性実験 

 これまで蓄積してきた魚類への CO2 の急性影響を深海条件に外挿するためには、水

温と圧力が重要な要因と考えられる。今年度は、カサゴおよびヒラメを用いて CO2 に

よる急性致死に与える水温の影響を検討した。しかし、水温の違いによる明瞭な致死

反応の傾向がみられず、さらに検討を要する。  

 魚類は CO2 の変化に対して馴化が認められているが、これは生理的な機能が高度に

発達しているためと考えられる。魚類についても、致死影響に対する CO2 濃度を変化

させた非定常曝露実験を実施した。CO2 濃度の変化のパターンにより死亡率が異なり、

魚類については酸塩基緩衝能の機能が大きく関与していることが明らかとなった。ま

た、CO2曝露後に通常海水に戻したところ急激な死亡が認められ、CO2 分圧の急激な

低下によるアルカリ血症が生じることによると予想された。  

 

４．２．３ 魚類生理実験 

 深海より採集した深海魚について、高 CO2 環境に対する酸塩基平衡調節に関与する

と考えられる鰓および鰓塩類細胞の形態学的観察を実施した。深海魚のヨコエソは塩

類細胞の開口部面積、断面積および密度が大きく、イオン輸送能が大きいと予想され

た。塩類細胞密度の高いヒラメは密度の低いブリに比べて CO2耐性が高いことがわか

っているため、上記のような密度の違いが深海魚において CO2耐性に反映される可能

性が示唆された。 また、鰓表面積は活動度の低いヒラメで小さいことから、深海魚

についても鰓表面積の測定から活動度を予想して CO2 耐性を解明できる可能性が示

唆された。  

 深海性魚類のザラビクニンと低水温性イシガレイを用いて、高 CO2 における耐性を

検討した。深海性魚類については供試数が少なく、今後の試験継続が必要と考えられ

た。イシガレイに関しては、低水温では生理的な緩衝能が低いことが示唆された。ザ

ラビクニンについては、CO2曝露を行った個体の塩類細胞の観察を行った。供試数が

少ないため、明らかな結果を得るにはいたらなかったが、塩類細胞の開口部面積が CO2

の曝露により増加した可能性が示唆された。  

 

４．２．４ 急性致死モデル 

 非定常曝露実験を検証材料として急性致死モデル開発を実施した。非定常曝露実験

をシミュレートしたところ、検証実験の変化をおおむね一致したことから、カイアシ
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類については開発した急性致死モデルは適用できると判断した。  

 魚類については、生理的な機能の導入が求められたことから、いくつかの生理機能

を組み込んだ非定常モデルを開発した。魚類における非定常実験を用いてシミュレー

トしたところ、ズレが生じる部分も散見され、今後の調整が必要と考えられた。  

 

４．２．５ 深海現場曝露実験 

 これまでの研究から、高濃度 CO2曝露による底生生物群集への影響過程をが推定し

てきた。本年度は、海洋隔離における初期希釈濃度（約 2000ppm）を実験区に設定し

て、深海現場曝露実験を実施した。ベンチックチャンバーの一部動作不良から、対照

区のデータを得ることができなかった。曝露区である 2000ppm と 5000ppm の比較か

らは、両者の曝露区間では 10-30μm のナノベントスで後者が少ないほかは、曝露区

の間では有意な差は認められなかった。しかし、2000ppm の呼吸活性は曝露期間を通

じて常に一定であったことから、2000ppm 区の CO2 の影響は 5000ppm 区に比べて軽

微であると考えられた。  

 

４．２．６ 微生物多様性 

 PCR-DGGE 法による現場海洋の解析から、海域間や経年間の差は小さく、むしろ

深度方向の違いが大きいことが明らかとなった。深度方向の微生物多様性に関しては

深度特異的なバンドが観察され、特に中深層で偏在したバンドは緑色非硫黄細菌との

相同性が高かった。  

 深海現場曝露実験における微生物群集の変化を PCR-DGGE 法で解析した。CO2 濃

度 5000ppm で曝露した場合、底泥表層 0-0.5cm 層の微生物相は、初期条件の底泥や

0.5cm 以深の試料の微生物相と異なることが示唆された。2000ppm で曝露した場合に

は、明確な傾向は認められなかった。以上のように、CO2 により影響を受けた場合に

は、微生物相の変化を PCR-DGGE 法により検出しうる可能性が示唆された。  

 



第５章 今後の課題 

 

CO2の海洋隔離は海洋の機能を利用した技術であり、環境影響を評価する技術の開

発を並行して進めることが必要である。本研究における環境影響評価の難しい点は、

利用しようとする環境の場が深海であり、情報の蓄積が少ないことである。このため

に、隔離想定海域を設定して生態系の記述を行い、環境影響を受けうる対象の構造と

機能の解明を図ってきた。  

3 年間の海洋調査において、物理化学的構造の変動と生物群集構造の変動が確認さ

れた。この変動は表層で大きかったが、沈降フラックスの変化と生物相の変化パター

ンの比較から、深層の生物群集構造は表層、中層など上層の状態に依存している可能

性が考えられ、今後は表層から深層にいたる物質の輸送過程をさらに考慮した調査が

必要と考えられた。また、安定同位体比の解析から、低次消費者から高次消費者に至

る食物連鎖網について、いくつかの流れが推定できるまでになってきた。この結果、

現在の生態系モデルの基礎構造の変更を検討する可能性もでてきた。今後は、それぞ

れの種の食性情報と比較しながら詳細な解析を進める必要がある。  

生態系モデルにおいては、沈降フラックスの大きさによって深層の生態系の特性が

決定されることが示された。すなわち、相対的に沈降フラックスの小さい亜熱帯海域

はマイクロバイアルループが優占する構造をもち、沈降フラックスの大きな亜寒帯海

域は亜熱帯よりも高次消費者へのエネルギーの流れがより大きくなることが示された。

生態系モデルでは、生物現存量や食物連鎖網の解析から明らかになってきたエネルギ

ーの流れ、あるいはセジメントトラップ実験による沈降フラックスの季節変化をより

忠実に反映することが今後重要となる。  

一方、放出された CO2の影響を評価する必要があるが、本研究では時空間スケール

の観点から大きく 2 つに分けて実施してきた。  

ひとつは、放出直後における液体 CO2の初期希釈における影響である。初期希釈の

時間スケールは２－３日以内と想定されるため、生物実験では急性致死影響を中心に

実験を行い、この結果をもとに急性致死影響モデルの開発を行ってきた。海洋でもっ

とも優占する生物群であるカイアシ類については、CO2濃度が変化する非定常状態に

おける検証も行い、急性致死影響モデルの高度化をほぼ達成することができた。しか

し、生理機能が高度に発達している魚類に関しては、モデル化におけるブラックボッ

クスの面も多く、魚類死亡率モデルについてはいくつかのパラメーターについて明ら

かにする必要があろう。魚類の非定常曝露実験では CO2濃度の増加に対する馴致効果

が明白に確認されたことから、今後は高濃度 CO2の希釈時に伴う馴致の効果を検討す

る必要がある。  

深海環境への外挿を検討するために必要な要因は水温と圧力と考えられている。こ
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のうち、深海魚の飼育においてもっとも生理的に重要なものは水温とされており、本

プロジェクトでは温度に対する検討を優先事項として検討してきた。沿岸性魚類を用

いた致死影響に対する温度の効果については、水温の変化に対応する致死作用の傾向

を明確には把握できておらず、今後魚種、実験条件を検討しながら継続する必要があ

る。さらに、深海性魚類の入手が可能となってきたため、深海性魚類に対する生理実

験を開始した。深海魚の入手時の状態が一定でない、あるいは個体数が少ないために、

まだ明確な結果を得るにいたっていない。しかし、塩類細胞の観察からは塩類細胞の

開口部面積、断面積、分布密度が指標となりうる可能性が示唆された。さらに CO2に

よる生理実験を続けることにより、深海魚における塩類細胞の組織学的形態から CO2

に対する耐性を評価できるかどうかを見極める必要がある。  

さらに、海洋調査からも明らかになったように海洋中の生物分類群は、カイアシ類

や魚類だけでなく、バクテリアや微小べん毛虫、クラゲ類などまだいろいろな分類群

が存在する。将来的には、他の分類群についても CO2 影響を検討することが求められ

る。  

もうひとつの影響のスケールは初期希釈後の CO2 濃度における長期間の影響であ

る。この影響には、種の問題としては世代間影響、すなわち再生産への影響が含まれ

る。また、群集への影響も挙げられる。再生産に関しては、フェーズ 1 においてシロ

ギスにおける長期曝露実験を実施したが、有意な影響は認められなかった。その後は、

急性致死モデルの開発を優先事項としたために、長期実験は実施されていない。カイ

アシ類については、CO2濃度が高いと抱卵数が減少することが知られており、情報の

収集や世代間曝露の実験等も必要となる。  

群集への影響に対して、深海の底生生物群集をモデルとしてベンチックチャンバー

を用いた実験を行ってきた。いくつかの実験パターンの結果から、底生生物群集への

高 CO2 の影響の過程を推定することができた。今年度実施した初期希釈濃度に対応す

る 2000ppm における曝露実験では CO2の影響は軽微であったが、対照区が欠如して

おり、確認実験が求められる。また、これまでの実験の生物同定は綱レベルに過ぎず、

種への影響を考えると、より詳細な分類同定が求められる。しかし、太平洋海域は進

化学的に古いために生物多様性が高く、詳細な同定分析を実施することは難しい。こ

のため、比較的種組成の単純な大西洋海域などを対象としてベンチックチャンバー実

験を行い、同定する分類レベルをできるだけ細かくする努力が求められる。  

さらに、海洋調査や生態系モデルの開発から明らかになってきたように、深海生態

系にとって沈降フラックスの量や性状が重要と考えられる。また、沈降フラックスを

形成する粒子状物質は、バクテリアや微小生物の生息場所あるいは有機物の供給元と

して非常に重要と考えられる。この沈降フラックスの一部をマリンスノーなどが担っ

ているが、これらは周囲の pH の変化により凝集過程が影響を受ける可能性がある。
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このような懸濁物質・沈降物質の変化は微生物の生息場所、基質供給量の変化をもた

らす可能性があるため、今後懸濁物質への CO2の影響を検討する必要があろう。  

CO2の海洋隔離の影響評価を行うに際して、環境影響評価の結果を判断する基準を

どこにおくかが重要となる。大きく分けると、ひとつは種の絶滅を問題とする見方、

もうひとつは生態系の機能維持に重心をおく見方である。IEA において過去に実施さ

れた科学者会議で提示された「生物影響に対する科学者の提言」は両方の観点を含ん

だものである。しかし、これらの提言はまだ CO2影響の情報が乏しい段階でのもので

あり、当時と比べてかなり多くの情報が蓄積される本フェーズの終了時点では、海洋

隔離の環境影響評価を判断する基準について、再度議論することが必要と考えられる。 
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第Ⅳ編 CO2 希釈技術の開発 

 

第１章 研究課題と目標 

 

１．１ はじめに  

 

CO2 海洋隔離に伴う生物影響の安全性について一般社会と対話するためには、無影

響濃度まで CO2 を希釈することが可能であることが示すことが要求される。但し、対

象生物の選択と、何を持って無影響とするかの線引きは極めて難しい。そこで例えば、

生態系全体を対象とするのではなく、CO2 濃度上昇に対し弱いと思われる生物を対象

とし、また、対象海域近傍での海水中の pCO2 の場所による差異（ゆらぎ）程度に希

釈できれば、それを持って無影響と考えることもできよう。これまでの環境影響評価

のための調査によれば、CO2 に弱い生物はカイアシ類とされている。また、実海域の

CO2 濃度のゆらぎは観測によると約 200μatm であり、これを CO2 の注入による濃度

上昇の許容値の一応の目安とすることができる。これは約 60 万倍希釈に相当する。本

プロジェクト（Phase 2）のスタート時に、技術的な希釈目標値として 6 万倍が与えら

れており、これに海洋の持つ自然拡散能力でさらに 10 倍をかせぐことができれば、一

般社会への説明が容易となると考えられる。あるいは技術的に可能であれば、20 万

倍・30 万倍という、現在希釈技術に期待されている目標値（6 万倍）を超えた「超目

標」も可能となるかもしれない。但し、これらの数字はあくまで平均的な意味におけ

るものであり、小さなスケールや放出直後の早い段階においては、局所的に濃度の濃

淡は存在する。これを取り扱うには、小スケールの海洋乱流を考慮することになり、

数値モデルの守備範囲である。また、技術的に希釈した後に期待する海洋の持つ渦拡

散の規模を見積もる必要もあり、これはメソスケールから大スケールのモデルの守備

範囲となる。従って、希釈技術全体の開発目標は、平均的な意味の 6 万倍希釈を可能

とする技術の開発であり、時空間に小スケール、あるいは大スケールの挙動はモデル

が対応する。  

一方、Moving Ship 方式では、船体自身よりも抵抗の大きな、長さ 2000～3000 m の

CO2 送り込みのパイプを曳航する。この際の船舶の航行の安全確保も重要な課題であ

る。船体運動は表層の海面波に大きく影響されるが、深海にまで及ぶ長さ 3000 m の

パイプは単純には船体運動に追従しない。パイプと船体はフレキシブルジョイントで

結合されることになっているが、パイプと船体に、そのジョイント部の可動範囲以上

の相対運動（特にヒーブ）がないよう、十分気をつけた設計が必要となる。さらに予

測が難しい問題として、VIV（Vortex- induced Vibration）がある。直径 0.3 m 程度のパ
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イプを船速 2 knot (1.029 m/s)で曳航すると、レイノルズ数は約 5
103× であり、パイプ

から乱流化したカルマン渦が後流に放出される。この放出周波数がパイプの固有振動

数と近いとき、パイプは VIV を起こし、ジョイント部やパイプ本体の疲労破壊につな

がる危惧や、パイプ上部の船体の安全航行を脅かす恐れがある。特に 3000 m もの長

大パイプでは長さ方向に異なる固有振動数が多数存在する。従って固有振動数を考慮

したパイプの設計（材質・肉厚等）のため、VIV の予測解析を事前に行う必要がある。  

さて、本プロジェクト（Phase 2）のスタート時の計画では、17 年度あるいは 18 年

度に少量 CO2 のパイプ送り込み放出海洋実験が計画されていたが、諸般の事情により

延期の可能性が大きくなった。海洋送り込み実験ができれば、希釈技術として以下の

開発技術の検証が一気通貫で可能となるはずであった。  

 

①  パイプ曳航の可否  

パイプ抵抗・傾斜、VIV の確認⇔シミュレーション予測・検証  

②  パイプ送り込みの可否  

 ハイドレートによる閉塞のないパイプ内置換プロセスの確立  

③  パイプ送り込み放出後の液滴生成の確認  

 ノズルおよび希釈促進装置の性能確認、液滴径分布の計測  

④  液滴挙動およびカーテン状プルームの確認  

 溶解上昇距離・プルーム幅の計測→初期希釈率の確認  

 SSBL 観測技術の確立、近傍の pH or pCO2 の観測技術確立→モデルの検証  

⑤  海洋乱流によるカーテン状プルームの拡散の計測  

 小領域拡散モデルの検証、生物に対する急性影響予測  

 

しかし、これができないとなると、開発した技術の検証のために何らかの代替案が

必要となる。考えられる案を以下に示す。  

 

①’ブラジルペトロブラス社とのパイプ曳航共同実験  

予測シミュレーション法の検証→実際の放出実験条件で予測  

②’パイプ送り込み（放出なし）海洋実験  

③’大型高圧水槽（サンアントニオ）でのノズル放出実験（済）  

希釈促進装置の効果の確認は不可  

④’沖縄トラフ自然流出 CO2 の液滴追跡および周辺場観測  

液滴径観測技術の確認のみ、初期希釈率の確認は不可  

pH or pCO2 観測技術の確認  

乱流計測による小領域拡散モデルの検証  

⑤’染料実験  

SSBL 観測技術の確認  

 

－ 358 －



そこで 17 年度あるいは 18 年度には海洋送り込み実験ができない可能性が大である

として、16 年度は、タイミングや費用対効果の観点から、当初予定されていた染料観

測技術の検証実験ではなく、沖縄トラフ自然流出 CO2 の液滴追跡および周辺場観測を

することにした。  

 モデルの検証のためには、液滴上昇速度および溶解速度（時間毎のサイズ計測）、pH

の空間分布、またモデル計算の source 項の設定のため、自然放出ポイントの位置とそ

の流量（平均的なものでもよい）が必要となる。海洋での観測は、天候・海象に左右

されるため、上記の順を優先順とした。  

 

１．２ 平成１６年度の研究計画  

 

 以上を踏まえて１６年度の研究計画と目標は以下のように整理される。 

 

課題 目標 担当機関 

希釈促進技術 ①数値シミュレーション法を開発し、希釈率を予測する。 東工大 

②傾斜円柱の抵抗を測定する。 長崎分室 

③傾斜円柱まわりの流れを可視化する。 東工大 

④傾斜円柱の強制振動実験により VIV 挙動を予測する。 長崎分室 

東大 

曳航パイプ技

術 

⑤数値構造・流体解析による VIV 予測法を開発する。 東大 

送り込み技術 ⑥パイプ内ガス置換法を開発する。 長崎分室 

産総研 

⑦沖縄トラフにて CO2 液滴の上昇・溶解過程を観測する。 電中研 希釈観測技術

開発 ⑧沖縄トラフにて pH 鉛直分布を観測する。 電中研 

⑨沖縄トラフ実験結果により CO2 液滴の上昇・溶解モデル

を検証する。 

産総研 

⑩小スケール海洋乱流の数値再現法を開発する。 東大 

⑪メソスケール海洋拡散モデルを開発する。 産総研 

希釈挙動予測

技術 

⑫大スケール海洋拡散モデル－粒子追跡法を開発する。 RITE 
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第２章 曳航パイプ技術開発 

 

２．１ 希釈の数値シミュレーション  

 

２．１．１ 目的  

CO2 を海洋に隔離する場合に、pH 低下と
2

pCO 増加による海洋生物の影響は、移動す

る船舶よりけん垂したパイプより CO2 液滴を放出することにより大幅に低減すること

が可能となる。この方法はパイプの先端は、海の深さ 1500 - 2000 m に設定し、液滴

が浮力により上昇する過程で海水に溶解させる。海水に溶解した CO2 は、船が、すな

わちパイプの放出口が、移動することにより希釈される効果に加えて、CO2 液滴が溶解

に要する鉛直距離により希釈される。CO2 液滴を放出するのを、船の幅方向に多数のノ

ズルを配置することにより、さらに希釈することが可能となる。Sato は
2

pCO∆ が

1000 atmµ 以下であると生物影響は大幅に低減できるとしている (1)。しかし、船を 6 ノ

ット、3m/s で走らせ、10ｍの幅のノズルアレイで 100kg/s の CO2 を放出すると溶解

した海洋中の 1000 atmµ 以上の
2

pCO∆  は 56% になる。ゆえに、上記の方法に加えて、

更に希釈を促進する方法を開発することが望まれている。 

移動する船舶を利用する CO2 海洋隔離法に、さらに希釈を促進する方法を提案する。

ノズルから放出され上昇する過程にある CO2 液滴は、ノズルの上部の設置された物体

の後流により誘起される乱れにより、船の幅方向にさらにその幅が広げられ、希釈さ

れることを示す。物体として円柱を設置し、計測された円柱後流との流動と乱れの計

測データをこの評価をする計算に用いた。このデータを用いて、CO2 液滴が海水と乱流

混合する過程を計算した。 pH の低下 ( )pH∆  と
2

pCO の増加
2

( )pCO∆ が定量的に計算

され、
2

pCO∆ が 1000 atmµ より大きいのが 10.2%に大幅に減少することを示す。 

 

２．１．２ CO2 希釈促進法とその計算手法 

 

移動船舶による CO2 希釈を促進する方法について述べる。もともと移動船舶による

方法は、(1)CO2 液滴を放出する場所が船の移動に伴い移動することと、(2)放出する

CO2 液滴径を制御することにより大きな鉛直方向の溶解距離が得られることに加えて、

(3)船の幅方向に多数のノズルを配置することにより CO2 を薄く溶解させることが出

来る。これに加えて、ノズルアレイの上部に複数の物体を配置し、上昇する CO2 液滴

を物体後流の乱流により船の幅方向に広く分散されることを提案する。このことを図

2.1.2-１に示す。ここで円柱を物体として用いるのは、その物体の単純さにより、流

動と乱れが良く分かっているからである。ノズルアレイから放出された CO2 液滴は上

方に移動し、図中の A－1 と A－2 により誘起される乱れにより船の幅方向に広げられ



る。CO2液滴の上昇速度は 10cm/s程度で船の進行速度 3m/sに比べて十分に小さいため、

円柱後流に出会った CO2 液滴と円柱の距離は急速に大きくなるため、後流の乱れは急

速に小さくなる。これゆえ、B－1 と B－2 の円柱が A－1 と A－2 の円柱より下流でか

つ上部に配置され、B－1 と B－2 の効果により希釈が促進される。このように物体を

次々と配置することにより CO2 液滴と海水の乱流混合が促進される。この定量的な評

価を数値計算により示す。 

 

円柱の移動速度と直径によりあらわされるレイノルズ数は、約 350,000 を超えると

円柱の抵抗係数が急激に減少することが知られている。レイノルズ数(Re)は式

2.1.2-(1)により定義される。  

ship cyl

sea

U d
Re

ν

=          2.1.2-(1) 

ここで計算は円柱の移動速度 3 / ,shipU m s= を、直径 0.2cyld m= ,を採用した。これによ

りレイノルズ数を臨界レイノルズ数以下にし、円柱の抵抗が急減する手前の Re 数にし

て乱れを大きくした。 

 

CO2 液滴が上昇する過程で溶解する計算法は、以下のものを用いた。CO2 液滴はハ

イドレード膜でおおわれ、このハイドレード膜でおおわれた CO2 液滴の溶解は、文献

(2)に基づいて計算した。 

CO2 液滴が円柱後流の乱流渦の中で分散する現象については、以下の方法で計算し

た。CO2 液滴の数密度 C と速度場は、CO2 液滴の溶解とカップリングして計算した。

後流域での計算は時間平均した質量、運動量および CO2 液滴の数密度の保存式に境界

層近似を行った以下の基礎式を用いた。  

0
U V

x y
ρ
⎛ ⎞∂ ∂

+ =⎜ ⎟
∂ ∂⎝ ⎠

             2.1.2-（2） 

( )
U U p

U V uv
x y x y

ρ ρ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

+ = − −⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

        2.1.2-（3） 

C C
U V vc

x y y
ρ ρ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

+ = −⎜ ⎟
∂ ∂ ∂⎝ ⎠

                   2.1.2-(4) 

 ここで ,x y  はそれぞれ主流および主流と直角方向(船の幅方向)座標、 ,U V 及び

,u vはそれぞれ時間平均速度と移動速度の ,x y  方向成分である。ρ は流体の密度、pは

圧力である。 ( )  は時間平均を表している。変動の相関は k ε−  二方程式モデル (3)を

用いた。k ε−  二方程式モデルは乱れエネルギー k  とその消散速度 ε  を以下の方程式

を用いて求めた。 
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2
2

0.5

2
T

T

k

k k k U k
U V

x y y y y y

µ
ρ µ µ ρε µ

σ

⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + − − ⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠

            2.1.2-(5) 

22
2 2

2

1 2
2 0

T T

T

CU U
U V C

x y y y k y k y

ε

ε

ε

ρεµ µµε ε ε ε
ρ µ µ

σ ρ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + − + ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
 2.1.2-(6) 

 

乱流粘性
t

µ は次式で求めた。  

2
/

t
C f k

µ µ
µ ρ ε=                          2.1.2-(7) 

ここで 

( ){ }exp 2.5 / 1 / 50
t

f R
µ
= − +                            2.1.2-(8) 

である。 

上式中の定数は文献(3)によるもの、すなわち 0.09C
µ
= , 

1
1.45C

ε
= , 

2
1.95C

ε
= , 

1.0
k

σ = , 1.3σ
∈
= を用いた。 uvρ と vcρ は、乱流粘性を用いて次式でモデル化される。 

t

U
uv

y
ρ µ

∂
− =

∂
                   2.1.2-(9) 

t

C
vc

y
ρ µ

∂
− =

∂
                    2.1.2-(10) 

, ,U k ε は円柱中心から直径の 1.5 倍下流の断面で測定値を用いて与えた。また、ノ

ズル放出域での CO2 液滴の数密度 C は CO2 放出流量、ノズルアレイ幅、船の移動速度、

放出径より与えた。 

 

100 kg/s の液体 CO2 を移動船舶のパイプから放出し、ノズルが 1500m の深さの場

合について計算した。船の移動速度は 6 ノット(3.09m/s)とし、ノズルは複数のノズル

が 10m の幅に設定してある場合を対象として、溶解した CO2 は、 ( )3
HCO

−  と ( )2

3
CO

− に

反応してより変化し、 ( )H
+ の生成と pH と

2
pCO を下記の反応式で計算した。 

2 2 2 3
CO H O H CO+ ↔                         2.1.2-(11) 

2 3 3
H CO H HCO

+ −

↔ +                                               2.1.2-(12) 

2

3 3
HCO H CO

− + −

↔ +                     2.1.2-(13) 

 

２．１．３ 結果と考察  

 

図 2.1.3-1 に
2

pCO∆ の船の移動方向に垂直な二次元断面(図 2.1.2-1 の破線で囲まれ

た領域)での分布を示す。1500m の深さに放出された 1.5ｃｍの CO2 液滴は、842m 移動
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して溶解して消滅する。円柱を用いて希釈する場合は、直径 0.2m で長さ 2.5m の船の

幅方向に設置された 6 つのシリンダーが 20 セット置かれた場合を対象にした。円柱の

後流域によって薄くなる領域は、図中に “dilution zone” として記されている。ノ

ズルアレイの幅方向の中心を通る鉛直線にそって対象であるため、図 2.1.2-1 に示さ

れている破線の領域が示されている。すなわち“5m”は、ノズルアレイの半分の幅と

なる、希釈のない場合は、CO2 液滴はまっすぐ上方に移動するとし、その結果、
2

pCO∆

は帯状の分布となる。
2

pCO∆ が深度の大きい領域で大きいのは CO2 液滴が大きいこと

により CO2 溶解量が大きいことによっている。希釈のある場合、CO2 液滴が後流の乱

れにより船の幅方向に広く分散した分布となり、希釈の効果が大きいことがわかる。

pH∆ の２次元分布を図 2.1.3-2 に示す。海水の酸性化も本希釈促進法により大幅に低

減されていることが分かる。Sato (1)は、爆露時間と
2

pCO∆ の関数として生物影響を示

しており、図 2.1.3-3,図 2.1.3-4 は
2

pCO∆ の累積分布関数として示している。
2

pCO∆ が

1000 atmµ より大きい場合をとると、希釈のない場合が 56.1％であるのに対して、希釈

のある場合が 10.2％と大幅に減少することが示されている。500 atmµ を基準にとると、

84.0％から 43.2％に減少する。  

 

２．１．４ 今後の課題 

 

CO2 海洋隔離で最も薄く CO2 を海水に溶解させる moving ship による方法を、さら

に希釈を促進する方法を提示した。これは、もともと移動船舶がもつ希釈効果の、(１)

放出点の移動(２)鉛直方向溶解距離と(3)船の幅方向のノズルアレイに加えて､ノズル

上部に連続的に設置された物体の後流により希釈される効果をいれたものである。定

量的評価を行うための計算を行った。ここでは物体として円柱を採用したが、これは

円柱後流の流動と乱れが良く分かっているためであり、特に円柱を用いる必要はない。

円柱より抵抗の大きい平板とかを用いれば、さらに乱れは大きくなり、希釈は促進さ

れる。今後、物体の形状と本数などを最適化していくことが必要と考えられる。 
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図 2.1.2-1 CO2 希釈促進法概念図   
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(a)希釈促進なし    (b)希釈促進あり 

図 2.1.3-1
2

pCO∆ の 2 次元分布 

 

 

 

 

(a)希釈促進なし    (b)希釈促進あり 

図 2.1.3-2 pH∆ の 2 次元分布 
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図 2.1.3-3
2

pCO∆ の累積分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.3-4 pH∆ の累積分布 
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２．２ 傾斜円柱実験  

 

２．２．１ 目的  

現在想定されている Moving-Ship 方式の CO2 放出条件は、CO2 放出管の直径は 0.2～

0.4m、船舶の航走速度は 2～3m/s であり、放出管周りの流れは Re 数が 40 万～120 万と

臨界 Re 数を超える高 Re 数乱流場となる。放出深度 2500m を確保しようとすると、CO2

放出パイプ長も 2500m 以上の非常に長い全長を必要とし、パイプには大きな流体抵抗が

作用する。放出パイプにそのような流体抵抗が作用すると、放出パイプは船舶の曳航方

向に対しある傾斜角をもつ。従って、パイプ形状を単純な円柱であると仮定すると、臨

界 Re数を超える高 Re数乱流場における傾斜円柱周りの流動場の様子や抵抗係数等の挙

動を把握する事が、放出管の設計にとって非常に重要となる。しかし、臨界 Re 数を超

える高 Re 数乱流場において傾斜角を持たない円柱に関しては様々な研究例があるが、

傾斜円柱に関しては比較的低い Re 数域に関する実験・数値計算は多数あるものの、臨

界 Re数を超える高 Re数乱流場についてはそのようなデータは現在までほとんど得られ

ていない。よって、傾斜円柱周りの高 Re 数流動場の解析は、Moving-Ship 方式を実現

させる上での課題の一つとなっている。 

傾斜円柱周りの流れは、円柱軸に垂直な横断流速度成分の他に、円柱軸に平行な速

度成分を持っている事が知られている。傾斜円柱に衝突する流れは、まず流体が円柱

に衝突する事で円柱軸に垂直な方向に曲げられる。その後、流体は円柱を横断する際

に今度は軸に垂直な方向に曲げられる。これは、円柱の軸方向の各断面での流動場の

様子が等しい事（流れの擬二次元性）が成立すると考える事で説明される。つまり、

前方淀み点圧力と背圧は軸方向各断面で全て等しく、傾斜円柱前面のある淀み点から

見ると圧力勾配は軸に垂直な方向で最大となる。従って、流体は軸に垂直な方向へと

曲げられると考えられる。そして、円柱下流では円柱軸に沿った二次流れが生じる。

この二次流れは、宮内ら (1)の可視化実験から明らかにされたように、傾斜円柱後流の

カルマン渦の巻き込みが原因であると考えられる。このように、傾斜円柱周りの流れ

はきわめて強い三次元性を含んでおり、傾斜のない円柱周りの流動場とは本質的に異

なる。 

傾斜円柱周りの流れは、臨界レイノルズ数以下の比較的低いレイノルズ数域に関し

ては多くの実験が行われている。傾斜のない円柱と比較して、傾斜円柱から放出され

る渦の渦放出周波数は低下するという現象が知られているが、白樫ら (2)はその原因が

円柱軸に沿う二次流れの影響である事を明らかにしている。 

一方、臨界レイノルズ数を超える高レイノルズ数流動場に関しては William ら (3)に

より実験がなされている。この実験は、臨界レイノルズ数以下から臨界レイノルズ以

上の幅広いレイノルズ数域において、円柱傾斜角を 0°～60°まで変化させて行った
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もので、傾斜円柱前方淀み点からの角度θ位置における圧力係数を求めている。また、

求めた圧力係数を積分し抵抗係数も求めている。実験より抵抗係数のレイノルズ数依

存性に関して、代表速度を主流速度 u
∞
としたレイノルズ数を定義すると、抵抗係数が

急減する臨界レイノルズ数は円柱の傾斜角に依存しないという事、また局所的な層流

境界層の剥離領域（階段状の圧力分布）が傾斜角 30°までは見られていたが、傾斜角

が 45°を超えると見られなくなるという興味深い現象が確認されている。 

このように、傾斜円柱周りの流動場に関しては低レイノルズ数域では多くの研究

が為されているが、遷移レイノルズ数付近から、それを超える高レイノルズ数域に

おいては William らの圧力・抵抗係数に関する研究例は存在するものの、流動場の

可視化や円柱後流の流速ベクトル分布を求めた例はほとんどない。流動場の可視化

をする事によって、物体周りの流線の様子や剥離点の位置など遷移レイノルズ数付

近の流動場の遷移機構に関する新たな重要な知見を得る事が期待されるが、これは

レイノルズ数が丁度遷移レイノルズ数付近に設定されている CO2 放出管周りの流動

場の解明にとって非常に重要な指針を与えるものである。従って、本研究では臨界

レイノルズ数を超える高レイノルズ数乱流場、及び比較のために臨界レイノルズ数

以下においての傾斜円柱後方に形成される乱流場について，傾斜角が剥離点位置や

乱流特性ならびに抵抗係数に及ぼす影響と機構について明らかにすることを目的と

する。 

 

２．２．２ 方法  

(1)実験装置  

本研究では超高レイノルズ数乱流場を実現するために図 2.2.2-1 に示す水槽実験

装置を用いた。これは高さ 4m の水頭を利用する貯水落下式の実験装置であり、貯水

部、縮流部、テストセクション、ゲート、受水槽から構成される。 

テストセクション内に、主流に対して傾斜している円柱を設置した。円柱傾斜角

ψはψ=30°、45°の 2 種類を設定した。円柱の直径 D= 100mm とし、また円柱長 L

はテストセクション幅が 500mm であるので、ψ=30°では Lψ=30°= 500 / cos (π/6）

≒577.4mm、ψ=45°では Lψ=45°= 500 / cos（π/4）≒707.1 とした。これら傾斜円

柱の傾斜上流側端の断面を、テストセクション入り口からおよそ 170mm の位置に設

置した。主流と直交する方向に関しては、円柱中心から両側にそれぞれ円柱直径の

1.75 倍の観察が可能である。一方流れ方向に関しては、それぞれの傾斜角に従って

円柱のスパン方向中心断面の位置するテストセクション入口からの距離が異なるた

め、観測可能範囲も異なる。円柱のスパン方向中心断面から流れ方向へ、ψ=30°で

は円柱直径の凡そ 3.5倍、ψ=45°では円柱直径のおよそ 3.0倍の観測が可能である。 
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図 2.2.2-1 実験装置 

 

(2)実験方法  

流れ場に関しては前項で述べたように装置におよそ 2.5m3 の水を貯水し、ゲート

を開口することにより実現する。本研究ではこのようにしてつくられた流れ場の可

視化実験、PIV 計測を行った。この項では実験に用いた計測機器および実験方法に

ついて説明する。円柱後流の観察は作動流体にトレーサ粒子を混入することにより

行った。 

流れ場をつくるために実験装置に作動流体の水を貯め、あらかじめトレーサ粒子

を混入した状態で、装置下にあるゲートを開口する。このときテストセクションに

①

②

③

④
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は流れ場を 2 次元で観察できるようシリンドリカルレンズによってシート状にした

レーザー光を照射し、トレーサ粒子の散乱光を高速度 CMOS カメラで時系列で撮影し

た。 

実験装置と主な計測機器の配置を図 2.2.2-2 に示す。光源には Ar+レーザーを用

い、トレーサ粒子の散乱光の撮影には高速度 CMOS カメラを用いた。また、鮮明な画

像を取得するため可視化実験では CMOS カメラのみを用い、PIV 計測では連続する画

像間における粒子の移動量を小さくするため電子シャッターを用いて露光時間を設

定した。さらに、高速で画像を取得するためイメージインテンシファイアを用いて

トレーサ粒子による散乱光を増倍して撮影した。 

 

 

図 2.2.2-2 実験装置及び計測機器配置概略 

 

２．２．３ 結果 

(1)可視化実験 

(a)傾斜角ψ=30°、Re=6.0×104（臨界 Re 数以下） 

図 2.2.3-1 に、臨界 Re 数以下である Re=6.0×104、傾斜角ψ=30°の可視化画像を

時系列で示す。流れ方向は画像上方から下方へ向けてであり、シート状にしたレー
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ザー光は、画像右方向から傾斜円柱のスパン方向中心位置に主流 U∞と平行なシート

面を形成するように照射されている。撮影範囲は 285mm×285mm、撮影条件は、撮影

速度 50frame/s 露光時間 18.99ms 解像度 1024×1024pixelである。ゲート開口後、

円柱後部にはまず双子渦が形成され、流速が増してゆくにつれて双子渦は消えてゆ

き、代わりに傾斜円柱後部の流動場は左右に交互に振れる構造をとるようになり、

カルマン渦らしき構造が確認出来るようになる。ゲート開口後の一連のこれら円柱

後流の形態の変化は、ψ=0°の円柱に関して同条件で可視化を行った実験結果とほ

ぼ同じ傾向を示すが、ψ=0°の場合より円柱後流のカルマン渦を明確に確認する事

が出来ない。これは前述したように、傾斜円柱から放出されるカルマン渦は主流に

対して平行に放出されるのではなく円柱軸に垂直な方向へと放出されるため、この

レーザーシート光の照射の仕方では放出されるカルマン渦と平行なシート面を形成

出来ない為であると考えられる。 

得られた時系列画像の中で、前述したように流動場が想定した Re 数である Re=6.0

×104 を達成するゲート開口 4 秒後～12 秒後の剥離点位置を調査したところ、剥離

点の円柱前方淀み点からの角度（以降、θ sep と記す）は撮影画像で確認出来るθ≧

90°にはなく、それより小さい角度で剥離している事が分かった。θ sep がどの程度

の大きさかははっきりとは見積もれないが、画像中の後流の様子から 90°より少々

小さい程度であると思われる。ψ=0°におけるこの Re 数域でのθ sep は 78°程度で

あり、従ってψ=30°の方が剥離点は後退しているものと思われる。 
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    （a）ゲート開口前           （b）0.4 秒後  

 

 

 

 

 

     （c）0.5 秒後            （d）0.6 秒後 

 

 

 

 

図 2.2.3-1 傾斜角ψ=30°、Re=6.0×104（臨界 Re 数以下） 
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    （e）0.9 秒後           （f）1.3 秒後 

 

 

 

 

 

    （g）2.7 秒後           （h）4.0 秒後 

 

 

 

 

図 2.2.3-1 傾斜角ψ=30°、Re=6.0×104（臨界 Re 数以下） 
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 (b) 傾斜角ψ=45°、Re=6.0×10
4
（臨界 Re 数以下）  

図 2.2.3-2 に、臨界 Re 数以下である Re=6.0×104、傾斜角ψ=45°の可視化画像を

時系列で示す。撮影範囲は 285mm×285mm、撮影条件は、撮影速度 50frame/s 露光

時間 18.99ms 解像度 1024×1024pixel である。ゲート開口後、この場合もやはり

円柱後部にまず双子渦が形成されるが、ψ=30°の場合に見られた双子渦の形態と

少々違いが見られた。ψ=30°では対称に存在する一組の双子渦の対称中心付近でも

渦による画像下方から上方へ向かう速度が確認出来るが、ψ=45°の場合双子渦の対

称中心付近にはそのような画像上方へと向かう動きは確認出来ず、対称中心付近で

渦の回転が押さえられているように見られる。この現象に関しての正確な原因を断

定する事は出来ないが、傾斜角ψの大きい方が円柱軸に沿う流れである円柱後方の

二次流れの流速が大きい為に、渦の回転が抑制されているのではないかと考えられ

る。その後流速が増してゆくと、ψ=30°と同様に双子渦は消えてゆき、代わりに傾

斜円柱後部の流動場は左右に交互に振れる構造をとるようになる。幾つか大きな渦

構造も確認出来るが、渦構造はψ=30°と比較すると更にはっきりしなくなる。また、

ψ=30°と 45°との決定的な違いは、両者で等しい frame rate を採用しているのに

もかかわらず、後流内速度欠損部のトレーサ粒子の軌跡が明らかにψ=45°の方が長

く、従って速度が大きいという事である。 

得られた時系列画像の中で、同様に流動場が Re=6.0×104 を達成するゲート開口 4

秒後～12 秒後の剥離点位置を調査したところ、θ sep は 90°付近で推移している様

子が確認出来た。ψ=45°の場合もθ sep がどの程度の大きさかははっきりとは見積

もれないが、ψ=30°より剥離点は後方に存在している。 
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    （a）ゲート開口前           （b）0.4 秒後 

 

 

 

 

 

 

     （c）0.5 秒後            （d）0.6 秒後 

 

 

 

 

図 2.2.3-2 傾斜角ψ=45°、Re=6.0×104（臨界 Re 数以下） 
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     （e）0.9 秒後            （f）1.3 秒後 

 

 

 

 

 

 

     （g）2.7 秒後            （h）4.0 秒後 

 

 

 

図 2.2.3-2 傾斜角ψ=45°、Re=6.0×104（臨界 Re 数以下） 
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 (c) 傾斜角ψ=30°、Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 

図 2.2.3-3 に、臨界 Re 数以上である Re=5.2×105、傾斜角ψ=30°の可視化画像を時

系列で示す。尚、t = 0.42 以降の画像はトレーサー粒子の軌跡がそのままでは見づら

いため、画像の輝度･コントラスト調整を行っている。撮影範囲は 290mm×290mm、撮

影条件は、撮影速度 300frame/s 露光時間 3.156ms 解像度 1024×1024pixelである。

この場合も、まず最初に双子渦が成長し、その後速度の上昇に伴い双子渦が消え後流

が左右に交互に揺れるようになる。このケースでの最も目立った特徴は、剥離位置が

かなり後退しており後流幅が狭まっている点である。得られた時系列画像の中で、流

動場が Re=5.2×104 を達成するゲート開口 0.75秒後以降の剥離点位置を調査したとこ

ろ、剥離点位置は時間依存があるものの主流平行な断面で凡そ 140°～150°付近に存

在する。これを軸に垂直な断面で見積もるとθ sep = 135～140°付近となる。ψ=0°の

円柱では同程度の Re 数においてθ sep = 130°付近であるので、ψ=30°の場合はそれ

より剥離点が後退している事になる。 
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    （a）ゲート開口前          （b）0.22 秒後 

 

 

 

 

 

 

    （c）0.31 秒後            （d）0.42 秒後 

 

 

 

 

図 2.2.3-3 傾斜角ψ=30°、Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 
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    （e）0.50 秒後           （f）0.57 秒後 

 

 

 

 

 

 

    （g）0.61 秒後            （h）0.70 秒後 

 

 

 

 

 

図 2.2.3-3 傾斜角ψ=30°、Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 
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(d) 傾斜角ψ=45°、Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 

図 2.2.3-4 に、臨界 Re 数以上である Re=5.2×105、傾斜角ψ=45°の可視化画像を時

系列で示す。t = 0.42 以降の画像に関しては、トレーサー粒子の軌跡がそのままでは

見づらいため、画像の輝度･コントラスト調整を行っている。撮影範囲は 280mm×280mm、

撮影条件は、撮影速度 300frame/s 露光時間 3.156ms 解像度 1024×1024pixel であ

る。この場合も、ゲート開口後の流動場の時系列変化はψ=30°の場合とほぼ等しい。

しかし、超臨界乱流場におけるψ=30°との比較で決定的に異なる点は、剥離点の位置

が前進しているという点である。得られた時系列画像の中で、ψ=30°と同様にゲート

開口 0.75 秒後以降の剥離点位置を調査したところ、剥離点位置は時間依存があるもの

の主流平行な断面で凡そ 125°～140°付近に存在する。これを軸に垂直な断面で見積

もるとθ sep = 111～123°付近となる。従ってψ=0°、ψ=30°の双方と比較すると、

ψ=45°の場合が剥離点が最も前進している事が明らかとなった。 
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   （a）ゲート開口前          （b）0.25 秒後 

 

 

 

 

 

 

    （c）0.31 秒後           （d）0.42 秒後 

 

 

 

 

図 2.2.3-4 傾斜角ψ=45°、Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 
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    （e）0.50 秒後           （f）0.53 秒後 

 

 

 

 

 

    （g）0.57 秒後           （h）0.60 秒後 

 

 

 

 

図 2.2.3-4 傾斜角ψ=45°、Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 
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以上の可視化実験により得られた結果を、以下にまとめて記す。 

 

・流動場の時系列発展に関して 

 Re 数、傾斜角ψを問わずどの場合においても、ゲート開口後まず双子渦が形成さ

れ、その後流速が速まるにつれて徐々に双子渦の対称性が崩れ、後流は左右に交互

に振れるようになる。 

 

・剥離点の位置θ sep に関して 

 

（a）臨界 Re 数以下（Re=6.0×104） 

（ψ=0°でのθ sep）< （ψ=30°でのθ sep）<（ψ=45°でのθ sep） 

従って、後流幅は 

ψ=0°> ψ=30°> ψ=45° 

となる。 

 

（b）臨界 Re 数以上（Re=5.2×105） 

（ψ=45°でのθ sep）< （ψ=0°でのθ sep）<（ψ=30°でのθ sep） 

従って、後流幅は 

ψ=45°> ψ=0°> ψ=30° 

となる。 

 

臨界 Re 数以下では、主流 U∞と平行な円柱断面は傾斜角ψが大きくなるほど流線

型に近づく。従って傾斜角最大のψ=45°のθ sep が最も大きくなるのは妥当な結果

であると言える。一方臨界 Re 数を超える領域では、軸に垂直な断面でみるとψ=45°

の剥離点が最も前進しており、臨界 Re 数以下での結果とは全く異なる。この結果は、

遷移 Re数前後での傾斜円柱の圧力係数を測定した Williamら (3)の論文における圧力

係数の分布からも報告されており、再現性のある事実であるという事が出来る。断

面形状が最も流線型に近づくψ=45°の剥離点が最も前進するという事実は直感的

には受け入れ難いものであり、非常に興味深い。次節では、このような剥離点位置

ならびに後流幅の違いが、後流域における速度分布と乱流特性、さらに抵抗係数に

及ぼす影響について解析を進める。 

 

 

(2) PIV 計測結果 

前節で述べたように、本研究では臨界レイノルズ数以下の Re=6×104 と臨界レイ
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ノルズ数を超える領域 Re=5.2×105 の 2 つの条件において、それぞれ傾斜角ψ=30°、

45°の傾斜円柱周りの流動場の PIV 計測を行った。臨界レイノルズ数以下の場合、

主流速度 u∞=0.65m/s、Re=6×104 となる 8 秒間（ゲート開口後 4～12 秒）の時系列

データを、 また臨界レイノルズ数以上の場合には主流速度 u∞=5.2m/s となる 1 秒

間（ゲート開口後 0.75～1.75 秒）の時系列データを用い、速度の算出を行った。PIV

計測では、イメージインテンシファイアを用いてトレーサ粒子による散乱光を増倍

して撮影している。尚，本論文では図 2.2.3-5 に示すとおり座標軸は主流方向を x，

主流に直交する方向を y，主流速度を u∞とする．以下、PIV 計測により得られた平

均速度成分、乱流統計量の y 方向分布を示してゆく。 

 

撮影条件は以下の通りである。 

 

①Re=6.0×104（臨界 Re 数以下） 

ψ=30°・45°共に、撮影速度 100 frame/s，露光時間 50 µ s，解像度 512×512 

pixel 

 

②Re=5.2×105（臨界 Re 数以上） 

ψ=30°・45°共に、撮影速度 1000 frame/s，露光時間 50 µ s，解像度 512×512 

pixel 

 

 

図 2.2.3-5 x-y 座標 

 

ψ=30°・45°の各傾斜角に対して、図 2.2.3-6～図 2.2.3-9 には主流方向平均速

主流速度 u
∞

円柱直径

d=0.1 m

x

y

速度U

半値半幅 b
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度分布Ｕを、それぞれ下流位置 x/d = 0.5～1.5 の範囲で描かせたものを示す。但し、

それぞれの図の縦軸は主流の速度 U∞で、横軸は円柱直径 d で正規化しており、これ

以降の図も同様に正規化するものとする。 

臨界 Re 数以下でψ=30°とψ=45°とを比較すると、最も上流側においての速度欠

損量はψ=45°の方が明らかに小さく、また下流に行くに従っての速度欠損の回復に

関してもψ=45°の方が早いという事が確認出来る。また、最も上流側である x/d = 

0.5 での速度欠損の半値幅 b の大きさを比較すると、ψ=30°において b=0.425、ψ

=45°において b=0.380 となり、後流幅もψ=45°の方が狭くなっている。この結果

は前節の可視化の結果を裏付けるものであり、また剥離点の位置に関しても、予想

したようにψ=30°の方が手前にある事を示唆するものであると言える。 

一方臨界 Re 数以上では、逆にψ=45°の方が速度欠損量・欠損幅ともに大きい。

また欠損の回復に関しても、ψ=30°と比較すると明らかに回復が遅い。 

臨界 Re 数以下と臨界 Re 数以上との比較では、速度欠損量・欠損幅何れも臨界 Re

数以上になると急激に減少する。また、臨界値前後で速度欠損の大きくなる傾斜角

が入れ代わる事が、定量的に明らかとなった。 

PIV 計測により傾斜円柱周りの流動場の平均速度場、乱流統計量を算出した。可

視化実験の結果通り、後流幅と対応する速度欠損の半値幅 b は臨界 Re 数以下ではψ

=30°の方が大きく、乱れも大きい。一方、臨界 Re 数以上の流れ場ではψ=45°の方

が欠損幅が大きく、乱れも大きい。 
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図 2.2.3-6 主流方向平均速度分布（Re=6.0×104、ψ=30°） 

 

 

 

 

図 2.2.3-7 主流方向平均速度分布（Re=6.0×104、ψ=45°） 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5

x/d=0.5

x/d=1.0

x/d=1.5

y/d

U
/u

∞

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5

x/d=0.5

x/d=1.0

x/d=1.5

y/d

U
/u

∞

－ 386 －



 

 

図 2.2.3-8 主流方向平均速度分布（Re=5.2×105、ψ=30°） 

 

 

  

図 2.2.3-9 主流方向平均速度分布（Re=5.2×105、ψ=45°） 
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主流方向の平均速度分布から運動量欠損を見積もり、抵抗係数 CD を算出した。CD

は本実験の場合、F を円柱の軸に垂直な方向へ作用する抗力、D を円柱直径とし 

Du

F
C

D

2

∞
ρ

２

１
＝  (5.1) 

と表す事にする。 

力 F は、円柱を囲んで矩形の検査面をとった際に検査面の円柱上流側の境界での

速度を u∞、円柱下流側の境界での速度を U とする時の以下の抗力算出式を元に、算

出した。 

( )F U u U dyρ
∞

∞

−∞

= −∫   (5.2) 

 

このようにして求めた抵抗係数 CD、から得られた CD 値を以下の表に記す。尚、こ

の値は x/d = 1.5 において求めた値である。また、本実験ではブロッケージ比の影

響が、特に臨界 Re 数以下における実験で顕著に現れてくる。これは主流 u∞を実際

より大きく見積もる事につながるため、臨界 Re 数以下での CD 算出の際には鈴木・

平野ら (4)の実験結果をもとに主流 u∞の大きさを 5/6倍の大きさに修正した値を用い

ている。 

 

表 2.2.3-1 各条件で算出された抵抗係数 

 CD （Re=6.0×

10
4
）  

CD （Re=5.2×

10
4
）  

（ψ=）0° 0.92 0.58 

30° 0.83 0.25 

45° 0.62 0.30 

 

この結果も、可視化実験に見られた結果と同じ傾向を示している。即ち、CD は臨

界レイノルズ数以下では主流に対する円柱断面が流線型に近づく程、つまり円柱傾

斜角ψが大きくなる程小さくなる。一方臨界レイノルズ数以上では、CD はψ=30°で

最も小さくなる。しかし、後流幅は 

ψ=30°< ψ=0°< ψ=45° 

となっているのにも関わらず、CD は 

ψ=30°< ψ=45°< ψ=0° 
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という順番になっている。一見すると後流幅の広い方が CD は大きいと考えがちであ

るが、この結果は後流中の速度欠損の大きさがψ=45°の円柱よりψ=0°の円柱の方

が大きいために引き起こされている。これまでの可視化実験・PIV 計測から得られ

た剥離点の位置θ sep や CD をまとめたものを示す。(図 2.2.3-10) 

図 2.2.3-10 剥離点と抵抗係数のまとめ  
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２．２．４ 考察  

 

上述の実験結果より、CO2 海洋隔離の中深層希釈溶解法における CO2 放出管周りの

流動場として想定されている、臨界 Re 数を超える Re=5.2×105 での傾斜円柱周りの

流動場や抵抗係数の様子を明らかにした。だがこの時、断面形状がより流線型に近

づくψ=45°の方がψ=30°と比較して剥離点は後退し CD も小さくなるという予想と

は逆に、ψ=45°になると剥離点が再び前進し CD も大きくなるという結論を得た。

本節では、この理由について William らの実験の結果と比較しながら考察をする。 

William の実験結果より、ψ=45°、Ren=3.01×105（Re=4.26×105）での圧力係数

の分布のψ=0°、Re > 1.5×106 での圧力係数の分布に類似している。この事から、

傾斜角 45°の円柱において Re > 4.26×105 では、層流境界層から乱流境界層への遷

移が一切の中間状態を経ず切り替わる「超臨界状態」へと移行してしまっている事

が推測される。一方同程度のレイノルズ数における傾斜角 30°の円柱では、階段状

の圧力係数分布が、依然として確認でき、流動場はまだ遷移状態にあると言える。

Achenbach の実験から、流動場が「超臨界状態」へと移行してしまうと剥離点が再

び前進してくる事から、ψ=45°の剥離点の位置はψ=30°と比較すると前方にある

と考えられる。傾斜角が増すにつれて流動場が「超臨界状態」を達成するレイノル

ズ数が低下する理由は、傾斜円柱の場合流動場には翼周りの流れと同様に「横流れ」

が発生しているからと考えられる。つまり、円柱傾斜角の大きい方が、速度境界層

の外の主流速度ベクトルの向きと境界層内側の速度ベクトルの向きとの差異が大き

くなると考えられるので、三次元境界層のねじれが大きくなる。その結果境界層の

乱れが大きくなり、ψ=45°の方が早期に乱流遷移を引き起こしたのではないかと考

えられる。 

 

２．２．５ 今後の予定 

 

傾斜円柱特有の現象の理解を得ることができたが、今後、この理解を踏まえ、境

界層のねじれがなぜ乱流遷移を早めるのか、その動的構造の解明などが重要と考え

られる。 
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図 2.3.1-1 液滴浮上溶解方式による CO2 海洋中層放流の概念図 

このように、初期希釈度の向上には、Ｑを減じる、ｖを上げる、ｈやｂを増やすことが

必要であるが、移動速度ｖを上げることについては、次の①～③の観点から、パイプに作
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２．３ 曳航時の傾斜パイプに作用する抵抗計測  

 

２．３．１ 目的  

航走船舶による中層放流方式における液滴浮上溶解法における希釈拡散過程は、次のよ

うに想定されている。 

① 海洋中層に放流された直後の CO2 は多数の小さな液滴群を形成する。 

② 深度 500～3,000m における温度・圧力条件での CO2 は液相であり、周辺海水よりも密

度が低いので、CO2 液滴は余剰浮力によってゆるやかに上昇しながら溶解して大きさ

が減り、やがて液滴が消失して CO2 溶解海水が放流船の航跡と平行な帯状となって残

される。 

③ その後海洋における自然の渦拡散によって主に水平方向への希釈が進んでいく。 

このとき、海洋環境への影響の指標となる海水中の CO2 濃度上昇は、単位体積あたりの海

水に新たに溶け込む CO2 の量であるから、初期希釈率は大まかには次のように表すことが

できる。 

α＝Ｑ／（γｂｖｈ）     （2.3.1.1） 

ここで、 α；初期希釈率、Ｑ；CO
2
放出流量、γ；CO

2
密度、 

ｂ；パイプ背後における CO
2
液滴の水平方向の広がり幅、 

ｖ；船速、ｈ；CO
2
液滴が溶けきるまでの鉛直方向の広がり。 

例えば、水深 2000m から、CO2 放流流量Ｑ＝0.1ton／sec、移動速度ｖ＝2.5m／sec、ｈ＝800m、

ｂ＝20m を実現できれば、およそ 40 万倍の初期希釈が可能になる。 



用する流体力を精度良く推定し、抗力の適正な評価法の確立を踏まえた上で、必要ならば

抗力の低減策を開発しなければならない。 

① パイプ本体及び上端結合機構の強度設計 

② CO2 放流深度の確保(曳航に伴うパイプ浮き上がり考慮) 

③ 船の必要馬力及び CO2 排出量の推定(有効隔離量評価) 

つまり、ｖが大きいほどパイプには大きな流体抵抗が作用し、曳航方向の後方へ傾斜す

るとともに下端部の放流点の位置が上がる。所定の深度に CO2 を放流するのに、放出深度

より長いパイプを用いる必要があり、パイプ強度や揚降時のハンドリングなどに注意を要

する。また、大きな抗力に対抗して船を前進させるのに必要な馬力が増大すると、船のエ

ンジンから排出される CO2 が増えて、海洋隔離の実効率を下げることにもつながってくる。    

例えば、外径 0.2m のパイプに 1.5～3m／sec の相対流れが作用する場合では 3～6×105

の超臨界レイノルズ数（無次元速度）領域の問題を扱うことになり、パイプは流れにより

大傾斜する状況にもなる。 

しかし、実機相当の超臨界レイノルズ数領域において、流れに対して傾斜しているパイ

プの抗力についての十分な実験データは開示されていない。そこで、本領域における、傾

斜した円柱の抗力係数を計測する実験を実施した。 

 

２．３．２ 実験方法  

 図 2.3.2-1 に示す、三菱重工業㈱ 長崎研究所 耐航性能水槽を使用し、図 2.3.2-2 に

示す要領で、水槽曳引車から円柱模型を吊り下げ、所定の曳航速度で傾斜円柱を曳航し、

その抗力を計測すると共に、揚力（流れ方向及びパイプの軸方向に直交する方向の力、図

2.3.2-3 参照）変動からカルマン渦の周波数を求め、抵抗係数およびストローハル数を求

め、レイノルズ数に対する変化を求めた。 

長さ×幅×水深 : 160m×30m×3.2m

曳引車最大速度 : 3m/s

長さ×幅×水深 : 160m×30m×3.2m

曳引車最大速度 : 3m/s

 

図 2.3.2-1 耐航性能水槽（三菱重工業㈱ 長崎研究所） 
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図 2.3.2-2 供試模型の設置方法 
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図 2.3.2-3 傾斜パイプに作用する流体力 

 

 

・ 供試円柱は、既製品の鋼管の表面をペイント塗装して使用した。直径はφ0.1398m。 

・ 円柱部を 3 分割し、中央部分(1m)の両端にロードセルを設置し、この部分に働く抵抗

及び揚力変動を計測した。供試模型製作図を図 2.3.2-4 に示す。 

・ 計測部両端に端板を設け、円柱端部からの剥離渦が計測部分に影響しないようにした。

寸法は、円柱直径 D に対し、縦 3D×長さ 4D。また、端板の間隔は 3m とした。 

・ 供試円柱の表面粗さを、表面粗さ形状測定器（東京精密㈱ サーフコムシリーズ）に

て計測した結果、k/D(粗度の最大高さ/円柱径)が 1×10-5 程度であった。 

図 2.3.2-5 に実験装置の写真を示す。 
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図 2.3.2-4 供試円柱製作図 

   

 図 2.3.2-5 実験装置及び実験状況写真 
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２．３．３ 実験結果  

抵抗係数およびストローハル数を次の２つの定義で整理し、レイノルズ数ベースで整理

した。  

① 曳航速度を代表速度とする抵抗係数CD 及び ストローハル数St 

DLUρ/

F
C

D

D
••••21

=
2

     （2.3.1.2）  

U

Df
St

•

=       （2.3.1.3）  

② 流入速度を代表速度とする抵抗係数CDθ 及び ストローハル数Stθ 

( ) DLθcosUρ/

F
C

D

θD
••••21

=
2

    （2.3.1.4）  

θcosU

Df
S

θt

•

=       （2.3.1.5）  

また、レイノルズ数Reの定義は、  

ν

DU
Re

•

=       （2.3.1.6）  

ここに、
D

F ；抵抗値, ρ; 清水密度, U  ; 曳航速度, L；円柱長さ、 D  ; 円柱径,  

θ  ; 傾斜角, f  ;揚力変動の周波数(Hz), ν；清水の動粘性係数  

結果を図 2.3.3-1、図 2.3.3-2 及び表 2.3.3-1～2.3.3-6 に示す。 
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図 2.3.3-1 抵抗係数 CD 及びストローハル数 ST の計測結果 
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図 2.3.3-2 抵抗係数 CDθ及びストローハル数 STθの計測結果 
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表 2.3.3-1 傾斜角度 0deg.での計測結果 

傾斜角θ 曳航速度
deg m/s

0.4 6.16E+04 1.33 0.18 1.33 0.18
0.6 9.25E+04 1.31 0.18 1.31 0.18
0.8 1.23E+05 1.32 0.18 1.32 0.18
1.0 1.54E+05 1.23 0.18 1.23 0.18
1.2 1.84E+05 1.14 0.19 1.14 0.19
1.4 2.14E+05 1.04 0.20 1.04 0.20
1.6 2.46E+05 0.94 0.20 0.94 0.20
1.8 2.77E+05 0.77 0.18 0.77 0.18
1.9 2.93E+05 0.56 0.25 0.56 0.25
2.0 3.09E+05 0.37 0.23 0.37 0.23
2.2 3.41E+05 0.31 0.18 0.31 0.18
2.4 3.71E+05 0.29 0.25 0.29 0.25
2.8 4.31E+05 0.28 0.27 0.28 0.27

STθ

0

Re CD ST CDθ

 

 

表 2.3.3-2 傾斜角度 15deg.での計測結果 
傾斜角θ 曳航速度

deg m/s
0.2 2.94E+04 1.19 0.17 1.27 0.18
0.3 4.40E+04 1.21 0.18 1.30 0.19
0.4 5.89E+04 1.20 0.17 1.29 0.18
0.5 7.34E+04 1.02 0.17 1.10 0.18
0.6 8.83E+04 1.12 0.18 1.20 0.18
0.7 1.03E+05 0.92 0.17 0.98 0.17
0.8 1.18E+05 1.00 0.18 1.07 0.19
1.0 1.47E+05 0.97 0.18 1.04 0.19
1.2 1.77E+05 0.95 0.17 1.01 0.18
1.4 2.06E+05 0.90 0.18 0.97 0.18
1.6 2.35E+05 0.80 0.18 0.85 0.19
1.8 2.66E+05 0.67 0.19 0.71 0.20
2.0 2.96E+05 0.59 0.21 0.63 0.22
2.2 3.25E+05 0.32 0.23 0.34 0.24
2.4 3.52E+05 0.28 0.24 0.30 0.25
2.6 3.82E+05 0.26 0.29 0.27 0.30
2.8 4.12E+05 0.25 0.34 0.26 0.35

15

Re CD ST CDθ STθ

 

 

表 2.3.3-3 傾斜角度 30deg.での計測結果 
傾斜角θ 曳航速度

deg m/s
0.3 4.42E+04 0.91 0.18 1.21 0.20
0.4 5.89E+04 0.87 0.17 1.16 0.19
0.5 7.37E+04 0.82 0.17 1.09 0.19
0.6 8.83E+04 0.78 0.16 1.03 0.18
0.7 1.03E+05 0.81 0.18 1.08 0.20
0.8 1.17E+05 0.83 0.18 1.10 0.21
1.0 1.47E+05 0.79 0.16 1.06 0.19
1.2 1.76E+05 0.78 0.18 1.04 0.20
1.4 2.06E+05 0.74 0.16 0.99 0.18
1.6 2.35E+05 0.71 0.16 0.94 0.19
1.8 2.64E+05 0.52 0.17 0.69 0.20
2.0 2.95E+05 0.46 0.19 0.61 0.22
2.2 3.24E+05 0.25 0.20 0.34 0.24
2.4 3.54E+05 0.21 0.20 0.28 0.23
2.6 3.83E+05 0.20 0.27 0.27 0.31
2.8 4.11E+05 0.20 0.27 0.27 0.31

CDθ STθ

30

Re CD ST
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表 2.3.3-4 傾斜角度 35deg.での計測結果 
傾斜角θ 曳航速度

deg m/s
0.2 3.08E+04 0.70 0.14 1.05 0.17
0.4 6.16E+04 0.71 0.15 1.06 0.18
0.6 9.25E+04 0.73 0.16 1.09 0.19
0.8 1.23E+05 0.75 0.16 1.12 0.19
1.0 1.54E+05 0.74 0.13 1.10 0.16
1.2 1.85E+05 0.70 0.16 1.04 0.19
1.4 2.16E+05 0.67 0.16 0.99 0.20
1.6 2.47E+05 0.62 0.17 0.92 0.21
1.8 2.77E+05 0.56 0.17 0.84 0.21
2.0 3.08E+05 0.45 0.21 0.68 0.26
2.1 3.23E+05 0.37 0.21 0.56 0.26
2.2 3.39E+05 0.29 0.18 0.44 0.22
2.3 3.54E+05 0.22 0.20 0.33 0.25
2.4 3.69E+05 0.19 0.19 0.28 0.23
2.6 4.01E+05 0.18 0.29 0.26 0.36
2.8 4.31E+05 0.17 0.31 0.26 0.38

35

Re CD ST CDθ STθ

 

 

表 2.3.3-5 傾斜角度 40deg.での計測結果 
傾斜角θ 曳航速度

deg m/s
0.2 3.07E+04 0.63 0.16 1.08 0.21
0.3 4.60E+04 0.70 0.12 1.19 0.16
0.4 6.15E+04 0.66 0.13 1.12 0.17
0.6 9.22E+04 0.67 0.14 1.13 0.19
0.6 9.20E+04 0.68 0.14 1.16 0.18
0.7 1.07E+05 0.69 0.16 1.17 0.21
0.8 1.23E+05 0.68 0.14 1.17 0.18
1.0 1.54E+05 0.64 0.13 1.08 0.17
1.2 1.84E+05 0.62 0.13 1.06 0.17
1.4 2.15E+05 0.59 0.13 1.01 0.16
1.6 2.47E+05 0.56 0.12 0.95 0.16
1.8 2.77E+05 0.51 0.13 0.87 0.17
2.0 3.08E+05 0.44 0.18 0.76 0.23
2.2 3.40E+05 0.35 0.21 0.59 0.27
2.3 3.54E+05 0.27 0.26 0.47 0.35
2.4 3.71E+05 0.22 0.24 0.38 0.32
2.6 4.01E+05 0.17 0.31 0.29 0.41
2.8 4.30E+05 0.16 0.31 0.27 0.41

CDθ STθ

40

Re CD ST

 

 

表 2.3.3-6 傾斜角度 45deg.での計測結果 

傾斜角θ 曳航速度
deg m/s

0.5 7.36E+04 0.58 0.12 1.15 0.16
0.6 8.83E+04 0.57 0.13 1.13 0.18
0.7 1.03E+05 0.53 0.12 1.06 0.17
0.8 1.18E+05 0.56 0.10 1.13 0.15
1.0 1.47E+05 0.55 0.13 1.11 0.18
1.2 1.77E+05 0.54 0.10 1.09 0.14
1.4 2.06E+05 0.51 0.13 1.03 0.18
1.6 2.36E+05 0.47 0.12 0.95 0.18
1.8 2.66E+05 0.44 0.17 0.88 0.23
2.0 2.96E+05 0.40 0.13 0.80 0.18
2.2 3.25E+05 0.38 0.13 0.75 0.18
2.3 3.39E+05 0.30 0.16 0.59 0.23
2.4 3.55E+05 0.25 0.17 0.50 0.24
2.6 3.84E+05 0.21 0.17 0.43 0.24
2.8 4.14E+05 0.21 0.17 0.42 0.25

45

Re CD ST CDθ STθ
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本実験の結果、次の点が明らかになった。 

① 傾斜角 0deg.での抵抗係数及びストローハル数を教科書等に引用されている風洞実験

結果 1),2) と比較した。超臨界レイノルズ数をはさむ領域での両者の一致度は良い。 

② 傾斜角が 45deg.まで大きくなっても、臨界レイノルズ数の位置は角度影響をほとんど

受けない。 

③ 流入速度 Ucosθで定義した抵抗係数 CDθは、臨界レイノルズ数をやや超える領域では、

角度に関らず、0.5 以下と見積もることができる(臨界レイノルズ数以下では 1.0～

1.2 )。 

 

２．３．４ 今後の課題  

  Moving ship 実機相当の超臨界ﾚｲﾉｽﾞﾙ数領域において、流れに対して傾斜しているパイ

プの抗力を明らかした。なお、次節で示されるように、曳航時のパイプには、渦励振動（VIV ; 

Vortex Induced Vibration）が発生することにより、見かけの抵抗が増加する可能性があ

る。また、VIV の発生は、パイプ疲労強度の観点からも重要な検討項目である。そこで、

超臨界レイノルズ数領域における可撓性構造の VIV 評価法の確立とあわせた流体抵抗力の

評価法が今後の課題である。  

 

 

引用文献  

1) C. Wieselsberger (1922) , New data on the laws of fluid resistance,naca-tn-84. 

2) C.Norberg (2003), Fluctuating lift on a circular cylinder (2003): reviewand 

newmeasurements, Journal of Fluids and Structures 17,57–96. 
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( )と表し、構造減衰が無視できる場合について表現を書
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２．４ 強制振動傾斜円柱に作用する流体力計測に基づく VIV 挙動予測  

 

２．４．１ 目的  

 曳航時のパイプには、パイプ回りで渦が形成され放出されることにより、曳航方向と直

交方向に交番力が作用し、いわゆる VIV（Vortex Induced Vibration）振動が生じる。こ

の現象は曳航パイプの設計において疲労強度の観点から重要な検討項目であり、VIV 評価

法の開発に関する検討を行なった。 

 

２．４．２ 応答評価法  

(1) 支配方程式 

 張力の発生している曳航パイプの VIV 振動方程式は 

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ), , , , , , sin( )mw x t cw x t p x t w x t EI x t w x t x tω ψ
′

′ ′′′′+ + + = +F&& &  (2.4.1） 

ここに、w=パイプたわみ、m=パイプ質量、c=構造減衰、p=パイプ軸力、 

EI=パイプ曲げ剛性、F=流体力。 

パイプの振動を次のように仮定する 

w x, t( ) = aφ x( )sin(ωt)       (2.4.2) 

ここに、φ=パイプの変形形状、a=モード振幅。 

この式を支配方程式に代入して、重みつき残差法 Galerkin 法を適用し、sin 成分、cos 成

分を取り出すと、VIV 振動が満たさなければならない次の２式が得られる。 

a φ(−ω
2

mφ + p ′ φ ( )′ + EI ′ ′ ′ ′ φ )dz
0

L

∫ =  φFcosψdz
0

L

∫     (2.4.3) 

aω cφ
2

dx

0

L

∫ =  φFsinψdz
0

L

∫       (2.4.4) 

ここで、Fcosψは仮定した振動の加速度に比例する流体力であり、付加質量 ma を用いて、

次のように表現できる。 

Fcosψ = aω
2

m
a
φ        (2.4.5) 

試験結果から、一般的には ma も振幅と加振周波数の関数となる。従って、 

a φ −ω
2

m + m
a

( )φ + p ′ φ ( )′ + EI ′ ′ ′ ′ φ 
⎧ 
⎨ 
⎩ 

⎫ 
⎬ 
⎭ 
dz

0

L

∫ = 0    (2.4.6) 

ここで、φが振動の固有モードとすると、付加質量を考慮した次のパイプの振動方程式を

満たす。 

−ω
2

m + m
a

( )φ + p ′ φ ( )′ + EI ′ ′ ′ ′ φ = 0      (2.4.7) 

したがって、パイプの振動形状として、固有モードを選ぶと支配方程式のうち(2.4.3)式は

自動的に満たされる。つぎに、(2.4.4)式は構造減衰力と流体外力の起振力による振動エネ

ルギーの収支がバランスすることを示している。流体外力の起振力成分を加振周波数と振

幅の関数として Fsinψ = F
s
amp,ω
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き改めると 

0 =  φ x( )F
s
aφ x( ),ω( )dz

0

L

∫        (2.4.8) 

この式を満たすモード振幅 a が実際に生じる振動の量となる。 

(2) VIV 応答の計算手順 

 VIV 具体的な計算手順は次のようになる。 

① 梁の振動の支配方程式あるいは水中線状構造物の応答解析プログラムにおいて、付加

質量を評価した上で固有モードφi(x)および固有振動数ωi を求める。 

② 求められた固有モードφi(x)および固有振動数ωi の組み合わせから、ストローハル

数を考慮して励起可能性のあるものを抽出する。 

③ 各モードについて式(2.4.8)を満たすモード振幅 a を求める。実際に振動が生じない

モードについては a の値はゼロとなり、生じるモードについては有限値が得られる。 

④ 支配的なモードとモード振幅 a を決定し、パイプの振動 を求める。実際には、a の変

化にともなってモードも変化するので、得られたパイプ振動からパイプの各位置にお

ける付加質量を求め①に戻る。 

本応答評価法を実行するには、振動円柱に作用する流体外力を加振と同位相成分と 90°位

相異なる減衰成分を加振振幅と周波数の関数として事前に実験や CFD により求めておくこ

とが必要である。 

付加質量 ： Fsinψ = F
s
amp,ω( )     (2.4.9) 

流体減衰 ： Fcosψ = F
c
amp,ω( )     (2.4.10) 

 

２．４．３ VIV 流体力の計測試験  

本応答評価法に必要な曳航時の振動円柱に働く流体外力を求めるために、傾斜した円柱

を強制加振しながら曳航し、パイプに作用する流体力を計測する水槽実験を実施した。 

本年度はまず、臨界ﾚｲﾉﾙｽﾞ数以下の領域での基礎実験により実験方法・ﾃﾞｰﾀ解析方法を

検討した。なお、Moving ship 実機相当の臨界ﾚｲﾉﾙｽﾞ数を越える領域での実験を行うため

には、実験装置の大型化が必要であり、この装置の開発及び作動確認実験も本年度に実施

した。大型装置の作動確認実験結果については 2.4.6 に記載する。 

(1)  強制動揺実験の概要 

２．３節で報告した曳航時の傾斜パイプに作用する抵抗計測装置に、新たに強制動揺装

置を設置し、供試円柱模型を上下に動揺させながら曳航できるようにした。強制動揺装置

は、ボールネジを用いたダイレクトモータードライブ方式（モーター定格出力 1.5kW,定格

回転数 3000rpm,定格トルク 4.9Nm）である。この装置は、モーター回転をボールねじに

より上下運動に変換するものであり、モーターの回転速度、回転量制御により、上下変位

振幅及び変位周波数を変更する。実験装置の概要を図 2.4.3-1 に、写真を図 2.4.3-2 に、

詳細図を図 2.4.3-3 に示す。 

供試円柱模型は、傾斜パイプに作用する抵抗計測実験と同じ模型（円柱径はφ0.1398m）

であり、流体力の計測方法も同じである。 



端板については、供試円柱側に固定し、円柱模型と一緒に上下動させるようにした。傾

斜角度に応じて、端板を付け替え、端板が曳航方向と平行になるようにした。 

本実験で実施可能な範囲は、使用できるモーター能力の制限により、最大加振振幅 

0.12m、最大加振周波数 1.0Hz になる。 

水面
水深1m

 

図 2.4.3-1 実験装置概要 

 

   
試験装置全体写真     上下動装置        供試円柱設置状況  

   
傾斜角度 0°の際の端板        傾斜角度 30°の際の端板 

図 2.4.3-2 実験装置写真
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(2) 計測項目 

計測項目を表 2.4.3-1 に示す。計測座標系を図 2.4.3-4 に示す。 

・ 円柱模型本体の両端で計測される抗力、及び揚力（上下力）はロードセルで計測した。 

・ 強制動揺装置による円柱の上下変位は、ポテンショメーターで計測した。 

・ 計測用架台のトラス構造物の振動は、トラスに加速度計を設置して計測した。 

・ データ収録は、サンプリングタイムをΔｔ=10ms とした。 

 

表 2.4.3-1 計測項目 

計測 Ch. 名称 単位 

1 抗力（右） KG 

2 抗力（左） KG 

3 揚力（右） KG 

4 揚力（左） KG 

5 抗力（合成） KG 

6 揚力（合成） KG 

7 強制動揺変位 m 

8 前後加速度 G 

9 上下加速度 G 

10 左右加速度 G 

 

流向 

揚力 FL
 

  上下加速度αZ

抗力 FD
 

  前後加速度αX 

左右加速度αY

円柱模型本体部

 

曳航方向 

傾斜角θ  

抵抗 

円柱 

曳航方向
抵抗 

揚力変動

 

図 2.4.3-4 計測座標系 
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(3) 実験条件 

実験パラメータを表 2.4.3-2 に示す。 

表 2.4.3-2 実験パラメータと条件 

没水深度 h  [m] 1 

傾斜角度 θ  [degree] 0, 30 

曳航速度 U  [m/s] 0.4～0.8 

加振振幅 A  [m] 0.02～0.12 

加振周波数 
osc
f  [Hz] ～1 

ﾚｲﾉﾙｽﾞ数 
ν

UD
=Re  [-] ～1×106 

無次元加振振幅 
D

A
A =
ˆ  [-] 0.14～0.86 

無次元加振周波数 
U

Df
f osc

osc
=

ˆ [-] 振幅に依存 

本基礎実験の実験範囲を図 2.4.3-5 に示す。本実験は低ﾚｲﾉﾙｽﾞ数領域、つまり層流域におけるもので

あり、抵抗係数やストローハル数がほぼ一定であるとみなせる範囲での実験である。 

10
4

10
5

10
6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

ス
ト

ロ
ー

ハ
ル

数

0deg. Wind tunnel test( 出典：Norberg,2003)

ﾚｲﾉﾙｽﾞ数 =
円柱径×曳航速度

動粘性係数

実機対応
実験範囲

S
t

 

図 2.4.3-5 基礎実験及び実機対応のﾚｲﾉﾙｽﾞ数範囲 
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実験条件の組み合わせを図 2.4.3-6 に示す。図中、横軸は加振周波数(Hz)、縦軸は片振幅(mm)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.3-6 実験組み合わせ条件 

 

(4)  データ整理方法 

計測された流体力（抵抗及び揚力変動）のうち、揚力変動については、図 2.4.3-7 に示すように加

振変位と同位相成分の力（付加質量成分）と、加振変位と 90°位相異なる力（減衰成分）に分離し、

それぞれの力を加振振幅と加振周波数の関数として整理した。 
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変位と
同位相の力

変位と
90°位相の異なる力

time

計測された
流体力

加振変位

 

図 2.4.3-7 揚力変動の成分分離 

 

２．４．４ データベース作成方法 

(1) 試験結果の無次元化 

流体力の無次元化については、付加質量については付加質量係数を Ca として(2.4.11)式のように

与える。 

yDCF awa
&&

2

4
ρ

π
=        (2.4.11) 

減衰力の無次元化についてはつぎのように行った。 

22

2

1
yUDUCF DxwDx
&+= ρ       (2.4.12) 

22

2

1
yUyDCF DywDy
&& += ρ       (2.4.13) 

(2) データベース作成方法 

試験結果を式(2.4.11)、式(2.4.12)、式(2.4.13)に基づいて、速度影響を考慮した無次元数を用い

て整理した。無次元化したデータを補間して濃淡で表現したものを、付加質量係数
a

C については  

図 2.4.4-1 に、 x方向減衰力係数
Dx

C については図 2.4.4-2、 y 方向減衰力係数 DyC にいては図

2.4.4-3 に示す。この無次元化によると、異なる速度条件で実施した試験結果もよく一致し、この無

次元化が有効なものであると判断できる。次節で VIV モード解析で使用する流体力は、付加質量力

と y方向減衰力である。よってU =0.6、0.8[m/s]の2条件において実施して求めた無次元値
Dx

C 、 DyC

についてそれぞれ平均を取り、VIV 応答計算に利用できる形にデータベース化した。 

 



 

（a）U =0.6[m/s]         （b）U =0.8[m/s] 

図 2.4.4-1 Added Mass Coefficient 
a

C  

 

（a）U =0.6[m/s]          （b）U =0.8[m/s] 

図 2.4.4-2 Damping Force Coefficient 
Dx

C  

 

（a）U =0.6[m/s]          （b）U =0.8[m/s] 

図 2.4.4-3 Damping Force Coefficient DyC  
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(3) データ外挿 

図 2.4.4-1、図 2.4.4-2、図 2.4.4-3からわかるように、無次元加振振幅 Aˆ の大小両方の範囲でデ

ータが得られていない。これは加振装置および計測器の能力限界により計測が不可能であったためで

ある。この種の実験はデータ開示の少ない性格のものであるために、 Aˆ の大きい範囲のデータ欠損

は、過去の実験結果を用いて補うことも難しい。よって、付加質量係数
a

C および y方向減衰力係数

DyC を次に示すような方法により外挿できるものとした。ただし、計算に用いるデータは VIV 応答が

起こる周波数範囲のみに限られるため、
osc
fˆ =0.11～0.16 の範囲のみの外挿とする。 

① 付加質量係数
a

C  

図 2.4.4-1 において無次元周波数を固定した上で、
a

C =0 を通り
a

C の極大値で同じく極大値を取

る曲線を引く。また、 Aˆ が大きな値を取るとき、曳航方向に発生するカルマン渦を無視できるとし

て、
a

C =1.04（Vikestad, 2000）に漸近させる。具体的には、任意の
osc
fˆ において

a
C 曲線が、

a
C =0

および
a

C のピーク値を通り、Aˆ が大きな値をとるとき
a

C =1.04 に漸近するように式(2.4.14)を用い

て外挿する。 

 debaxy cx

++= )(        (2.4.14) 

 

 ),(),0,(),(
110
yxxyx =        (2.4.15) 

 

 0)(
1
=′ xy         (2.4.16) 

ここに、 x  : Aˆ , y  : 
a

C , 
0
x  : 

a
C =0時の Aˆ ,  

1
x および

1
y  : 

a
C =Max 時の Aˆ および

a
C , d  : 1.04 

なお、 Aˆ 値の低い範囲の外挿については、 Aˆ =0 の時
a

C =0 として外挿する。 

② y方向減衰力係数 DyC  

図 2.4.4-2 において①と同様に外挿を行った。 Aˆ が大きな値をとるとき、曳航方向に発生するカ

ルマン渦を無視できるとして、 DyC =0.8 に漸近させた。この 0.8 という値は、曳航試験の測定デー

タから求められたものであり、式(2.4.17)によって定義される。 

2

2

1
yDCF DywDy
&ρ=  (2.4.17)

 

具体的には、任意の
osc
fˆ において DyC 曲線が、

a
C =0 を通り、 Aˆ が大きな値をとるとき DyC =0.8

に漸近するように式(2.4.18)を用いて外挿する。 

 

caey
bx
+=  (2.4.18)

),(),0,(),(
110
yxxyx =  (2.4.19)

ここに、 x  : Aˆ , y  : DyC , 
0
x  : DyC =0時の Aˆ ,  

1
x および

1
y  : 任意の Aˆ および DyC , d  : 0.8 
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なお、 Aˆ の小さい範囲については、曳航試験による揚力データから加振周波数成分
osc
f と同周波数

成分の力を取り出し、起振力として、つまりマイナスの DyC として与えた。 

 

２．４．５ ＶＩＶ応答計算 

２．４．２ 応答評価法に示した手順に従ってＶＩＶ応答を計算する。まず、パイプの持つ固有振

動数および固有モードを求める。 

(1) 計算手順 

ＶＩＶ応答は以下の手順で行った。 

① 時間領域の水中線状構造物応答解析用の非線形 FEMプログラム LINE3Dを用いて、パイプを静止

状態から曳航を開始し、目標曳航速度に達し、定常状態に達したところを見計らって計算を停

止する。その上で、定常状態におけるパイプの質量行列、合成行列を取り出す。 

② 質量行列と剛性行列から、固有モード
i

φ および固有振動数
i
f を求める。 

③ 固有モード
i

φ および固有振動数
i
f から、ストローハル数を考慮して励起可能性のあるものを抽

出する。 

④ 実験による流体力データベースを用いて、各モードについての式(5-25)を満たすモード振幅 a

を求める。実際に振動が生じないモードについて aの値はゼロとなり、生じるモードについて

は有限値が得られる。 

⑤ 支配的なモードとモード振幅 aを決定し、パイプの振動 txatxw ωφ sin)(),( = を求める。実際

には、 aの変化に伴って付加質量も変化しモードも変化するので、得られたパイプ振動からパ

イプの各位置における付加質量を求め、質量行列を再評価して②に戻る。 

図 2.4.5-1 に VIV モード解析の計算手順のフローチャートを示す。 

 

図 2.4.5-1 Flow chart of algorithm  



(2) VIV 応答計算結果 

(a) 計算条件 

表 2.4.5-1 に海洋隔離プロジェクトで想定されている構造物および流場のパラメータを示す。これ

において、実際の内容物は液体 CO2であり、その密度を用いることが好ましいが、計算・実験を簡略

化するために流体密度と同じ値のモデルとした。なお、パイプ構造は軸方向に一様とする。 

 

表 2.4.5-1 構造物・流場のパラメータ 

パイプ外径[m] 
o

D  0.2 

パイプ内径[m] i
D  0.18 

構造物密度[kg/m3] p
ρ  7860 

内容物密度[kg/m3] 
wc

ρρ = 1025 

流体密度[kg/m3] 
w

ρ  1025 

抗力係数 
D

C  0.8 

曲げ剛性[kNm2] EI  5560 

曳航速度[m/s] U  ～3.0 

CO2放流深度[m] H  2500 

パイプ傾斜角度 θ  0°～45° 

パイプ長さ[m] L  3000 

引張強さ[MPa]  690 

 

表 2.4.5-1 に基づき、傾斜パイプの VIV 応答を評価する。ここで、計算するに当たり固有値計算の

収束を良くするために次のような計算を行った。 

① LINE３Dにより MK マトリクスを求める際に、曳航時の静的な釣り合い条件から求めた張力P 分

布を、傾斜角 0°のパイプに与え K マトリクスを求めた。従って、計算上では、U =0[m/s]を入

力して傾斜角度 0°とし、曳航状態の張力分布を実現するよう重力を働かせて計算しているこ

とになる。 

② 長さ 3000m のパイプを LINE3Dで計算する際に、十分なモード解像度を得ようとするならば、パ

イプの分割数nを増やさなければならない。このとき、固有値計算は 6N×6Nのマトリクスを解

かなければならないので、モード解像度と固有値計算の収束性の両方を求めることはできない。

よって、張力が小さく VIV 応答がもっとも大きいと予想される下端 500m について計算した。な

お、下端 500ｍの上端は自由端であるが、500m は十分長いパイプであり、下端に及ぼす影響は

無視できるとして、固定端として与えた。 
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渦発生周波数による励起モードの抽出は次のように行った。式(2.4.8)を解くとき、流体減衰力
c

F

にモード形状φ を乗じて重みつき積分を行うため、振動振幅の大きい範囲において流体起振力が働く

ときモードは大きく励起する。図 2.4.4-3 より、振動振幅の大きい範囲において流体起振力が働い

ている振動周波数は
osc

fˆ =0.12～0.14 の範囲であるので、この
osc

fˆ =0.12～0.14 の範囲において 

図 2.4.5-1 に示した手順でモードの抽出を行い、VIV 応答を解いた。以下に計算結果を示す。 

(b) 計算結果 

 図 2.4.5-2 に求められたパイプ形状、図 2.4.5-3 に VIV 応力分布図を示す。固有周波数は、

osc
fˆ =0.137 となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.5-2 パイプ形状           図 2.4.5-3 応力分布 

 

 

VIV 応力は、式(2.4.20)を用いて求める。曲げモーメントは LINE3D によって求めることができる

ので、その値を用いた。 

 

z

M
Fviv =  (2.4.20)
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ここに、M  : 曲げモーメント, z  : 断面係数 

 

（３）疲労評価 

S-N 線図に基づいて疲労評価を行う。図 2.4.5-4 は、小型試験片を用いた完全両振りひずみ制御の

低サイクル疲労試験から得られた多数のデータの 50％破壊確率ε-N 線図をもとにし、これに時間強

度に関しては 2 分の 1、破壊寿命に関しては 20 分の 1 の安全率をとって安全側に画き直された S-N

線図である。 

 

 

図 2.4.5-4 S-N 線図 

 

表 2.4.5-1 より、パイプの引張強さは 690[MN/m2]であるので、点線の S-N 線図に基づいて疲労評

価を行う。図 2.4.5-3 に示したとおり、VIV によってパイプにかかる最大応力は下端の 16.3[kgf/mm2]

である。一般的に疲労限とされるおおよそ 20[kgf/mm2]を下回っている。CO2海洋隔離プロジェクトに

おいて想定されているパイプに機械継手を用いる場合、応力集中を考慮すると疲労破壊の発生の可能

性のある領域であり、対策を検討する必要がある。 

 

２．４．６ 大型加振装置の作動確認試験 

Moving ship実機相当の臨界レイノルズ数を越える領域での実験を行うためには、実験での曳航速

度を大きくするとともに、加振周波数もそれに応じて大きくする必要がある。このため、加振装置を

大型化する必要があり、本年度、大型加振装置を製作し、その作動試験を実施した。 

(1) 大型加振装置 

図 2.4.6-1 に大型試験装置を示す。 



 

 

図 2.4.6-1 大型加振装置 
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・ サーボモータは、三菱電機㈱ HA-LFS15K2、MR-J2-Super シリーズ対応サーボモータで低慣

性中・大容量シリーズ。2000rpm/15kW。 

・ サーボアンプは、三菱電機㈱MR-J2S-15KB を使用。 

・ サーボモータは、ウォーム型減速機(1:15)に接続して減速を行っている。 

・ 回転軸端部の円盤に、上下動軸の端部が接続しており、円盤上での接続位置半径を変えること

で、振幅を変更できるようにしている。 

・ ２つのモータは回転速度制御装置により同期を取れるようにしている。 

図 2.4.6-2 に装置写真を示す。 

 また、円柱供試体については、曳航速度を 1m/s以上に大きくしても、ロードセルの接合部で振動

が発生しないようにするため、図 2.4.6-3 に示すように、ロードセルの設置方法を変更した。 

 

 

図 2.4.6-2 大型加振装置 
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図 2.4.6-3 供試円柱 

(2) 作動確認試験結果 

大型加振装置を水槽の曳航電車に設置し、作動確認試験を実施した。 

① 同期運転確認 

まず、２つのサーボモータの制御による同期運転を確認した。図 2.4.6-4 に示すように、左右の回

転軸端部の円盤が位相差なく作動していることを確認するため、位相検出センサー（キーエンス㈱製

光ﾌｧｲﾊﾞｰｾﾝｻ ；FU-7F）で計測した。円盤上のある位置がセンサー前方を通過するとパルスを発生す

るので、左右のセンサーから得られるパルスの時系列を比べることにより、同期回転していることが

確認できる。円盤の回転数を 5、60、120rpm(加振周波数 0.083、1、2Hz に対応)に変更して比較した

結果を図 2.4.6.5 に示す。モータ１が右側の上下軸、モータ２が左側の上下軸に対応する。この結果

より、左右のモータの同期運転制御が良好に働いていることを確認できた。 

 
図 2.4.6-4 位相検出センサーによる同期運転確認状況 
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図 2.4.6-6 同期運転の確認結果 

② 加振なしでの曳航試験 

大型加振装置にφ139.8mm の供試円柱を設置し、加振なしで曳航する実験した。加振装置の重量が

2ton 近くあるため、電車での高速曳航時に振動等の問題がないか調査したが、曳航速度 2.8m/secま

で曳航しても特に問題がなかった。これにより、曳航速度は臨界レイノルズ数に対応する領域まで実

験できる見通しを得た。 
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図 2.4.6-7 流体力データ計測の再現性確認 

(3) 今後の課題 

 臨界レイノルズ数領域で、広範囲の加振振幅・周波数変更を行って流体力データを取得するために

は、高周波数で発生する電車の振動対策が必要である。来年度の研究開始直後に必要な振動対策を施

し、臨界レイノルズ数領域での VIV評価コードに必要な流体データを所得する。 
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③ 曳航なしでの加振試験 

 大型加振装置にφ139.8mm の供試円柱を設置した状況で、加振による曳航電車の振動について調査

を行った。この結果、加振振幅 A=100mm（A/D=0.7、D は円柱径で 139.8mm）では 1.6Hz、加振振幅

160mm(A/D=1.14)では 1Hz 以上になると、加振装置を設置している Y 電車の振動が発生した。Y 電車

は X電車から吊り下げているため、加振装置の振動が伝わりやすい構造になっている。したがって、

Y電車自身の振動対策（例えば、X電車への接続部の補強）が必要である。 

④ 加振曳航試験 

φ139.8mm の供試円柱を設置した状況で加振曳航実験を行い、基礎実験結果との整合性を確認した。

電車振動が問題にならない範囲とし、曳航速度 0.6m/sec、加振振幅 40mm(A/D=0.3)の条件で、加振周

波数を最大 1Hz まで変化させた。減衰係数及び付加質量係数の比較を図 2.4.6-7 に示す。今年度実施

した基礎実験結果と比較し、データが再現できることが確認できた。 
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２．５ 数値流体構造解析による VIV 挙動の予測法開発 

 

２．５．１ はじめに 

moving ship 方式において船がパイプを曳航する際、パイプの後流にはカルマン渦が

生じ、その渦に励起されてパイプに Vortex-Induced Vibration（VIV）と呼ばれる振動が

発生することが予想される。この VIV の振動数がパイプの固有振動数に近づくと、共

振を起こしてパイプの振幅が大きくなり疲労破壊するおそれがある。しかしながら、

現在パイプを曳航する船は未建造であり、実際に曳航してパイプの挙動を調べる実験

はできない。したがって、VIV を考慮したパイプの挙動を知るには数値シミュレーシ

ョンが効果的であり、パイプや曳航船の設計への情報提供手段としても有効である。  

一方、moving ship 方式による CO2 の海洋中層隔離放流法において、現在見積もられ

ているスペックのパイプを曳航した際、VIV によるパイプの固有振動の波長は数十メ

ートルのオーダーになると見積もられる。このとき、隣り合う固有振動数が非常に近

いため、VIV を引き起こすとされる周波数領域内に複数の固有振動数が存在する。そ

のため、VIV により振動する曳航パイプは、パイプ全体が 1 つの固有モードで振動す

るとは限らないので、パイプの挙動を時間発展的にシミュレートすることが有効であ

る。  

現在行われている VIV 挙動に関する研究は、大きく 2 つに分けられる。１つは実験

をベースにした手法で、もう１つは数値計算によるシミュレーションである。実験を

ベースにした手法にはモード解析的手法 1,2,3,4)がある。この手法では、流体力をパラ

メータ化し、そのデータベースから流体力がパイプに与えるエネルギーの総和を計算

し、支配的な VIV モードの振幅、振動数を決定するため、長いパイプについての計算

が行えるが、ある単一のモードを仮定しているため、時間や場所とともに振動数が変

化する現象は再現されない。  

数値計算によるシミュレーション手法はパイプ挙動を時間発展的に解くことができ

るが、計算領域がパイプに沿って非常に長い区間になるため、3 次元 CFD で全領域の

流体力を計算しパイプの運動と連成させる手法は計算機の容量、時間的にも現実的に

計算することがほぼ不可能である。したがって、CFD 計算にさまざまな工夫をした手

法が開発されているが、現在のところ現実的な計算容量および時間で計算するにはパ

イプの長さが限られる。この両者を利用した手法も研究されている 5)。この手法では、

実験から求めたデータベースを用いて流体力を決めるのに、ある瞬間のパイプのつり

あい位置からの変位、速度、加速度から振動数と振幅を求めている。しかし、この手

法では、VIV により振動するモードとは異なる振動が重なったときに振幅、振動数、

位相が実際のものと大きく異なってしまい、流体力を正しく再現できない。  

CO2 海洋隔離の曳航パイプの挙動をシミュレートするには、VIV を考慮したパイプ

挙動の時間発展的数値シミュレーション手法と、その手法を用いて曳航パイプの挙動

をシミュレートし、曳航時の VIV 下のパイプ挙動に関する知見を得ることが必要であ

る。そのために、本研究では、以下のような特徴を持つ計算手法を提案することを目
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的とする。  

・ パイプの挙動を時間発展的に計算するため、構造物の計算に FEM 計算を用いる。

これにより、モード解析と異なり、パイプの上方と下方とで異なるモードで振動

したり、それらの重ねあわせにより生じる振動を再現できる。  

・ ある瞬間の振動状態を推定する際に VIV に関係のある振動だけを取り出す。これ

により、VIV に関係のある流体力のみを計算することができる。  

・ 過去から現在までの情報から振動状態を推定することで、VIV の振動数、振幅、

位相を精度よく求めることができる。  

・ 長いパイプに関する計算ができるよう、強制加振したときの流体力をデータベー

スとして、それをもとに流体力を決定する。  

 

２．５．２ 数値計算法 

(1) 計算ツール 

パイプ挙動の時間変化のシミュレーションは、水中線状構造物解析プログラム

LINE3D
6)を用いた。この手法は、幾何学的非線形性を考慮した梁要素による 3 次元有

限要素法で、運動方程式の直接時間積分による解析法に基づく。時間積分に関しては

信頼度の高いニューマーク β 法を用い、繰り返し計算にニュートン法を取り入れて繰

り返し計算の収束性を高め、発散に強くしている。また、このプログラムは水中線状

構造物に特化したもので、大変位小ひずみの仮定により要素の体積変化とこれに伴う

要素の密度変化を無視することで取り扱いを簡略化している。  

CFD 計算は、支配方程式である Navier-Stokes 方程式と連続の式を有限体積法により

離散化し、MAC 法のアルゴリズムで時間発展的に流場を解くことにより､各時間ステ

ップで支配方程式を満足する非定常解を求めた。ベクトル変数は全てデカルト座標系

で定義された成分をもち、速度および圧力は計算格子中心で定義される。その際に、

隣り合う速度場と圧力場のカップリングが弱くなるチェッカーボード不安定を防ぐた

め、Rhie&Chow 法を適用した。空間の離散化には、対流項では 3 次上流差分を、他の

項では 2 次中心差分を用い、時間の離散化には 2 次精度の Crank-Nicholson 法を用いた。 

(2) VIV シミュレーションの概要  

まず、様々な振動数、振幅条件について、各振動数、振幅で一定時間パイプを強制

加振したときの流体力を CFD プログラムで計算する。各条件の計算結果から、パイプ

の速度に比例する成分（起振・減衰力）と加速度に比例する成分（付加質量による慣

性力）の振幅を求め、振動数、振幅にともなって変わる流体力の 2 成分のデータベー

スを作成する。  

流体力を受けて振動するパイプの y 座標（y 軸は水平面内の曳航方向に直行する方

向）を時系列データとしてとり、VIV を生じる振動数領域の振動を取り出し、その振

動数、振幅、位相を求める。求めた振動数、振幅における起振・減衰力の振幅をデー

タベースから求め、現在の位相における VIV による流体力を計算する。VIV 以外の流

体力は、現在のパイプの速度から VIV による振動の速度をひいたものを用いて計算し、
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これらの流体力を線状構造物 FEM プログラムに入力してパイプの挙動を計算する。以

降、y 座標の時系列データを更新して同じ操作を繰り返し、時間発展的にパイプの挙

動を計算する。  
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図 2.5-1 Flow chart of VIV simulation 

 

(3) 強制加振の CFD 

強制加振は、変位の時間変化が (2.5-1)式で表されるような振動をさせた。  

 Y(t)=-Acos(2πf(t-t0))       

 (2.5-1) 

ただし、A は強制加振振動の振幅、f は振動数、t0 は振動開始時刻である。CFD 計算に

より求めた流体力を F(t)とすると、流体力の速度比例成分 FS と、加速度比例成分 FC

は、それぞれ (2.5-2)式、 (2.5-3)式のようにして求めた。  

∫
+

−π=
NTt

tS
dtttftF

NT
F 0

0

))(2sin()(
2

0
     (2.5-2) 

∫
+

−π−=
NTt

tC
dtttftF

NT
F 0

0

))(2cos()(
2

0
     (2.5-3) 

ここで、T は振動の周期、N は、NT の値が計算した時間内におさまるような最大の整

数である。得られた FS と FC とから、起振・減衰力成分 FS を振動数、振幅ごとに分け、

流体力のデータベースを作成した。  

(4) ある瞬間におけるパイプ振動状態の推定  

各 node の時刻 t におけるパイプの振動状態は、過去の y 座標の時系列データから求

める。振動の状態は、node ごとに 2 回の判定を行い、全 node の振動数を求めた後さ

らに近隣の node の振動数から補正して決定する。1 回目の判定では、まず (2.5-4)～

(2.5-6)式を用いて振幅を求める。  
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振動の振幅の大小で判定するにあたり、渦放出がパイプの固有振動数に依存した状

態を選択するため、速度の振幅で判断することで、VIV と無関係な低振動数成分を取

り除いた。すなわち、A i1 fi1 が最大となるときの振動数 f1 を、1 回目の判定結果とする。  

2 回目の判定には、時間に重みをつけた (2.5-7)式、 (2.5-8)式を用いた。  
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ここで α は時間の重みを決める係数である。  

全ての node に対して 2 回の判定をした後、節など特異な値をとりやすい node の振

動数を補正するため、すぐ上 2 つの node の振動数と比較し、5%の許容誤差範囲から

外れる場合に上 2 つの node の振動数を用いて補正する。振動数 f と振幅 A が決まった

ら、 (2.5-9)式、 (2.5-10)式から位相 φ を求める。  

( ) ψ+−π+⎟⎟
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⎞
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π

α
=

f4
arctanψ        (2.5-10) 

(5) データベースを用いた流体力の決定  

 

図 2.5-2 Contour map of non-dimensional amplifying/damping force 

 

y 方向の流体力 Fy は node ごとに、VIV による起振あるいは減衰の流体力 FVIV を図

2.5-2 に示すデータベースの FS から (2.5-11)式を用いて、VIV 以外の振動成分による流
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体抵抗 Fno-VIV をパイプの y 方向速度と抗力係数から (2.5-12)式を用いて求め、その和と

した。  

)2sin( φ+π= ftFF
SVIV

       (2.5-11) 

DVIVnoVIVnoVIVno
DCvvF

−−−

ρ−=
2

1
      (2.5-12) 

ここで、vno-VIV は振幅、振動数、位相から求めた VIV の速度を、パイプの速度から除

いたものである。  

２．５．３ 水槽実験  

(1) 実験の概要  

実験は長さ 2.35m、外径 0.06m の塩化ビニルパイプ内部におもりをつけて、Reynolds

数が 1.5×10
5 となるように速さ 2.5m/s で水槽を曳航し、パイプが VIV により振動する

様子をビデオで撮影した。CO2 海洋中層隔離法では flexible joint で接続したパイプを

曳航するが、本実験では y 方向に関して片持ちで振動するようにした。  

(2) 実験結果  

曳航を始めると、パイプは傾き始めるとともに y 方向に激しく振動し始め、2.5m/s

に達した頃にはパイプに振動の節ができ、2 次モードで振動した。高速度カメラでパ

イプ上方より撮影した画像から、パイプ後面につけた複数の目印の画像上の座標を時

系列にとり、各点の振動の変位を求めた。  

 

0cm

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0 1 2 3 4

time(s)

y-
di
sp
la
c
e
m
e
n
t(
m
)

 

図 2.5-3 Measured y-displacement at bottom end of pipe 

 

各点の y 方向変位の時系列データをフーリエ変換したところ、どの点のパワースペ

クトルも低振動数域と 4.4Hz 付近にピークをもった。つまりこのパイプに生じた 2 次

モードの振動数は 4.4Hz であった。  
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図 2.5-4 Power spectra of y-displacement at bottom end of pipe 

 

２．５．４ 数値シミュレーション  

(1) 計算条件  

振動数の判定は、fmin=3.8Hz から fmax=8.3Hz の範囲で行った。fmax は無次元化すると

Strouhal 数に等しい値で、fmin は 2 次モードの固有振動数を下回る値である。計算はま

ず、Lock-In 状態（流体力の振動がパイプの振動に依存する状態）になるまではカルマ

ン渦放出による流体力が振動の原動力になるとみなし、固定円柱後流にカルマン渦が

生じるときの流体力を Fy として与えた。強制的に流体力を与える時間は、fmin の振動

が N=25 波入るよう 6.7 秒とした。 t<6.7 秒の間を、強制流体力時間とよぶ。ただし、

強制流体力時間の 80%までは、強制的に与える流体力の振動数を 0Hz から 8.3Hz まで

線形に変化させて与え、残りの 20%は 8.3Hz のままで流体力を与えた。  

強制流体力時間終了直後は、様々なモードがパイプの振動に生じている可能性があ

るので、上方の node を参照して振動数を補正する操作は t=8.0 秒から開始した。  

(2) 計算結果  

振動するパイプ全体の様子を図 2.5-5 に示す。振動するパイプの xy 面内の動きをあ

らわしており、パイプは 2 次モードで振動していることがわかる。これは実験と一致

した。また、この振動数は 4.5Hz で、これも実験とほぼ一致した。パイプは、開始か

ら 20 秒ほどで振幅、振動数が２次モードのままほとんど変化しなくなった。  

 

図 2.5-5 Pipe motion trace 
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図 2.5-6 Estimated frequency of pipe vibration 

 

図 2.5-6 は計算開始から強制流体力時間が終了してしばらくの間の、下端から 8 つ

の node において判定した振動数のグラフである。ただし、強制流体力時間の間は判定

を行っていないので、強制的に与えた流体力の振動数を表示した。図 2.5-6 より、強

制流体力時間に 8.3Hz まで振動数を上げて流体力を与えたが、パイプが 4.5Hz のモー

ドで振動を始めたため、各 node とも現在の振動数を約 4.5Hz と推定している。  

一方、図 2.5-7 は推定開始直後から約 10 秒間の、振動の節付近にある node（下端か

ら 0.5m）の y 座標を時系列にグラフにしたものである。図 2.5-7 によると、はじめこ

の node は高振動数と低振動数の振動が重なったように振動していたが、VIV の振動数

として判定した 4.5Hz の流体力のみデータベースから流体力を与え、それ以外の振動

数の振動は抗力係数により減衰させられるため、低振動数の振動がだんだんと収まっ

ているのがわかる。このことから、この計算手法では VIV による振動のみを取り出す

ことができ、それ以外の流体力を VIV から除外して計算することができるということ

が確認された。  

 

図 2.5-7 Time series of y-coordinate at 0.5m from bottom end 

 

次に、推定した振動状態の精度について確認する。振動数については、図 2.5-6 よ

り、強制流体力時間終了直後は与えた流体力の振動数と 2 次モードの振動数が異なる

ため、推定した振動数が激しく変化した。しかし、 t=8 秒から上方の node の振動数に
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よる補正を行ったため、 t=9 秒頃には 1 つの node を除いて約 4.5Hz を現在の振動とし

て読み取っている。また、唯一振動数が激しく変化していた node は、下端から 0.5m

の node で節に近い点であるが、t=10秒頃には補正されて 4.5Hz付近で落ち着いている。 

 

 

図 2.5-8 Vpipe and VVIV 

 

推定した振動数、振幅、位相が実際の振動と精度よくあっていることは、図 2.5-8

より確認される。図 2.5-8 は、パイプの y 方向速度 Vpipe の時系列データと、振動推定

により得られた振動数、振幅、位相から求めた VIV 振動の速度 VVIV を重ねて表示した

ものである。この時間においては、VIV による振動以外の振動はほぼ全て減衰してい

るので、両者はほぼ一致する。したがって、本計算手法において振動推定は精度よく

行われていることが確認できる。  

つづいて、実験結果との比較により、本計算手法による VIV シミュレーションの検

証をおこなう。実験で支配的に生じた振動は 2 次モードであり、その振動数は 4.4Hz

であった。本計算結果では、パイプの振動は 2 次モードが支配的で、その振動数は 4.5Hz

であり、実験のパイプとほぼ一致した。 一方、実験にて画像解析を行った各点の y

座標の時系列変化と比較すると、実験では低い振動数に 2 次モードの高い振動数成分

の振動が乗っていたが、計算では 2 次モードの振動のみが生じた。これは、計算では

VIV 以外の振動に対しては減衰力が働くため 2 次モード以外の振動が減衰してしまう

ためである。そこで 2 次モードの振幅のみに着目すると、パイプ下端の振幅で比べて、

実験で観察された 2 次モードの振幅は 6.0×10
-3

m であったのに対し、計算では 9.3×10
-2

m

であった。  

(3) 考察  

根元が完全な片持ちでない部分をやわらかい要素で表現したが、これは実際より振

幅を大きくする効果があると考え、やわらかい要素を外して計算した。その結果、下

端の振幅は 7.5×10
-2

m になった。また、実験ではパイプ内部におもりを入れたが、お

もりは完全にパイプに密着しているわけではないので、パイプが流体力から受けたエ

ネルギーが、パイプ内壁とおもりの衝突やおもりと流体の摩擦などに使われ、パイプ

の振動にとって減衰力として働く。この効果を臨界減衰における減衰力として、根元
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のぐらつきモデルもはずして計算したところ、振幅は 4.9×10
-2

m になった。  

抵抗力の原因のほかに、手法自体にも原因はあげられる。実験でパイプの振動は 2

次モードの振動をしながら低振動数の振動（揺れ）を伴っていたのに対し、計算では

2 次モードのみが発生した。つまり、計算では流体力から受け取るエネルギーが全て 2

次モードに使われるが、実際には他モードの振動エネルギーにも分散している。しか

しこの計算手法では、現在の振動数を推定すると、その振動数のみで流体力を与える

ので、あるモードで振動している場合は他の外力（パイプの別の場所で異なる振動数

の振動がおこなわれたときの構造力など）が働かない限り、そのモード以外の振動を

生じることはない。したがって、この計算手法では、流体力によるエネルギーが 1 つ

のモードばかりに集中し、実際よりも 1 つのモードの振幅を過大に評価しやすい。  

また、今回実験を行った Reynolds 数は 1.5×10
5 であり、直立固定円柱後ろの流れが

乱流化して CD の値が激変する Reynolds 数である 3×10
5 に近い。このため、実験で乱

流化が生じて Fy も下がった可能性がある。また、今回 CFD 計算をほぼ 2 次元平面内

に近い格子で計算したため、渦の 3 次元性による影響が含まれなかったことも、両者

の振幅が合わなかった原因としてあげられる。  

 

２．５．５ 結論  

本研究では、moving ship 方式による CO2 海洋中層隔離法にて曳航されるパイプの

VIV による振動のシミュレーションを行うために、以下のような特徴を持った計算手

法を提案した。①構造物の計算に FEM 計算を用いることで、パイプ挙動を時間発展的

にシミュレートできる。これにより、パイプの上方と下方とで異なる振動数で振動す

るパイプの VIV を計算できる。②振動するパイプまわりの流場はパイプの振動に依存

するという特色を考慮して、VIV に関係のある振動だけを取り出し、VIV による流体

力を考慮した計算ができる。③過去から現在までの情報からある瞬間の振動状態を推

定する手法により、VIV の振動数、振幅、位相を精度よく求めることができる。④強

制加振したときの流体力をデータベース化し、それをもとに流体力を決定する手法を

用いることにより、長いパイプの計算ができる。この計算手法を用いて実験ケースの

VIV シミュレーションを行い、上記特徴のうち②と③について検証された。また、生

じる VIV の振動数とモードは正しく再現できることが検証された。今後は、この手法

を実際の海洋中層放流法のパイプに適応し、VIV の可能性について調べる予定である。 
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第３章 液体 CO2 送り込み技術開発 

 

３．１ 送り込み開始及び終了時の CO2 放出パイプ内ガス置換手法の検討  

 

３．１．１ 目的  

Moving ship 形式での海洋中層への CO2 放流技術では、2,000m 級の長尺パイプライ

ンを使用して、海洋中層に液体 CO2 を送り込む技術の開発が必要である。そこで、本

年度は実機における液体 CO2 送り込み開始～定常放流～停止プロセスを検討した。 

 

３．１．２ 送り込み開始及び停止プロセスに関する検討  

(1) 送り込み・停止プロセスに関する問題点 

鉛直に降ろしたパイプを使用して液体 CO2 を海洋中層に送り込む技術・手順に関し

ては、液体ガスを陸上のパイプ輸送する方法（液化天然ガス輸送等）を参考にするこ

とができると思われる。しかし、陸上で水平方向に設置するパイプとは、以下の点で

異なる。 

① 圧力条件 

鉛直に降ろしたパイプでは、周囲海水圧が鉛直方向に変化していくため、パイプ

の入口と出口の周囲圧力条件が異なる。パイプ内も、液体 CO2 自重により鉛直方向

に内圧が増加していく。液体 CO2 密度は海水密度に近いため、パイプ入口で CO2 を

液相に保つように加圧するには、パイプ出口部にその加圧条件に応じた背圧を立

てる必要（背圧弁の設置）がある。このような圧力条件を考慮した、送り込み開

始手順・終了手順を検討する必要がある。 

② 温度条件 

海水温度が鉛直方向に変化する（水深が深くなるほど水温が下がる）が、長尺の

パイプに対し防熱処理を行うことは困難であり、パイプ内部も、上部と下部での

温度条件が異なる。 

③ 海水または湿潤空気の払い出し 

実機 2,000m 級長さのパイプを敷設する方法としては、一定の長さのパイプを海中

に降ろしながら次々と接続（石油掘削のライザー管設置と同じ）していく方法が

現実的なものと考えられる。したがって、そのような接合作業においては、パイ

プ内に海水、または少なくても湿潤空気が侵入する可能性は否定できない。した

がって、ハイドレート生成防止等の観点からは、配管をドライな状態にしてから

CO2 送り込みを開始する必要がある。勿論、陸上の配管においても、乾燥空気等を

使用したドライアップが実施されているが、本方式では、上記①に示したように、

パイプ出口部に背圧を設けるための装置がある点に留意する必要がある。例えば、

乾燥空気や N2 ガスを使用したドライアップでは、出口海水圧以上での押し込みが

必要になる。このように、送り込み開始段階において、陸上パイプラインに対し



ては不要な装置や手順を、本方式の為に特別に検討する必要がある。 次に、曳

航パイプのメンテナンス等でパイプを撤収する際には、パイプ内に残された CO2

をパージする作業が必要であり、その方法についても検討する必要がある。 

(2) 放流パイプサイズの検討 

まず、液体 CO2 の送り込みの観点から必要なパイプサイズの検討を行った。この検

討は、送り込み開始段階で、例えば、乾燥空気や N2 ガスを使用したドライアップを行

う場合、どの程度の規模の設備やガスが必要になるかを推定するという観点でも重要

である。 

・ 送り込み条件としては、流量 100kg/sec、放流深度 2,500m 程度と仮定する。 

・ 出口部に背圧弁を設置することなども考え、送り込み開始段階で海水が侵入しな

いようにパイプ接続をしていくこととすると、設置完了後のパイプ内圧力は大気

圧、外部は深海圧であり、パイプ肉厚はこれに耐えうるものとする。 

流量 100kg/sec に対し、パイプ内の限界流速を 4m/sec とすると、パイプ内径はφ0.18m

となる。これに対し、水深 2,500～3,500m 程度の外圧に耐えうるパイプ肉厚は、表

3.1.2-1 のようになる。 

表 3.1.2-1 パイプ肉厚の推定 

水深 内径 肉厚t 外径
m mm mm mm

2500 180 8.3 196.7
3000 180 8.9 197.7
3500 180 9.4 198.7  

本推定は次のように実施した。 

外圧を受ける薄肉円筒の圧潰圧力 p
cr
は 

円筒長さ＞4.90 r (r/t)0.5 の場合、 

p
cr　

= 
E

4(1-ν2)
(t/r)3 p

cr　
= 

E

4(1-ν2)
(t/r)3 

       (3.1) 

ここに、r :円筒の内半径,t:肉厚,E:ヤング率,ν:ポアソン比 

（機会学会便覧等） 

これに対し、パイプは一般鋼管材料と仮定し、安全率 1.5 で必要肉厚を推定した。 

r

t

p  
図 3.1.2-1 パイプ寸法等 

従って、水深 2,500～3,500 m の耐圧条件から内径φ0.18m の場合、外径φ0.2m (肉

厚 10 mm)程度が必要となる。 

次に、このようなパイプを水深 2,500m、曳航速度 3m/sec で曳航する場合の傾斜角
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度、必要長さを推定した。この推定では、２．３節で報告した傾斜パイプの抵抗計測

結果を使用した。結果を図 3.1.2-2 に示す。 
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図 3.1.2-2  2,500m 水深放流でのパイプ傾斜・必要長さ 

この推定から、曳航速度 3 m/s では、 

・曳航パイプの傾斜角度；約 26deg. 

・水深 2,500 m での放流に必要なパイプ長さ;約 2,800m 

になる。ただし、パイプ傾斜や必要長さの推定には VIV による抵抗増加の可能性や、

VIV に対するパイプ強度確保のためのパイプ肉厚等の検討が必要であり、そのために

は、VIV 影響評価法の確立が必要である。 

 

(3) 送り込み開始前パイプ内状況と LCO2 直接注入による問題点 

送り込み開始前の段階で、曳航パイプ内は大気圧の湿潤な空気で満たされていると

する。ここに液体 CO２を直接送り込むと、配管内で CO２が気化し、気化熱を奪ってド

ライアイス生成を生成する可能性がある。そのため、液体 CO2 送り込み前にパイプ内

与圧が必要であるが、湿潤空気を残したままであれば、液体 CO2 と湿潤空気の界面で

水分凍結やハイドレート生成によるパイプ閉塞の可能性がある。したがって、送り込

み手順としては、①送り込み開始前にパイプ内湿潤空気をパージし、②パイプ内与圧

を行う必要がある。しかし、曳航パイプの上部から置換媒体を押し込み、下端部の放

出口から湿潤空気をパージ・与圧するには、表 3.1.2-2 に示すような問題がある。 

 

表 3.1.2-2 液体 CO2 への置換媒体と考えうる問題点 

プラグ回収が困難プラグ（PIG)

・完全な置換が困難

・多量のガスが毎回必要

・LCO
2
の気化の恐れあり

N2ガス

乾燥空気
湿潤空気

問題点LCO
２
への置換媒体開始前パイプ内

プラグ回収が困難プラグ（PIG)

・完全な置換が困難

・多量のガスが毎回必要

・LCO
2
の気化の恐れあり

N2ガス

乾燥空気
湿潤空気

問題点LCO
２
への置換媒体開始前パイプ内

 
 

例えば、N2 ガスを使用して、曳航パイプの下端部出口より湿潤空気パージを行うこと
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を考えた場合、N2 ガスの押し込み圧として、38MPa 程度必要（出口海水圧;28MPa 程度

＋背圧弁開放圧；5～10MPa 程度）が必要である。使用する N2 ガスを高圧シリンダ方式

（国内製品ベースで、貯蔵圧 20MPa）で貯蔵・搬送し、現場にて高圧ポンプ等で加圧

して使用するとしても、その必要量は概算で次のようになる。  

必要 N2 ガス容量(m3) = (パイプ内体積;71m3)×（押し込み圧；38MPa）÷貯蔵圧(20MPa) 

                    = 135 m3 

このような N2 ガスを送り込み開始前に毎回使用することになると、必要量は膨大とな

り、また、高圧ポンプで加圧する動力に伴い、副次的 CO2 が発生することとなる。 

(4) 送り込み方法のアイデア（補助ラインの設置） 

 送り込み開始段階で、パイプ内の湿潤空気をパイプ下端部からパージする方法は置

換方法の不確実さがある。そこで、図 3.1.2-3 のアイデアを創出した。 

 

図 3.1.2-3 液体 CO2 送り込み開始時のパイプ内流体置換法 

 

本方式は、放流パイプ内に細管（例えば 1 ｲﾝﾁ径程度のｺｲﾙｽﾁｰﾙﾁｭｰﾌﾞ）を挿入し、パ

イプ内流体を下から上に向けてパージした後、液化 CO2 に置換する方法である。本方

式による送り込み開始手順のイメージを図 3.1.2-4 に示す。 

まず、手順①では、補助ラインにより N2 ガスまたは、乾燥空気を曳航パイプ内に送

り込む。湿潤空気はパイプ上層部分から大気開放してパージする。ただし、湿潤空気

は N2 ガスよりも密度が高いため、下層から充填しても完全なパージはできない可能性

がある。このような場合、真空ポンプにより強制排気する方法もオプションとして可

能と考えられる。 

そこで、手順②で CO2 ガスを補助ラインから充填していく。CO2 ガスは下層から曳航

パイプ内に充満していくと思われるので、湿潤空気・N2 ガス（または乾燥空気）の混

合ガスは上部からパージできると考えられる。パージしたガスを回収し、加熱等の方

法で乾燥させれば、次のパージ用ガスとして再利用することが可能である。 
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手順① 湿潤空気のパージ  手順② N2、乾燥空気のパージ  手順③ CO2 ガスによる

（大気開放）          （回収も可能）       パイプ内与圧     

 

            

            
手順④ 液体 CO2 送り込み開始   手順⑤ 液体 CO2 放流開始 

図 3.1.2-4 曳航パイプ内への液体 CO2 送り込み手順のイメージ 

 

手順③として、まず、上部のパージガスを分析し、CO2 ガスの濃度が充分に高いと判

断できれば、ガス CO2 の送り込みを続けながら、上部のパージバルブを閉鎖する。す

ると、パイプ内の CO2 ガス圧が高まり、パイプ内の与圧が開始される。 

手順④では、与圧を行うことにより、ドライアイス生成の危険がなくなったパイプ

ラインに液体 CO2 の送り込みを開始する。最初の段階では、液 CO2 がガス化する可能性

があるが、送り込みを継続している間にパイプ内圧がさらに高くなり、次第に液 CO2

に相変化していくと考えられる。背圧弁の開放圧は、パイプ上層部の海水温において

も液化を保つように設定（約 8MPa 程度）しているので、パイプ内が全て液 CO2 に置き

換わった時点で、海水中への放流が開始される（手順⑤） この方式の特徴は、以下
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のように考えられる。 

① 細い充填用パイプが使用できる。これにより、充填は小流量で可、送り込みの動

力も小さい、設置が容易、内部パイプだけの引き上げも可能。 

② 補助ラインが曳航パイプに保護されており、外圧や曳航時の流体力の影響がない。 

③ ガスパージに、N2 ガス、乾燥空気を繰り返し使用できる可能性がある。 

 

(5) パイプ内 CO2 のパージに関する検討 

 曳航パイプをメンテナンス等の理由から、Moving ship デッキに回収する場合を考

えたとき、まず、パイプ内に残された液体 CO2 (内圧が約 8MPa,容積が約 71m3)をパー

ジする必要がある。しかし、海洋中層に N2 ガス等でパージしようとすれば、送り込み

開始と同様の問題が発生する。また、上層部から大気開放しようとすると、そこで、

ドライアイスが生成し、パージ部閉閉塞が懸念される。そこで、図 3.1.2-5 に示すよ

うに、補助ライン出口を液体 CO2 輸送用の大型タンクに接続し、その内部に放出する

ことを考えた。通常の場合、液体 CO2タンクは放流完了後でも、次回の CO2 輸送船から

の CO2充填に備え、必ず、ガス与圧(2MPa 程度)を残すようになっている。この内部に

パイプ内残留 CO2 を放出すれば、ドライアイス生成の危険は回避できる。 

ただし、この方式では、パイプ内圧をタンク圧まで下げることができるが、その後

の残留 CO2 を全てタンク内に回収することはできない。タンク内圧と同等の圧力まで

パイプ内圧を下げると、周囲海水温度からパイプ内 CO2 は全てガス化すると考えられ

るので、その後は、上層部のベントバルブを開放することが可能となる。 CO2 ガスが

大気開放し、大気圧まで下がれば、パイプ回収作業が可能となると考えられる。 

   

図 3.1.2-5 曳航パイプ内の液体 CO2 パージのイメージ 

 今後は、上記の送り込み開始・終了に関する、本アイデアの実現性を確認するため

に、産業技術総合研究所と共同で、送り込み開始・終了時のパイプ内ガス置換方法の

実験的検討を行う予定である。 
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図 3.1.3-1 置換用細管噴出口の向き  

 

 

図 3.1.3-2 ミスト発生器  
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３．１．３ 予備試験と今後の課題 

 

前項までの検討に基づき，本年度はアクリル管と CO2ガスを用いた簡単な試験を実施し

た．CO2送込み管内径 : 180mm，送込み管長さ : 2800m，所要時間 : 10hours とし，一定流

量で CO2を送込むとすると，管内流れの Re 数は 1700 である．まず，図 3.1.3-1 に示す２

通りの炭酸導入方法について検討した．一方は送込み管の壁面近くに下向きにガス置換用

細管を配置して下向きに CO2ガスを噴出す方法で，他方はガス置換用細管を送込み管下部

で曲げて，送込み管中心下部から鉛直上向きに CO2ガスを噴出す方法である．試験では図

3.1.3-2に示すように CO2ガスボンベの出口に MEMSを利用した最新の電子流量計を設置

して流量を監視しながら CO2 ガスをミスト発生器に送込み，純水のミストを含んだ CO2

ガスをノズル (ガス置換用細管 )からアクリル管 (送込み管 )内に噴出させた．この試験ではア

クリル管の内径を 16，26，34，44，92mm とし，ノズル径を外径 1/4inch 内径約 4mm と

して，ガス流量を最大 20ℓ/min(Re<1500)とした．なお，ミスト発生器は鹿児島工業高等

専門学校より借り受けて使用した．  

 



 

 目視による簡易試験の結果，前者の方法の場合，図中赤い矢印で示すような流れが生

じ，結果的に水ミストを含まない空気が管内に多く残留し続けた．一方，後者の方式の場

合，よどみ域などが特に見られなかった．そのため，CO2 ガスを噴出す方法としてはガス

を送込み管中心下部から鉛直上向きに噴出させるほうが好ましいと考えられる．なお，こ

の試験では，ガス噴出ノズル内径が小さいためミストがノズルから噴出する前にノズル管

壁またはそれより上流で液滴を形成し，アクリル管内に噴出する CO2 ガス中に含まれるミ

スト量が少なく，PIV などの方法で流れを測定することができなかった．工夫の余地は若

干残されており，来年度以降，改めて測定を試みる予定である．  

次に，管内での CO2 ガスと空気の置換流れの様子を調べるため，内径 34mm のアクリ

ル管を用い，ミスト発生器出口 (25mm)から直接ミストと CO2 ガスをアクリル管内に噴出

させる試験を行った (図 3.1.3-3)．試験では YAG(2)レーザー，メガピクセルカメラ (30Hz)

を用い，PIV 計測を試みた．測定では CO2 ガス及びミストの流入部から 80cm 下流の位置

を撮影した．本試験でもミスト発生量がやや少ないこと，アクリル管での乱反射による画

像ノイズが大きいことから，満足な PIV 測定結果は得られていない．しかし，定性的な様

子を理解するには十分である．  

本試験の目的は管内の空気と CO2 ガスの接触部での流れの様子から，置換自体が成立す

るか否かを確認することである．  

 

  

図  3.1.3-3 実験装置  

 

撮影した画像の一例を図 3.1.3-4 に示した．輝度が飽和している部分はアクリルによる

光源の反射によるノイズである．図 3.1.3-4 は CO2 ガス吹込みによる上昇流が観察位置に

到達した瞬間の画像である．CO2 ガスは管壁側からまず上方に到達しており，管壁側から

中央へ巻き込むような流れの存在が考えられる．図 3.1.3-5 には CO2 ガスを一定流量で送

込み続けた場合の流れ場の PIV 解析の一例を示した．ノイズの影響が小さい部分では概ね
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上向きに流れていること，乱れが強いことなどがわかる．ただし流れの３次元性が強いと

考えられ，2 次元的な測定には限界があることもわかる．来年度以降は反射，屈折の影響

を排除し，ステレオ撮影するなどの工夫が必要である．また，粒子として用いたミストの

流れへの追従性にも問題があると考えられるため，ドラフトとオイルミストの使用などが

考えられる．  

 

   

図 3.1.3-4 CO2 ガス置換開始時           図 3.1.3-5 CO2 ガス置換中の流れ  

 

 

来年度以降はこの異種流体接触部での混合促進状態を詳細に測定するなどし，どの程度

の空気が CO2 ガスに巻き込まれるか，置換用の CO2 ガスをどの程度放出すれば管内の空

気が十分に排除されうるかを評価することが重要である．  
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第４章 希釈挙動観測 

 

４.１ 沖縄トラフ海域における CO2 液滴観察 

 

４．１．１ 目的 

海洋に CO2 を隔離した場合に起こりうる環境影響を予測し，影響評価手法を構築するた

めには，実際の海洋において小規模な CO2 注入現場実験を行うことが最も効果的である (1）。

しかし，環境影響に関する知識が極めて乏しい現状においては，海洋を用いた CO2 注入実

験に対し，国際的・社会的な合意を獲得することは困難である。 

一方，海洋では天然の状態で CO2 が放出されており，この現象は活動的な海底地殻で起

こっている海底熱水活動域で発見された。熱水中にはマグマ起源の CO2 が高濃度に含まれ

ており，熱水噴出孔から放出された後は，高 CO2 濃度・低 pH の熱水プルームとして深層水

中に拡散するという現象が繰り広げられている。特に沖縄トラフを含む南西諸島海域では，

熱水活動由来の液体 CO2 が噴出している世界でも例を見ない場所である。この海域の熱水

活動域は水深 1500m 程度に存在しているので，噴出した液体 CO2 は液滴となって浮上する

と考えられる。しかし，沖縄トラフ海域の海表面で CO2 気泡の発生は確認されておらず，

浮上の過程で徐々に溶解し，やがては消失していると考えられる。また，浮上する CO2 液

滴の近傍では，溶解した CO2 によって高 CO2 濃度・低 pH の環境が発生していることが予想

されるため，海底熱水活動域における液体 CO2 の挙動観測は，CO2 海洋隔離の環境影響評

価のケーススタディの場として最適である。 

このような背景から本技術開発研究では，沖縄トラフにいくつか存在する液体 CO2 噴出

を伴う熱水地帯の一つである鳩間海丘において，海洋中での CO2 液滴の挙動観察を目的と

して，以下の項目についての観測を計画した。 

1. 有索無人潜水調査船（ROV）を用いて，浮上する CO2 液滴を追跡しつつビデオカメラに

よってその形状変化を観察・記録する。 

2. CO2 液滴追跡中に pH/pCO2 センサや CTD を CO2 液滴の近傍に近づけて海水中の pH/pCO2

や密度変動を現場計測する。 

3. 超音波三次元流速計を液体 CO2 噴出地帯に係留して流向・流速を計測する。 

 

４.１.２ 方法 

(1)調査海域 

沖縄トラフ海域の南西部，西表島の北方約 50km に位置する鳩間海丘（図 4.1.2-1）は，

カルデラ最深部の水深は 1520m，カルデラ底部の直径は約 400m，外輪山との比高は約 120m， 



南東側に開口部を持った馬蹄形のカルデラ地形をしており，熱水活動地帯はカルデラ底

部のほぼ中央に存在している。300℃以上の熱水を勢いよく放出している高さ 20ｍを超え

る巨大な熱水噴出孔（ビックチムニー）を中心に， 熱水の温度が 200〜30℃の熱水噴出孔

や生物コロニーから成る熱水噴出地帯が広範囲に存在している (2),(3)。CO2 液滴の噴出は，

これらの熱水噴出地帯のいくつかで確認されている。なお，この海域の CO2 液滴中には，

95〜98％の CO2，2〜3％の硫化水素が含まれていることが確認されており (4)，熱水中に含

まれる化学成分がマグマ起源であることから，これらの気体の他にメタン，ヘリウムなど

の気体が微量に含まれていると考えられる。 

図 4.1.2-1 調査海域 

 

(2)観測機器 

(a)有索無人潜水調査船（ROV） 

ROV は新日本海事株式会社所

有の「はくよう 2000」を使用し

た。「はくよう 2000」および ROV

母船「新竜丸」とそれぞれの仕

様を図 4.1.2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

                 図 4.1.2-2 観測に使用した ROV および母船とその仕様 

Sonar 　MS 900, 675kHz, 0.5m～150m

　SIMRAD 1324 SIT B&W with wide angle lens

　DSP&L SC6500 color CCD with 18x zoom

　Outland Technology P&T dome B&W

　Osprey 35mm still, 200frames

　Two 500watts variable floodlights

　Two 250watts variable floodlights

　Two 150watts variable floodlights

　Two 70watts HID lights, (optional)

　Dual Laser pointer

Depth sensor 　Digiquartz pressur transducer, ±0.05% accracy

Altitude sensor 　Bathymetric sensor, (optional)
Temperature 　Bathymetric sensor, (optional)

Heading sensor 　Fluxgate compass, ±1 deg. Accuracy

Auto function 　Auto heading, auto depth, auto lateral

　Responder/transponder, emergency transponder,

　strobe beacon, VHF radio beacon

Lighting

Tracking system

仕　　　　　　　　　　　　様

Video Cameras
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鳩間海丘

船舶所有者 　新 日 本 海 事 株 式 会 社
総屯数/国際屯数 　６９９屯/９９９屯

全　　　　長 　６０．８６ｍ
幅 　１１．８０ｍ

深　　　　さ 　５．４５ｍ
船　　　　級 　NK
航行区域 　遠洋区域（国際航海）
船　籍　港 　東京都

連続航海距離 　１１，８００マイル
　最高速力　１４．２５ノット
　巡航速力　１３ノット

燃料タンク 　５６５ｍ³
清水タンク 　２１８屯（造水装置７屯/日）

　５０名　乗員８名、その他４２名
　１人部屋×４　２人部屋×１５
　４人部屋×２　８人部屋×１

速　　　　力

定　　　　員
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(b)現場計測機器 

・pH/pCO2 センサ 

pH センサは，pH 電極として半導体素子であるイオン感応性電界効果型トランジスター

（ISFET）を，参照電極として海水の主成分である塩化物イオンに感知する塩化物イオン選

択性電極(CL-ISE)を用いている。pH センサの測定精度は±0.005pH，応答速度は 1 秒以下

である (5）。実際の計測の際しては，海水ベースの標準液である TRIS（pH8.089）と AMP

（pH6.786）を用いて，計測の前後（投入前と回収後）に pH の校正を行い，現場計測の時

間間隔は１０秒毎とした。pCO2 センサは， pH センサの pH 電極部を内部液で満たしたガ

ス透過性膜で封止したもので，膜を透過してくる二酸化炭素を内部液の pH 変化として測定

する (6）。現場計測の時間間隔は１０秒毎とした。また，pCO2 に関しては，今回の観測では

校正は行っておらず，観測値はデータロガのカウント値をそのまま示すこととした。図

4.1.2-3 に今回の観測で使用した pH/pCO2 センサを示す。 

図 4.1.2-3 観測で使用した pH/pCO2 センサ 

 

・Micro CTD 

米国 FSI 社製の Micro CTD は，電気伝導度（塩分），水温，圧力（水深）を現場計測す

る内蔵記録型の観測機器で，1M バイトの RAM メモリー

に約 4 万データ記録できる。Micro CTD の仕様は以下

の通りである（図 4.1.2-4）。 

圧力：最大圧力 7000db，測定精度±10dB，分解能 0.1dB，

応答速度 25m 秒 

水温：測定範囲 -2〜 32℃， 測定精度± 0.005℃，    

分解能 0.001℃，応答速度 150m 秒 

電 気 伝 導 度 ： 測 定 精 度 ± 0.005mmfo/cm ，       

分解能 0.001mmho/cm，応答速度 10m 秒       図 4.1.2-4  Micro CTD 

pH/pCO2
電子回路基盤

リチウムバッテ

リー
pHセンサ

pCO2センサ

pH/pCO2
電子回路基盤

リチウムバッテ

リー
pHセンサ

pCO2センサ
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(c)採水器 

・ニスキン型採水器 

米国 Ocean Equipment 社の 1.2 リットルニスキン型採水器を

用いた（図 4.1.2-5）。1〜2 本の採水器を角形 CO2 液滴観察ボッ

クス（後述）の上部あるいは，ROV 前上部に取り付け，希望の

場所で ROV のマニュピレータを用いて採水器を作動させて採水

を行った。                      図 4.1.2-5 ニスキン型採水器 

 

・バキューム式採水器 

300ml容の Swegelok製試料採取容器の両端に高温用ボー

ルバルブをそれぞれ取り付けたものである（図 4.1.2-6）。使

用に際しては，あらかじめ容器内を真空引きし，希望の場所

で ROV のマニュピレータを用いてボールバルブを開いて試料

を容器内に吸引し，再度ボールバルブを閉めて採水を完了す

る。この採水器は CO2 液滴近傍の海水のピンポイント採水が

可能であり，試料中に液体 CO2 が含まれていても内圧を保持

したまま回収することができる。            図 4.1.2-6 バキューム式採水器 

 

(d)流向・流速観測機器 

・ADCP（音響ドップラー多層流速計） 

ADCP は，水中に超音波を発信して、ドップラー変調を受けた海水

中のプランクトンや懸濁物質からの反射音の周波数を解析すること

により、3 次元の流速分布を同時計測する装置である。今回の観測

では米国 RD 社製のワークホース ADCP（Sentinel）を用いた（図

4.1.2-7）。ADCP の測定レンジは 175ｍ，測定精度は±6.1cm/秒，分

解能は 1mm/秒である。                     図 4.1.2-7  ADCP 

 

・3D-ACM（三次元超音波流速計） 

超音波流速計は、二対の送受波機 A と B の間で A から B を超

音波が伝播するのに要する時間と、反対に B から A を伝播する

のに要する時間の差は超音波伝播線上の平均流速に比例する原

理を応用した観測装置である。今回の観測では米国 FSI 社製

3D-ACM を用いた（図 4.1.2-8）。3D-ACM の各測定項目の仕様は

以下の通りである。                      図 4.1.2-8 3D-ACM 
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流速：測定範囲 0～±300cm/sec, 精度±1cm/sec, 分解能 0.1cm/sec, 応答速度 0.1 秒 

方位：測定範囲 0～360°, 精度±1.0°, 分解能 0.1°, 応答速度 0.1 秒 

傾斜角：測定範囲±20°, 精度±0.2°, 分解能 0.01°, 応答速度 0.1 秒 

水温：測定範囲-2～35℃, 精度±0.05℃, 分解能 0.01℃, 応答速度 5 秒 

 

(3) CO2 液滴観察ボックスおよび液体 CO2 トラップ 

海洋における液体 CO2 の挙動を観察する場合，

浮上している CO2 液滴を自然の状態で追跡・観察

することが理想的である。しかし，浮上する CO2

液滴は，場の海水流動の影響を大きく受けるため

に一定の方向に浮上することはなく，不規則な動

きをしながら浮上していく。今回の観測航海に先

立って実施した予備的な CO2 液滴追跡試験におい

て，このような動きをする CO2 液滴を長時間にわ

たって追跡することは，ROV の操作上，極めて困

難であることがわかった。このことから，今回の

観測航海では，浮上する CO2 液滴の形状変化の観

察を容易にするため，CO2 液滴観察ボックス（図

4.1.2-9）としてアクリル製の角柱（角型：30×30cm，

高さ 120cm，厚さ１cm）あるいは円筒（大：内径

20cm，高さ 100cm および，小：内径 10cm，高さ 100cm）を ROV の前面に取り付け，容器内

に CO2 液滴を保持するように ROV を操作しつつ追跡・観察することとした。 

また， CO2 液滴の容量を計測するため 10ml 容および 20ml

容の 2 種類の円錐液量計を取り付けた液体 CO2 トラップを用

意した（図 4.1.2-10）。噴出直後の液体 CO2 を液体 CO2 トラ

ップの液量計に捕獲して CO2 液滴の容量を計測するとともに，

捕獲したままの状態で海面まで ROV を浮上させ，深度変化（圧

力変化）に伴う液体 CO2 の状態変化を観察した。 

 

図 4.1.2-10 液体 CO2 トラップ 

(4) 流向・流速計の設置 

ADCP は鳩間海丘の熱水活動地帯のほぼ中央部の海底に ROV を用いて設置した（24°

51.5640’N，123°50.4723’E，水深：約 1531ｍ）。ADCP の観測設定は，計測間隔は 30 秒

毎，計測層は第 1 層が測器上 4.23m 層，以降 2m 間隔で 60 層（海底上 120m まで）計測す

るように設定した。計測項目は水平流速・流向，鉛直流速，水深，水温で，計測時間は 8

図 4.1.2-9 CO2 液滴観察ボックス 

角型(左)、円筒（右）
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月 8 日〜8 月 16 日の 8 日間である。 

２台の 3D-ACM から成る全長約 190m の係留系（図 4.1.2-11）を船上から投入して馬蹄形

の開口部に設置した。下層の流速計は海底からロープ長で 40ｍ（水深 1490ｍ），上層の流

速計は海底からロープ長で 150ｍ（水深 1380ｍ）に設置した（24°51.1886’N，123°50.5037’

E，水深：約 1527ｍ）。流速計の観測設定は，計測間隔は 30 秒毎，計測項目は東西・南北

成分の流速・流向，鉛直流速，水温および深度（3D-ACM に別途取り付けた深度計による）

で，計測時間は 8 月 9 日〜8 月 14 日の 5 日間である。 

それぞれの流向・流速計の設置場所を図 4.1.2-12 に示す。 

図 4.1.2-11 係留系のレイアウト     図 4.1.2-12 流向・流速計の設置場所 

 

４.１.３ 観測結果 

(1)浮上 CO2 液滴の追跡観測日程 

今回の観測航海では，台風 13 号（8 月 13 日）および台風 15 号（8 月 17 日）の直撃に

よる荒天待機と ROV のマシントラブルおよび修復作業の中，のべ 5.5 日間の観測で 8 回の

潜航を行い，41 回の浮上 CO2 液滴の追跡観察を実施した。表 4.1.3-1 に観測日程を示す。 

表 4.1.3-1 観測日程 

流速計係留系

CO
2
液滴挙動観察・採水等

8月

　ADCP

　3D-ACM

22212019181716151413121110987

流速計係留系

CO
2
液滴挙動観察・採水等

8月

　ADCP

　3D-ACM

22212019181716151413121110987

 

Design of  mooring system in OKINAWA [HATOMA]  2004

Mooring of Current meter 

A

Total Length

267 m Single BENTHOS buoy(17in) -24.70

Bouy Frame 1.74
SUSφ16mm Shackle 0.39

20 φ20mm　Neutral　Rope 0.20

SUS Swivel 1.13

1 Trple BENTHOS buoy(17in) -74.10

Bouy Frame 12.18

SUS Swivel 1.13

10 φ12mm　Nylon　Rope　 0.35

SUS Swivel 1.13

No.3 Depth SUSφ16mm Shackle 0.39

1163.2 1 FSI-3DACM  (current ,T) 10.44

item

Temperature

SUSφ16mm Shackle 0.39

Pressure(Depth) 100 φ12mm　Nylon　Rope　 1.70 50ｍ、20ｍ

SUS Swivel 1.13

1 Trple BENTHOS buoy(17in) -49.40

Bouy Frame 12.18

SUS Swivel 1.13

10 φ12mm　Nylon　Rope　 0.35

SUS Swivel 1.13

SUSφ16mm Shackle 0.39

No.2 Depth 1 FSI-3DACM  (current ,T) 10.44

1275.2

item

Temperature SUSφ16mm Shackle 0.39

100 φ12mm　Nylon　Rope　 1.70 50ｍ、20ｍ

Pressure(Depth)

SUS Swivel 1.13

1 Trple BENTHOS buoy(17in) -49.40

Bouy Frame 9.57

SUS Swivel 1.13

10 φ12mm　Nylon　Rope　 0.35

SUS Swivel 1.13

SUSφ16mm Shackle 0.39

1 LNS-600  (Acostic relaser) C 27.00

Acostic relaser Frame

SUSφ16mm Shackle 0.39

10 φ12mm　Nylon　Rope　 0.50

SUSφ16mm Shackle 0.39

SUSφ16mm Shackle 0.39

SUSφ16mm Shackle 0.39

Bottom 0.5 Anchor 191.40

1397.7

220 fixation force 96.59

Extra weight 255.0 Surfacing force -95.20

Case of  1397. 7mDept h

m/sec m/min （minute）

0. 72 43.0 32. 50

0. 71 42.7 32. 74

Fall speed

Up speed

Current Mooring

3D-ACM

2004/8/9-8/14

ADCP 

2004/8/8-8/16

Current Mooring

3D-ACM

2004/8/9-8/14

ADCP 

2004/8/8-8/16

Current Mooring

3D-ACM

2004/8/9-8/14

ADCP 

2004/8/8-8/16
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(2)潜航時の観測機器類のレイアウト 

第 1～2 潜航における観測機器類のレイアウトを図 4.1.3-1 に示す。CO2 液滴観察ボック

スは角型を用い，CTD および pH/pCO2 センサは ROV 前下部（①）に，バキューム式採水器

は CTD の隣に，ニスキン採水器は ROV 前上部（②）に設置した。第 3～5 潜航における観測

機器類のレイアウトを図 4.1.3-2 に示す。CO2 液滴観察ボックスは角型を用いた。追跡観

察中の CO2 液滴の溶解に伴う化学環境の変化を直接計測するため，ボックス壁に穴を開け

て CTD および pH/pCO2 センサのセンサ部がボックス内部中央にくるように設置した（①）。

また，pH センサ（②）はボックス下部にも設置した。ボックスの下部側面にバキューム式

採水器（③）を設置し，試料採取口はボックス壁を貫通させてボックス内部の海水が採取

できるようにした。ニスキン採水器（④）はボックス上部に設置し，ボックス外部の試料

を採取した。しかし，このレイアウトではボックス内部にセンサ部や試料採取口などの突

起物があるために，浮上観察時に CO2 液滴がこの突起物にぶつかって壊れることや，ボッ

クス内部に乱流が発生してボックス内での CO2 液滴の挙動が不規則になることが判明した。

このため，第 6 潜航以降ではボックス内部にセンサ等を設置しないこととした。第 6〜7

潜航における観測機器類のレイアウトを図 4.1.3-3 に示す。CO2 液滴観察ボックスは角型

図 4.1.3-1 第 1～2 潜航のレイアウト 図 4.1.3-2 第 3～5 潜航のレイアウト

図 4.1.3-3 第 6～7 潜航のレイアウト 図 4.1.3-4 第 8潜航のレイアウト

①

②

②

③

④

①

①

②

③

①

②
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を用い，CTD と pH センサは ROV 前下部（①）に，pH/pCO2 センサ（②）はボックス下部に

設置した。ニスキン採水器 2 本（③）をボックス上部に設置した。第 8 潜航における観測

機器類のレイアウトを図 4.1.3-4 に示す。CO2 液滴観察ボックスは円筒型を用い，CTD と

pH センサは ROV 前下部（①）に，pH/pCO2 センサ（②）は大型円筒の下部に設置した。 

全潜航における観測機器の種類および設置場所を表 4.1.3-2 に示す。 

表 4.1.3-2 全潜航における観測機器の種類および設置箇所 

CTD CO2 観測ボックス pH pCO2 

日付 潜航 
筒内 

ROV 

前下部 

角 

型 

円筒

型 
筒内

ROV 

前下部 
筒内 

ROV 

前下部

8/8 1 - 濁度計 ○ - - ○ - ○ 

〃 2 - 濁度計 ○ - - ○ - ○ 

8/9 3 ○ - ○ - - - - - 

〃 4 ○ - ○ - - - - - 

8/14 5 ○ - ○ - ○ ○ ○ - 

8/19 6 - ○ ○ - ○ - ○ - 

8/20 7 - ○ ○ - ○ ○ ○ - 

8/22 8 - ○ - ○ ○ ○ ○ - 

 

(3) 浮上 CO2 液滴追跡結果および現場計測結果 

今回の観測のような海底熱水活動由来の天然 CO2 液滴の追跡観察は，世界的に見ても初

めての試みであるため，浮上する CO2 液滴の効率的かつ効果的な追跡観測手法を試行錯誤

的に模索するところから着手した。ROV 着底後，CO2 液滴噴出地帯に移動し，浮上している

CO2 液滴が CO2 液滴観察ボックス内に入るように ROV を操作し，ボックス内の適当な CO2

液滴一つをターゲットとして，この液滴がボックス内に留まるように ROV を浮上させなが

ら追跡を開始した。 

第 1 潜航と第 2 潜航では，CO2 液滴観察ボックス（角型）を取り付けた ROV 操作の習熟

が中心となったが，海底から 196m まで CO2 液滴を追跡することができた。第 3 潜航から第

5 潜航では，前述のように，CO2 液滴観察ボックス（角型）内にセンサ類を設置したことに

よるボックス内部の乱流のため，長時間（長距離）の追跡観察は不可能であった。第 6 潜

航では，ROV のテザーケーブル破損のため CO2 液滴の追跡はできなかった。第 7 潜航と第 8

潜航では，これまでの潜航の経験を生かし長時間の追跡を行うことができた。それぞれの

潜航における CO2 液滴追跡時の ROV の航跡および現場計測結果の時系列変化を図 4.1.3-5

〜図 4.1.3-12 に示す。なお，図中の pH および pCO2 の値はカウント値である。また，「N

採水」はニスキン採水器，「V(R)・V(L)採水」はバキューム式採水器による採水を示してい

る。 
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図 4.1.3-5 第 1 潜航における CO2 液滴追跡時の ROV の軌跡および現場計測結果の時系列変化
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図 4.1.3-6 第 2 潜航における CO2 液滴追跡時の ROV の軌跡および現場計測結果の時系列変化 
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図 4.1.3-7 第 3 潜航における CO2 液滴追跡時の ROV の軌跡および現場計測結果の時系列変化
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図 4.1.3-12 第 8潜航における CO2液滴追跡時の ROVの軌跡および現場計測結果の時系列変化
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(4)液体 CO2 トラップによる CO2 液滴の挙動観察 

10ml 容および 20ml 容の液量計それぞれ 3 本ずつを組み合わせた液体 CO2 トラップを製

作し，噴出する CO2 液滴を液量計内に捕獲して，その容積を計測した。噴出 CO2 液滴は若

干の大小はあるものの，CO2 液滴一つの容積は約 0.5ml であった。また，液量計に複数の

CO2 液滴を捕獲したまま ROV を海面まで浮上させ，水深変化（圧力変化）に伴う CO2 液滴

の挙動を観察した。捕獲直後の CO2 液滴は白濁し，表面がハイドレートに覆われたように

見受けられた。浮上を開始してから水深 1470～1070ｍ（捕獲深度からの浮上距離 100～400

ｍ）の間は，CO2 液滴にほとんど変化は見られなかった。水深 970ｍ（捕獲深度からの浮

上距離 500ｍ）を過ぎた辺りから CO2 液滴は徐々に膨張し始め，水深 670ｍ（捕獲深度か

らの浮上距離 800ｍ）では採取時の約 2 倍程度の容量まで膨張し，水深 570ｍ（捕獲深度

からの浮上距離 900ｍ）以浅では 20ml 容の液量計から溢れるようになった。水深 455ｍ（捕

獲深度からの浮上距離 1015ｍ）付近から CO2 液滴は完全に気化した。この時の様子を図

4.1.3-13 に示す。この観察で液量計に捕獲した CO2 液滴が膨張→気化したそれぞれの圧力

（深度）は，純粋な CO2 を用いた室内実験で得られている結果と異なっているが，これは

熱水起源の CO2 液滴が純粋な CO2 ではなく，極微量ではあるが硫化水素やメタン，ヘリウ

ム等の種々の気体が含まれていることが原因であると考えられる。 

 

図 4.1.3-13 捕獲した CO2 液滴の圧力変化  
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(5)流向・流速観測結果 

(a)ADCP 

ADCP によって得られた東西成分の計測結果を図 4.1.3-14 に，南北成分の計測結果を図

4.1.3-15 に，鉛直成分の計測結果を図 4.1.3-16 にそれぞれ示す。図中の黒い部分は計測

されていないことを示しており，今回の観測では，海底上 40m までの層で比較的よく計測

できていたが，海底上 40m から 120m までの層では満足な計測値は得られなかった。前述の

ように ADCP は，ドップラー変調を受けた海水中の懸濁物からの反射音の周波数を計測して

いるので，一般的には海底上 40m から 120m までの層では反射音を発する懸濁物が極めて少

なかったことが考えられる。しかし，計測場所が海底熱水活動域であることを考えると，

熱水活動域特有の影響（例えばブラックスモーカーなどの熱水プルームの影響）を考慮す

る必要がある。 
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図 4.1.3-14 ADCP による東西成分の計測結果

図 4.1.3-15 ADCP による南北成分の計測結果  

図 4.1.3-16  ADCP による鉛直成分の計測結果
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図 4.1.3-17 は海底上 4m，12m，20m，28m，36m，44m の層（水深 1530m〜1440m）の流向・

流速の変動をベクトル（スティックダイアグラム）で示したものである。ベクトルの向き

が，上側が北向きの流れを，下側が南向きの流れを表す。海底上 4m〜28m の層では毎秒約

1cm の流速があり，流向は北西方向および南西方向に周期的に変動していた。海底上 28m よ

り上の層の流速は毎秒約 2〜3cm と下層より速くなるが，流向の変動は下層とほぼ類似した

傾向を示した。図 4.1.3-18 は，海底上 54m，66m，92m，106m，118m の層の流向・流速の変

動をベクトルで示したものである。この区間の計測データは限られているが，流速は毎秒

約 3〜4cm と下層よりやや速く，流向の変動は下層とほぼ類似した傾向を示した。 
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図 4.1.3-17 4m、12m、20m、28m、36m、44m の層の流向・流速変動 
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(b)3D-ACM 

3D-ACM は下層（海底上 40ｍ；水深 1490ｍ）および上層（海底上 150ｍ；水深 1380ｍ）

に設置したが，下層の 3D-ACM は浸水の為，データ回収はできなかった。上層の 3D-ACM に

よって得られた流向・流速の変動をベクトル（スティックダイアグラム）を図 4.1.3-19

に示す。海底上 150ｍ（水深 1380ｍ）層の流速は毎秒約 6cm 程度で，流向は ADCP による観

測結果とは異なり，北方向あるいは北東方向の流れが卓越していた。また，鉛直方向の流

速は非常に弱い流れであった。 

 

４.１.４ 考察 

表 4.1.4-1 にそれぞれの潜航における CO2 液滴追跡の回数および追跡距離を示す。今回

の観測結果の解析では，長時間の観察および現場計測を行うことができた第 7 潜航と第 8

潜航の結果を使用した。 

 

(1) 浮上する CO2 液滴サイズの変化 

今回の観測で最も長距離（海底から 552m まで追跡）の追跡を行った第 7 潜航第 7 追跡

（角型の CO2 液滴観察ボックスを使用）では，水深 1470m で CO2 液滴を捕獲して追跡を開

始した。図 4.1.4-1 は追跡を開始して 100m 浮上する毎の映像を示したものである。水深

1470ｍから 1100ｍの間では CO2 液滴サイズは徐々に小さくなっているように見受けられ，

水深 1000ｍ（海底上 400ｍ）を過ぎたあたりから CO2 液滴サイズはさらに小さくなるとと

もに CO2 液滴が白濁（ハイドレート化）していった。最終的には水深 918ｍ（海底上 552m）

付近において，ハイドレート化した CO2 液滴あるいは液体 CO2 を失ったハイドレートの残

渣が壊れ，その小片が飛散するように消失していった。 
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図 4.1.3-19 3D-ACM による 1376m 層の流向・流速変動 
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表 4.1.4-1 それぞれの潜航における CO2 液滴追跡の回数および追跡距離 

潜

航  
日付  

ボッ

クス

形状  

回

数  

開始距

離と時

刻  

終了距

離と時

刻  

浮上距

離と時

間  

結果  

1470m 1343m 130m
1 

10:25 10:35 0:10

追跡開始から 130ｍで液

滴を見失う  

1470m 1380m 90m
2 

10:50 10:57 0:07
液滴を見失う  

1423m 1360m 63m
3 

11:00 11:02 0:02

筒なしで追跡を試みる

が、長時間の追跡は困難

1471m 1469m 2m

1 8/8 

角
型

 

4 
11:37 11:37 0:00

液滴を見失う  

1480m 1467m 13m
1 

15:49 15:50 0:01
液滴を見失う  

1470m 1420m 50m
2 

16:19 16:21 0:02
液滴を見失う  

1471m 1275m 196m

2 8/8 

角
型

 

3 
16:28 16:41 0:13

追跡開始から 196ｍで液

滴を見失う  

1470m 1409m 61m
1 

12:47 12:56 0:09

1470m 1443m 27m
2 

13:03 13:06 0:03

1470m 1450m 20m
3 

13:20 13:22 0:02

ボックス内にセンサ部

を設置したため、ボック

ス内に乱流が生じ、CO2

液滴の挙動が不規則な

る。  

1470m 1460m 10m
4 

13:24 13:24 0:00
液滴を見失う  

1472m 1466m 6m
5 

13:26 13:27 0:01
液滴を見失う  

1471m 1451m 20m
6 

13:50 13:51 0:01
液滴を見失う  

1471m 1457m 14m
7 

13:57 13:58 0:01
液滴を見失う  

1473m 0m 1473m

3 8/9 

角
型

 

8 
14:08 14:50 0:42

液量計による浮上観察  

 

－ 461 －



 

表 4.1.4-1 それぞれの潜航における CO2 液滴追跡の回数および追跡距離(続き) 

潜

航  
日付  

ボッ

クス

形状  

回

目  

開始距

離と時

刻  

終了距

離と時

刻  

浮上距

離と時

間  

結果  

1470m 1465m 5m
1 

16:32 16:33 0:01

1470m 1463m 7m

2 
16:35 16:36 0:01

ボックス内のセンサ部

設置部の隙間をパテで

塞ぐ改良を行った。  

- - -

4 8/9 

角
型

 

3 
- 16:45 -

ROV 故障のため作業中

止  

1470m 1460m 10m
1 

11:48 11:49 0:01

1469m 1444m 25m
2 

11:52 11:54 0:02

パテで塞いだボックス

内のセンサ部設置部の

隙間をさらにゴムで覆

う再改良を行った  

1468m 1459m 9m
3 

11:56 11:57 0:01
液滴を見失う  

1469m 1442m 27m
4 

12:02 12:04 0:02
液滴を見失う  

1469m 1440m 29m
5 

12:08 12:08 0:00
液滴を見失う  

1469m 1458m 11m
6 

12:12 12:12 0:00
液滴を見失う  

1469m 1404m 65m
7 

12:16 12:21 0:05
液滴を見失う  

1469m 1465m 4m
8 

12:31 12:31 0:00
液滴を見失う  

1469m 1452m 17m

5 8/14 

角
型

 

9 
12:37 12:38 0:01

液滴を見失う  

- - -
6 8/19 

角
型

 

1 
- 10:40 -

ROV 故障のため作業中

止  
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表 4.1.4-1 それぞれの潜航における CO2 液滴追跡の回数および追跡距離(続き) 

潜

航  
日付  

ボッ

クス

形状  

回

目  

開始距

離と時

刻  

終了距

離と時

刻  

浮上距

離と時

間  

結果  

1469m 1441m 28m

1 
9:00 9:02 0:02

ボックス内にセンサ部

を設置することを断念

する  

1469m 1018m 451m
2 

9:05 9:32 0:27

追跡開始から 451ｍで

液滴が消失？  

1470m 1448m 22m
3 

9:57 9:58 0:01
液滴を見失う  

1469m 1443m 26m
4 

10:01 10:03 0:02
液滴を見失う  

1470m 1090m 380m
5 

10:08 10:29 0:21

追跡開始から 380ｍで

液滴を見失う  

1469m 1408m 61m
6 

10:47 10:51 0:04
液滴を見失う  

1470m 918m 552m

7 
11:08 11:52 0:44

追跡開始から 552ｍで

液滴が消失することを

確認  

1470m 1370m 100m

7 8/20 

角
型

 

8 
12:25 13:03 0:38

上昇開始から 100ｍで

液滴を見失う  

1470m 1453m 17m
1 

16:14 16:16 0:02
液滴を見失う  

1470m 1126m 344m
2 

16:20 17:01 0:41

追跡開始から 344ｍで

液滴を見失う  

1470m 1463m 7m
3 

17:38 17:39 0:01
液滴を見失う  

1469m 1358m 111m
4 

17:44 17:52 0:08

追跡開始から 111ｍで

液滴を見失う  

- - -

8 8/22 

円
筒

型
 

5 
- 18:40 -

台風 17 号の影響により

作業中止  
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図 4.1.4-1 第 7 潜航第 7 追跡における追跡開始後 100m 毎の映像 
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Temperature 3.9260 

Salinity 34.4290 

Depth 1427.7 

ｐH（inside Box) --
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Depth 1328.0 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.312 
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Depth 1041.1 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.348 
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300ｍ
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Salinity 34.4070 

Depth 1139.9 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.330 

552ｍ

Temperature 4.6885 

Salinity 34.3780 

Depth 893.6 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)   7.373 
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Temperature 3.9260 

Salinity 34.4290 

Depth 1427.7 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  6.971 

0ｍ

Temperature 3.9260 

Salinity 34.4290 

Depth 1427.7 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  6.971 

100ｍ

Temperature 3.9810 

Salinity 34.4330 

Depth 1328.0 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.312 
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Temperature 3.9810 

Salinity 34.4330 

Depth 1328.0 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.312 

400ｍ
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Depth 1041.1 

ｐH（inside Box) --
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Temperature 4.3163 

Salinity 34.4090 

Depth 1041.1 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.348 

500ｍ

Temperature 4.4910 

Salinity 34.3965 

Depth 945.6 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.361 
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Temperature 4.4910 

Salinity 34.3965 

Depth 945.6 

ｐH（inside Box) --
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ｐH（outside Box)  7.315 
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Depth 1234.3 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.315 

300ｍ
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Depth 1139.9 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.330 

300ｍ

Temperature 4.1873 
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Depth 1139.9 

ｐH（inside Box) --

ｐH（outside Box)  7.330 

552ｍ
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図 4.1.4-2 第 8 潜航第 1 追跡における追跡開始後 50m 毎の映像 
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Temperature 3.9883 

Salinity 34.4555 

Depth 1286.7 

ｐH（inside Box)  7.225 

ｐH（outside Box)  7.278 

200ｍ

Temperature 4.0580 

Salinity 34.4470 

Depth 1240.6 

ｐH（inside Box)  7.246 

ｐH（outside Box)  7.287 

200ｍ

Temperature 4.0580 

Salinity 34.4470 

Depth 1240.6 

ｐH（inside Box)  7.246 

ｐH（outside Box)  7.287 

300ｍ

Temperature 4.2300 

Salinity 34.4370 

Depth 1141.8 

ｐH（inside Box)  7.254 

ｐH（outside Box)  7.308 

300ｍ

Temperature 4.2300 
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Depth 1141.8 

ｐH（inside Box)  7.254 
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Temperature 4.3160 
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Temperature 4.3160 
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250ｍ
Temperature 4.1200 

Salinity 34.456 
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図 4.1.4-3 第 8 潜航第 2 追跡における追跡開始後 50m 毎の映像 

 

第 8 潜航第 2 追跡（円筒型小の CO2 液滴観察ボックスを使用）における追跡を開始して

50m 浮上する毎の映像を図 4.1.4-2 に，第 8 潜航第 4 追跡（円筒型大の CO2 液滴観察ボッ

クスを使用）における追跡を開始して 50m 浮上する毎の映像を図 4.1.4-3 に，それぞれ示

す。第 8 潜航第 2 追跡では，水深 1470ｍで CO2 液滴を捕獲して水深 1126ｍ（海底上 344ｍ）

まで追跡・観測を行ったが，最終的には CO2 液滴を見失った。第 8 潜航第 4 追跡では，水

深 1469ｍで CO2 液滴を捕獲して水深 1357ｍ（海底上 113ｍ）まで追跡・観測を行ったが，

最終的には CO2 液滴を見失った。第 8 潜航を実施した 8 月 22 日は，台風 17 号の接近に伴

う海況の悪化によって，ROV の操作が困難となったことが主な原因である。 

上記の CO2液滴追跡観察で得られた映像から CO2液滴サイズの変化を求めた。図 4.1.4-1

から図 4.1.4-3 に示したそれぞれの深度における CO2 液滴の拡大画像を，ディスプレー上

でノギスを用いて計測したものが表 4.1.4-2 である。CO2 液滴は球状ではなく楕円状であ

るため，表には長径（Ｗ）と短径（Ｈ）を記載してある。また，拡大された CO2 液滴画像

は鮮明では無く，計測した液滴サイズは誤差を含んでいるため，表には誤差も併せて記載

した。これらの CO2 液滴サイズの計測結果をもとに，追跡経過時間に対する CO2 液滴（長

径）の等価直径（液滴サイズ自体の変化）および CO2 液滴の等価直径／初期等価直径（液

滴サイズの縮小）を，それぞれプロットしたものを図 4.1.4-4 に示す。図中には液滴サイ

0ｍ

Temperature 3.898

Salinity 34.47

Depth 1427.8

ｐH（inside Box)  6.8917

ｐH（outside Box)  6.61541

100ｍ

Temperature 3.9413

Salinity 34.456

Depth 1339.2

ｐH（inside Box)  7.2280

ｐH（outside Box)  7.2494

113ｍ

Temperature 3.982

Salinity 34.459

Depth 1323.2

ｐH（inside Box)  7.227

ｐH（outside Box)  7.249

50ｍ

Temperature 3.9165

Salinity 34.461

Depth 1387.65

ｐH（inside Box)  7.2200

ｐH（outside Box)  7.2423

0ｍ

Temperature 3.898

Salinity 34.47

Depth 1427.8

ｐH（inside Box)  6.8917

ｐH（outside Box)  6.61541

0ｍ0ｍ

Temperature 3.898

Salinity 34.47

Depth 1427.8

ｐH（inside Box)  6.8917

ｐH（outside Box)  6.61541

100ｍ

Temperature 3.9413

Salinity 34.456

Depth 1339.2

ｐH（inside Box)  7.2280

ｐH（outside Box)  7.2494

100ｍ100ｍ

Temperature 3.9413

Salinity 34.456

Depth 1339.2

ｐH（inside Box)  7.2280

ｐH（outside Box)  7.2494

113ｍ

Temperature 3.982

Salinity 34.459

Depth 1323.2

ｐH（inside Box)  7.227

ｐH（outside Box)  7.249

113ｍ113ｍ

Temperature 3.982

Salinity 34.459

Depth 1323.2

ｐH（inside Box)  7.227

ｐH（outside Box)  7.249

50ｍ

Temperature 3.9165

Salinity 34.461

Depth 1387.65

ｐH（inside Box)  7.2200

ｐH（outside Box)  7.2423

50ｍ50ｍ

Temperature 3.9165

Salinity 34.461

Depth 1387.65

ｐH（inside Box)  7.2200
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ズの計測誤差をエラーバーで示してある。この図から追跡経過時間（追跡距離＝深度）の

増加とともに液滴サイズが小さくなる傾向にあることがわかるが，計測誤差が非常に大き

い。 

表 4.1.4-2 映像から求めた CO2 液滴サイズの変化 

 

図 4.1.4-4 液滴サイズの時間変化 

 

今回の観測に使用した ROV「はくよう 2000」に搭載されているビデオカメラは，深海で

の一般作業用であるためにその解像度は低く，そのままの状態の映像からは詳細な CO2 液

滴サイズの変化を把握することは困難であることから，取得した映像について画像処理を

行った。CO2 液滴が映った画像を PC に取り込んで解像度を 500％拡大した後に，画像を RGB

変換して CO2 液滴を含んだ映像を画像強度に変換する。全ての画像に対してバックグラン

ドレベルが同じになるように補正して，対象とする（CO2 液滴と判断する）画像強度を決

定する。決定した画像強度以下を削除して，対象とする画像（ここでは CO2 液滴）のみを

長径(mm)±（mm）短径(mm ±（mm）Temperature Salinity Depth
11:08:50 0ｍ 1470.89ｍ 0:00:00 -- 8 1.5 11 2.5 3.9260 34.4290 1427.7 -- 6.971
11:15:17 101ｍ 1370.18ｍ 0:06:27 26.0cm/s 6 1.5 8 2.5 3.9810 34.4330 1328.0 -- 7.312
11:22:58 100ｍ 1270.39ｍ 0:07:41 21.6cm/s 5 1.5 6 2.5 4.0455 34.4190 1234.3 -- 7.315
11:31:05 99ｍ 1170.96ｍ 0:08:07 20.4cm/s 5 1 6 2 4.1873 34.4070 1139.9 -- 7.330
11:39:07 101ｍ 1070.25ｍ 0:08:02 20.9cm/s 5 1.5 6 2.5 4.3163 34.4090 1041.1 -- 7.348
11:47:40 100ｍ 970.28ｍ 0:08:33 19.5cm/s 5 1.5 6 2 4.4910 34.3965 945.6 -- 7.361
11:51:57 52ｍ 918.09ｍ 0:04:17 20.3cm/s 5 1.5 5 1.5 4.6885 34.3780 893.6 -- 7.373

平均 - 553ｍ 92.13ｍ 0:43:07 21.4cm/s

長径(mm)±（mm）短径(mm ±（mm）Temperature Salinity Depth
16:20:01 0ｍ 1469.42ｍ 0:00:00 -- 8 1 10 1 4.1995 34.4110 1427.5 5.709 5.705
16:24:32 49ｍ 1420.90ｍ 0:04:31 17.9cm/s 6 1 10 1.5 3.8960 34.4650 1385.0 7.206 7.243
16:30:32 51ｍ 1370.00ｍ 0:06:00 14.1cm/s 5 2 7 1 3.9218 34.4535 1339.6 7.203 7.237
16:35:57 50ｍ 1320.37ｍ 0:05:25 15.3cm/s 5 1.5 7 1.5 3.9883 34.4555 1286.7 7.225 7.278
16:41:44 50ｍ 1270.02ｍ 0:05:47 14.5cm/s 5 1.5 7 1 4.0580 34.4470 1240.6 7.246 7.287
16:46:35 50ｍ 1220.03ｍ 0:04:51 17.2cm/s 4 1.5 5 1 4.1200 34.4560 1192.0 7.239 7.285
16:51:48 49ｍ 1170.59ｍ 0:10:04 8.2cm/s 4 1.5 5 2.5 4.2300 34.4370 1141.8 7.254 7.308
17:00:48 44ｍ 1126.83ｍ 0:14:13 5.1cm/s 4 1.5 5 2.5 4.3160 34.4745 1096.1 7.243 7.299

平均 - 343ｍ 48.94ｍ 0:46:20 12.3cm/s

長径(mm)±（mm）短径(mm ±（mm）Temperature Salinity Depth

17:44:17 0ｍ 1470.15ｍ 0:00:00 -- 5 2 5 1.5 3.8980 34.4700 1427.8 6.892 6.615

17:47:42 49ｍ 1420.90ｍ 0:03:25 24.0cm/s 4 1.5 5 2 3.9165 34.4610 1387.7 7.220 7.242

17:50:41 49ｍ 1372.19ｍ 0:02:59 27.2cm/s 4 1 5 1 3.9413 34.4560 1339.2 7.228 7.249

17:52:11 14ｍ 1357.91ｍ 0:01:30 15.9cm/s 3 1 4 1.5 3.9820 34.4590 1323.2 7.227 7.249

平均 - 112ｍ 37.41ｍ 0:07:54 23.7cm/s

CTD

CTD

CTD
ｐH（ボックス外ｐH（ボックス内)

ｐH（ボックス外

ｐH（ボックス内) ｐH（ボックス外

ｐH（ボックス内)

浮上距離 ROV深度 経過時間 浮上速度

経過時間 浮上速度

浮上速度

第8潜航
（円筒型

小）

第8潜航
（円筒型

大）

第7潜航
（角型）

潜航 時刻

潜航 時刻

液滴サイズ

液滴サイズ

液滴サイズ

潜航

ROV深度 経過時間浮上距離

ROV深度浮上距離時刻
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抽出する。画像処理の流れを図 4.1.4-5 に，抽出された CO2 液滴の長径と短径および面積

を求めたものを表 4.1.4-3 に示す。画像処理によって得られた CO2 液滴サイズの計測結果

をもとに，深度に対する CO2 液滴（長径と短径）の等価直径および CO2 液滴の等価直径／

初期等価直径を，それぞれプロットしたものを図 4.1.4-6 に示す。CO2 液滴は一定の形状

のまま浮上するのではなく，浮上方向に対して長径と短径が入れ替わりながら浮上してい

るため，CO2 液滴サイズの変化を径（長径あるいは短径）で表すのは適当ではない。今回

行った一定の画像強度以上を抽出する画像処理によって，CO2 液滴の画像のみを抽出する

ことが可能になったため，この画像から CO2 液滴の面積を求めて深度に対してプロットし

たものが図 4.1.4-7 である。図中には，抽出された CO2 液滴の画像を深度毎に表示したも

のを併せて示してある。浮上に伴い CO2 液滴の面積が徐々に小さくなっていることがわか

る。また，ROV の追跡距離（深度）と追跡時間から CO2 液滴の浮上速度を求めたものを図

4.1.4-8 に示す。初期（追跡開始時）の液滴サイズによってそれぞれの浮上速度は異なる

が，浮上（液滴サイズの縮小）に伴い浮上速度は遅くなる傾向にある。これらのことから，

液滴面積が約 25mm2（液滴径が約 5〜6mm）の自然の状態で浮上する熱水活動起源の CO2 液

滴は，浮上しながら徐々に溶解・ハイドレート化し，ハイドレート化した CO2 液滴あるい

はハイドレート残渣は水深 918ｍ（海底上 552m）付近で飛散するように消失していること

が確認できた。一方，Brewer ら (1)の純粋な CO2 液滴を使った追跡観察では，浮上に伴って

液滴径は縮小するものの浮上速度は速くなる結果が得られている。この違いは，彼らが実

験を行った深度が水深 800m〜400m と浅い上に水温変化が 4.4℃〜6.4℃と大きいため（本

観測では水深 1430m〜900m，水温変化 3.9℃〜4.7℃），CO2 液滴の密度減少が原因している

ものと考えられる。 
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図 4.1.4-5 画像処理の流れ 
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表 4.1.4-3 抽出された CO2 液滴の長径と短径および面積 

面積
経過時間 長径(mm)短径(mm) (mm^2) Temperature Salinity Depth

11:08:50 0ｍ 1470.89ｍ 0:00:00 -- 4.7 6.8 24.6 3.935 34.431 1429.75 0ｍ
11:15:17 101ｍ 1370.18ｍ 0:06:27 26.0cm/s 4.4 6.6 22.2 3.936 34.440 1341.00 89ｍ
11:22:58 100ｍ 1270.39ｍ 0:14:08 21.6cm/s 3.2 6.6 16.4 4.037 34.420 1247.15 94ｍ
11:31:05 99ｍ 1170.96ｍ 0:22:15 20.4cm/s 2.8 5.4 10.9 4.187 34.409 1139.85 107ｍ
11:39:07 101ｍ 1070.25ｍ 0:30:17 20.9cm/s 3.3 4.3 10.6 4.286 34.409 1054.10 86ｍ
11:47:40 100ｍ 970.28ｍ 0:38:50 19.5cm/s 2.5 5.1 9.8 4.476 34.400 949.40 105ｍ
11:51:57 52ｍ 918.09ｍ 0:43:07 20.3cm/s 2.5 5.0 8.7 4.700 34.382 897.70 52ｍ

- 553ｍ 21.4cm/s 532ｍ

面積
経過時間 長径(mm)短径(mm) (mm^2) Temperature Salinity Depth

16:20:27 0ｍ 1469.24ｍ 0:00:00 -- 3.5 7.5 18.28 3.968 34.436 1426.90 0ｍ
16:22:44 21ｍ 1448.73ｍ 0:02:17 15.0cm/s 3.4 6.9 18.98 3.884 34.461 1413.45 13ｍ
16:28:52 64ｍ 1384.46ｍ 0:08:25 17.5cm/s 2.7 6.7 15.83 3.917 34.462 1347.30 66ｍ
16:38:05 86ｍ 1298.03ｍ 0:17:38 15.6cm/s 2.9 6.2 12.98 4.025 34.446 1262.00 85ｍ
16:47:48 91ｍ 1207.40ｍ 0:27:21 15.5cm/s 3.1 5.5 12.85 4.186 34.452 1177.80 84ｍ
16:53:06 46ｍ 1161.07ｍ 0:32:39 14.6cm/s 2.7 4.5 10.42 4.245 34.435 1129.65 48ｍ
16:57:37 28ｍ 1132.69ｍ 0:37:10 10.5cm/s 3.1 3.5 9.09 4.313 34.426 1102.65 27ｍ

- 337ｍ 15.1cm/s 324ｍ

面積
経過時間 長径(mm)短径(mm) (mm^2) Temperature Salinity Depth

17:38:58 0ｍ 1467.77ｍ 0:00:00 -- 2.7 4.4 10.38 3.907 34.485 1426.80 0ｍ
17:48:11 71ｍ 1396.73ｍ 0:09:13 12.8cm/s 2.6 4.3 8.82 3.928 34.459 1362.15 65ｍ
17:50:25 20ｍ 1376.59ｍ 0:11:27 15.0cm/s 2.6 3.0 6.13 3.940 34.462 1341.05 21ｍ
17:52:07 19ｍ 1357.91ｍ 0:13:09 18.3cm/s 1.7 3.7 4.08 3.984 34.457 1322.70 18ｍ

- 110ｍ 13.9cm/s 104ｍ
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図 4.1.4-6 画像処理によって得られた CO2 液滴サイズの深度変化 

 

 

－ 469 －



  

CO2液滴面積（mm2）

D
e
p
t
h
（
ｍ

）
CO2液滴の形状

第7潜航
（30×30cm角柱）

第8潜航_1
（φ10cm円柱）

第8潜航_2
（φ20cm円柱）

5 10mm0

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Dive_7(30×30cm角柱）
Dive_8_1（φ10cm円柱）

Dive_8_2（φ20cm円柱）

CO2液滴面積（mm2）

D
e
p
t
h
（
ｍ

）

5 10mm0

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Dive_7(30×30cm角柱）
Dive_8_1（φ10cm円柱）

Dive_8_2（φ20cm円柱）

 

図 4.1.4-7 画像処理によって得られた CO2 液滴の面積の深度分布および 

 CO2 液滴の画像を深度変化 
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図 4.1.4-8 CO2 液滴の浮上速度 

 

また，図 4.1.3-13 に示した液体 CO2 トラップによる CO2 液滴挙動観察では，液量計の

中の CO2 液滴はサイズが変化（溶解）することなく圧力（深度）に応じて膨張→気化して

いるが，液量計に捕獲した CO2 液滴は周辺海水と接触しないために溶解しない。すなわち，

自然の状態で浮上することで常に周辺海水と接触している CO2 液滴は，徐々に溶解して液

滴サイズは縮小し，水深 900m 付近で消失することが，トラップ実験との対比によって，よ 
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図 4.1.4-9 第 7 潜航における pH（校正済み），pCO2（未校正；カウント値），深度の時系列変化 

 および pH，pCO2，海水密度（σT）の鉛直分布 

 

 

 

－ 471 －

り明確になった。 

 

(2)浮上する CO2 液滴近傍の現場計測および海水試料分析 

(a)現場計測 

CTD および pH/pCO2 センサを用いて浮上する CO2 液滴近傍の環境変動を現場計測した。

第 7 潜航および第 8 潜航における pH（校正済み），pCO2（未校正；カウント値），深度の時

系列変化（図中の矢印と点線は追跡観察の開始を示す）と pH，pCO2，海水密度（σT）の

鉛直分布を，それぞれ図 4.1.4-9 および図 4.1.4-10 に示す。pH および pCO2 の現場計測結

果では，追跡を開始した CO2 液滴放出域近傍において低 pH・高 pCO2 環境が計測されたが，

CO2 液滴の浮上に伴って CO2 液滴近傍海水中の pH および pCO2 は，通常の値にまでなだら

かに回復していることがわかる。このことから，熱水活動起源の CO2 液滴は，浮上しなが

ら徐々に溶解するが，溶解した CO2 によって周辺海水中の pH の急激な低下は発生しないこ

とが確認できた。また，鳩間海丘の CO2 液滴噴出地帯の海水密度（σT）は，沖縄トラフ海

域の一般的（海底熱水活動域ではない）なσT に比べてやや大きく，CO2 の溶解に伴う密度

増加の可能性が示唆された。 



1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.56.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

4.4 10
4

4.5 10
4

4.6 10
4

4.7 10
4

4.8 10
4

4.9 10
4

5 10
4

4.4 10
4

4.5 10
4

4.6 10
4

4.7 10
4

4.8 10
4

4.9 10
4

5 10
4

SR04_D08

D
e
p
th

pH

pCO2 (count)

pHpCO2

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

27.2 27.25 27.3 27.35 27.4 27.45 27.5

SR04_D08

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

27.2 27.25 27.3 27.35 27.4 27.45 27.527.2 27.25 27.3 27.35 27.4 27.45 27.5

SR04_D08

D
e
p
th

Sigma T

5

6

7

8 3 10
4

4 10
4

5 10
4

6 10
4

15:30:00 16:30:00 17:30:00 18:30:00

SR04-D08

p
H

p
C

O
2
 

(c
o
u
n
t)

Time

pH

pCO2

0

400

800

1200

1600
8/2215:00:00 8/2216:00:00 8/2217:00:00 8/2218:00:00 8/2219:00:00

Time(hour)

D
e
p
th
(ｍ

)

Press（ｄB)

5

6

7

8 3 10
4

4 10
4

5 10
4

6 10
4

15:30:00 16:30:00 17:30:00 18:30:00

SR04-D08

p
H

p
C

O
2
 

(c
o
u
n
t)

Time

pH

pCO2

0

400

800

1200

1600
8/2215:00:00 8/2216:00:00 8/2217:00:00 8/2218:00:00 8/2219:00:00

Time(hour)

D
e
p
th
(ｍ

)

Press（ｄB)

5

6

7

8 3 10
4

4 10
4

5 10
4

6 10
4

15:30:00 16:30:00 17:30:00 18:30:00

SR04-D08

p
H

p
C

O
2
 

(c
o
u
n
t)

Time

pH

pCO2

0

400

800

1200

1600
8/2215:00:00 8/2216:00:00 8/2217:00:00 8/2218:00:00 8/2219:00:00

Time(hour)

D
e
p
th
(ｍ

)

Press（ｄB)
0

400

800

1200

1600
8/2215:00:00 8/2216:00:00 8/2217:00:00 8/2218:00:00 8/2219:00:00

Time(hour)

D
e
p
th
(ｍ

)

Press（ｄB)

0

500

1000

1500

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2

4.7 10
4

4.8 10
4

4.9 10
4

5 10
4

5.1 10
4

5.2 10
4

SR04 D08 Up

D
e
p
th

pH

pCO2 (count)

pH

pCO2

沖縄トラフ海域のσT

カルデラの外輪山頂

 

図 4.1.4-10 第 8 潜航における pH（校正済み），pCO2（未校正；カウント値），深度の時系列変化 

 および pH，pCO2，海水密度（σT）の鉛直分布 

 

(b)海水試料分析 

ニスキン採水器およびバキューム式採水器で採取した海水試料（採水場所については図

4.1.3-5〜図 4.1.3-12 を参照）について，船上で pH（ガラス電極法）を，陸上で ATP（ル

シフェリン−ルシフェラーゼ化学発光法）を測定した。ATP は細胞活性を反映して含量が変

化するという欠点があるが，逆に生きた微生物のみを対象にできるため，今回の観測では

生物量（生物活性）の指標とするため測定を行った。 

採取した全海水試料中の pH と ATP の関係および，第 7 潜航における pH と ATP の鉛直分

布を図 4.1.4-11 に示す。pH が低い（熱水の影響大）ほど ATP 量が多くなる（微生物量多）

傾向を示しているが，これは一般的に海底熱水活動域で見られる関係である。今回の観測

では，熱水の影響を避けるため可能な限り CO2 液滴近傍の海水を採取したが，CO2 液滴の

溶解に伴う直接的な生物活性の変化（影響）については不明であった。 

 

(C)pH マッピング 

今回の観測航海は 2 つの台風の直撃と ROV のマシントラブルのため，当初予定していた

pH マッピング観測（CO2 液滴の広範囲の拡散状況把握）を行うだけの時間的余裕が無かっ

た。このため，他の観測航海において鳩間海丘で行われた pH マッピング結果 (7)を図

4.1.4-12 に示す。これは，鳩間海丘での (独)海洋研究開発機構所有の ROV「ハイパードル
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フィン」による調査航海において得られた結果である。「ハイパードルフィン」に CTD、濁

度計および pH センサを搭載し、熱水活動域のビッグチムニー（CO2 噴出地帯）を中心に 400m

四方のエリアについて、ビッグチムニー上 25m 層（水深 1440m）、50m 層（水深 1415m）、100m

層（水深 1365m）を 100m ピッチでグリッド状に航走した。航走中の pH の連続現場計測結

果をもとに，グリット補完法を用いて，それそれの層の pH の水平分布を作図した。ビッグ

チムニー上 25m 層では低 pH の水塊が CO2 噴出地帯を中心に拡がっているが， 50m 層では

低 pH の水塊の存在は局所的になっている。さらに，100m 層では低 pH の水塊はほとんど存

在せず，CO2 噴出地帯から 100m 程度上層では，pH は通常の値に戻っていることがわかる。 
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図 4.1.4-11 全海水試料中の pH と ATP の関係(左)および，第 7 潜航における pH と ATP の鉛直分布(右) 
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図 4.1.4-12 他の観測航海で実施された鳩間海丘の pH マッピング結果 (7)  
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４.１.５ 今後の課題  

平成 17 年度では，今回の観測結果を基に以下の項目について検討を行い，平成 17 年 10

月頃に，第 2 回目の CO2 液滴の挙動観測を行う予定である。 

1）浮上する CO2 液滴の追跡観察手法の高度化 

・CO2 液滴の追跡浮上 CO2 液滴観察ボックス壁から乱流が発生して CO2 液艇の挙動に影響

を及ぼしている可能性がある。このため，CO2 液滴観察ボックスの形状や乱流影響の解

析のための机上のモデル計算を検討する。 

・海洋での CO2 液滴挙動の高解像度映像の取得方法を検討する（4.2 で述べる）。 

・CO2 液滴の溶解による生物活性の影響をより詳細に把握するため，浮上する CO2 液滴近

傍の海水試料の採取方法を検討する。 

・CO2 液滴の溶解に伴う環境影響をより明確にするため，CO2 液滴により近い場所での

pH/pCO2 センサおよび CTD による現場計測（CO2 液滴の挙動に影響をおよぼさない）方

法について検討する。 

・CO2 液滴の溶解を定量的に把握するため，pCO2 データの校正法について検討する。 

2）CO2 液滴挙動観測結果の解析 

・CO2 液滴サイズの変化をより詳細に解析するため，効果的な画像処理法および画像処理

の自動化について検討する。 

・CO2液滴挙動観測結果を，CO2液滴上昇モデルや小領域 CO2拡散モデルの検証に反映する。 

 

４.２ CO2 液滴の挙動観測技術開発 

 

４．２．１ 目的 

海洋において CO2 液滴の挙動を観測し，その観測結果から CO2 液滴の上昇速度や溶解速

度を求めるためには，高画質の映像を取得することが必須である。しかし，一般的に用い

られている深海用ビデオカメラや ROV に取り付けられているカメラの画質では，CO2 液滴

挙動を解析するには不十分である。本技術開発研究では，CO2 液滴挙動の高画質映像を取得

するための観測技術の一環として，高解像度のデジタルビデオカメラを用いて，「深海用高

解像度ビデオカメラシステム」を開発することを目的とする。 

 

４．２．２ 仕様 

「深海用高解像度ビデオカメラシステム」には，最近，販売が開始されるようになった

SONY 製のデジタルハイビジョンビデオカメラ（HDR-FX1）を用いた。このカメラを耐圧容

器に収納し，ROV に接続して船上でモニターするとともに，各種の制御が行えるように改

造した。制御の内容は，1.カメラと照明の電源の ON/OFF，カメラの焦点距離調整，3.カメ

ラのズーム IN/OUT 調整，4.録画の開始/停止，5.照明機器の輝度調整である。照明機器と
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しては高輝度白色 LED ランプを使用し，これをリング状にしてカメラのレンズの周囲に配

置し，カメラとともに耐圧容器内に格納することでシステム全体の小型化と省電力化を図

った。また，軽量化のため耐圧容器はチタン製とした。図 4.2.2-1 に「深海用高解像度ビ

デオカメラシステム」の構成を，図 4.2.2-2 にチタン製耐圧容器の図面を，図 4.2.2-3 に

耐圧容器内に収納する「深海用高解像度ビデオカメラシステム」の全体図、図 4.2.2-4 に

高輝度白色 LED ランプ、図 4.2.2-5 に制御装置と LED ランプ調光ユニット、図 4.2.2-6 に

制御および表示用 PC を示す。「深海用高解像度ビデオカメラシステム」は，陸上において

制御用 PC および表示用 PC を接続して作動確認試験を実施し，仕様通りの制御が可能であ

ることを確認した。 

  

 

図 4.2.2-3 「深海用高解像度ビデオカメラシステム」全体図  図 4.2.2-4 高輝度白色 LED ランプ 

図 4.2.2-1 「深海用高解像度ビデオ

カメラシステム」の構成

図 4.2.2-2 チタン製耐圧容器  
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図 4.2.2-5 制御装置と LED ランプ調光ユニット  図 4.2.2-5 制御(右)および表示用(左)PC 

 

４．２．３ 今後の課題 

平成 16 年度では，「深海用高解像度ビデオカメラシステム」を製作して単独での作動確

認のみを実施した。平成 17 年度の第 2 回 CO2 液滴挙動観測航海の実施前に，ROV「はくよ

う 2000」に HDV カメラを接続し，ROV のテザーケーブルを介しての作動試験を実施する必

要がある。 
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４．３ Modeling validation of an individual CO2 droplet dissolution and rise 

in an open sea by using field observation data from Okinawa sea. 

 

４．３．１ Objectives  

The major objectives of this study are 1). To exam how valid the developed models are 

for describing the dynamic behaviors of an individual CO2 droplet in seawater in 

comparison with field observation data 
[1,2]

. The models were developed based solo on 

the laboratory experimental data 
[3]

, including the models of mass transfer (dissolution 

rate) and the momentum exchange (ascending velocities) of an individual CO2 droplet 

covered by clathrate hydrate in seawater. The filed observation data were obtained by P. 

Brewer from Monterey Bay 
[1]

 in 2000 and very recently by Dr. Shidashima from 

Okinawa 
[2]

. 2). To find out which parameters are the key uncertainties of the models and 

to check the fundamental assumptions made for developing the models. 3). To analyze 

the observation data and discuses the uncertainties due to the observation technologies 

applied.  

The conclusions resulted from the validation are listed as follows: 

1). The validations are performed by setting the observation environments, including 

temperature, salinity, ocean depth, and initial droplet diameter, to the model calculations. 

The outputs from the models are the dissolution rate and droplet ascending velocity. This 

means that the model calculation could be considered as a numerical experiment carried 

out parallelly with the field observation experiment at the same initial and environmental 

conditions.     

2). The dissolution rate data from two filed experimental observations are well agreed 

with those from model calculations. It must be pointed out here that the mass transfer 

coefficient, a key parameter of dissolution rate as the function of droplet ascending 

velocity in term of Reynolds number, is modeled by the equations for rigid droplet and 

modified by deformation parameters. The associated ascending velocities are another 

output from the models. 

3). The model calculated ascending velocities are approximately approached the 

observation data from Peter Brewer only when the data for a pair of droplets are retreated 

by an equivalent diameter rather than the data for droplet “a” and “b” respectively. One 

set of velocity data from Shitashima’s observation could be related to the modeling 

calculations and the Brewer’s data in order of magnetite.  

4). The mechanism of momentum exchanging at the interface of clathrate hydrate and 

seawater remains an open topic of being investigated in the next step. Because of the 

easy controllable and adjustable, it is proposed that the more detail and accurate 

laboratory experiments of individual droplet ascending in a seawater at clathrate hydrate 

formable states (Temperature lower than 10 
O

C and pressure ranging from 6 MPa to 25 
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MPa. The models will benefit from the new data obtained from these kinds of 

experiments. 

5).  We suggested to the field experiments to equip some velocimeters to measure 

directly the droplet ascending velocities rather then those from ROV rising height 

records. The equipments could be the Laser based equipments, for example, Laser 

Doppler Velocimeter or better the Laser Phase Doppler Velocimeter.  

 

４．３．２ The background and the models 

(1) The background of the studies on the CO2 droplet dissolution and terminal velocities. 

   Studies of CO2 dissolution have been carried out through mini-field experiments and in the 

laboratory. Brewer et al 
[1]

, who used the ROV and a HDTV camera, observed the dissolve 

processes of CO2 droplets being released at a depth of 800m and rising up to a depth of 200 m 

in the Monterey Bay Sea area. They found that the dissolution rate is about 3.0 µ mol cm
-2

 s
-1

. 

Very recently, Rehder et al [4] measured dissolution rates of pure methane hydrate and 

carbon-dioxide hydrate in unsaturated seawater at 100m depth. Hirai 
[5]

 obtained CO2 

molecular diffusion coefficient and CO2 surface concentration at interface by measuring 

dissolution rate of an individual CO2 droplet in freshwater under force convection conditions. 

Concerning with the direct measurement of solubility of CO2 in water and seawater, Weiss 
[6]

 

provided the data for lower pressure conditions (gas phase). For high-pressure ranges, Tabe et 

al. 
[7]

 found that the surface concentration of a dissolving CO2 droplet in fresh water equals the 

solubility of CO2 with clathrate hydrate coexisted as measured individually by Aya et al 
[8]

. 

Teng 
[9]

 measured the solubility of CO2 in saline water under high temperature and pressure. 

Kimuro 
[10]

 presented some data of CO2 solubility in saline water with clathrate hydrate under 

high pressure and low temperature. After studying the results from these investigations we 

found that the experimental data of CO2 solubility in seawater or saline water are still 

inadequate, especially in the range of lower temperatures (less than 10 
O

C) and higher 

pressures (larger than 10.0 MPa), to predict dissolution rate using a mass transfer model. We 

also found that, although observation data from field experiments are very rare and important 

for model validation and for confirming theories, it is difficult to control the experimental 

conditions for measuring directly the physical parameters. The physical and chemical 

properties must be measured mainly in the laboratory.  

    Very recently, a new field observation was carried out in Okinawa sea at South-East of 

Japan. The principle technologies applied in this new field experiment was quite similar with 

the technologies used by Brewer 
[1]

. The major different is the target CO2 droplet monitored, 

the former one was artificially injected by a kind of nozzle while the latter was the natural CO2 

droplets immerged from ocean bottom. In addition to the CO2 droplets, the depth of Brewer’s 

experiment is 894 m but the Shitashima’s the 1500m.           
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    In comparison to the studies on dissolution rate, the momentum exchanging, in another 

word the terminal velocity or drag coefficient, of a CO2 droplet in the seawater had not yet 

been examined in detail in addition to a solo laboratory experiment
 [11]

, from which the droplet 

terminal velocity were directly measured at variant temperature and pressure. Another notable 

achievement from this laboratory experiment is that the CO2 droplets appeared to be irregular 

and ellipse-like droplets in seawater at pressure ranging from 10MPa to 20 MPa and 

temperature from 3 
O

C to 6
O

C. This picture of CO2 droplets experienced at clathrate hydrate 

formable states associated in principle with the facts of that the drag coefficient reversely 

increased when the equivalent droplet diameter larger than a critical value, say approximately 

6 mm. These irregularity of CO2 droplets were latterly observed from two independently field 

experiments. As mentioned by Brewer: “The simple picture of a single purely spherical droplet 

proved unrealistic.”. Regarding to the ascending velocity, it must be pointed out that the data 

from field observations came from actually the ROV rising distances recorded meanwhile the 

droplets were monitoring. These velocities could be considered as same as the terminal 

velocities measured from laboratory experiments only the ambient vertical velocities (the 

background velocities of seawater at the observation sits) had been confirmed to approach 

zero, the ambient is in a stably quiescent state. These different should be carefully 

distinguished when the data were used for model validations. 

  

(2) Dynamic model of an individual CO2 droplet with a clathrate hydrate cover 

    For middle-depth injection technology, studies of CO2 droplet dynamics, which are 

important to this technology as the source of the plumes, have been carried out through 

laboratory and mini-field experiments in fresh water or seawater. Describing CO2 droplet 

dissolution in water primarily involves two parameters: the effective mass-transfer coefficient 

and surface concentration or solubility. The effective mass-transfer coefficient Ke (m s
-1

) for a 

droplet is defined 
[13Cliff]

 in terms of Sherwood number Sh, droplet diameter d (m), and 

molecular diffusivity Df (m
2
 s

-1
) as:  

 

f

e

D

dK
Sh =                                                              (4.3.2-1) 

 

while the Sherwood number itself is related to the flow properties around the droplet, which 

are generally characterized by a so-called Reynolds number (Re): 

 

w

c

v

du
Re =                                                               (4.3.2-2) 
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where uc (m s
-1

) is the slip velocity of the droplet to surrounding seawater and νw  (m
2
 s

-1
) the 

kinematic viscosity of the seawater. 

Because CO2 dissolution in the ocean is the source of plume development and affects 

marine biomass, the modeling of an individual CO2 droplet is obviously the basis of a 

two-phase flow model of near-field CO2 ocean sequestration. The density of a liquid CO2 

(LCO2) droplet can be higher or lower than that of surrounding seawater. Differences in 

density will lead to a rising or falling plume, which will entrain surrounding seawater as it 

disperses.  

The transport processes of an individual LCO2 droplet in seawater might be modeled 

using empirical formulations that can be found in the technical literature (e.g., Clift et al.
[11]

) 

when the droplet is treated as a pure liquid free of clathrate hydrate. The equations for slip 

velocity and diameter-shrinking rate (
c

d& (m)) for an individual CO2 droplet in seawater can 

be derived without difficulty by applying the conservation laws, respectively, as follows:                  
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 where m (kg), ρ (kg m
-3

), and C (kg m
-3

) are the mass of the droplet, density, and CO2 

concentration, respectively. The subscripts c, cs, and s indicate CO2, CO2 droplet surface, 

and seawater, respectively. She and Cd are the effective Sherwood number and effective drag 

coefficient, respectively. They are key parameters and need to be determined empirically 

based on experimental data for each specific case. For instance, the interface will be 

immersible or immiscible, the shape will be spherical or ellipsoidal, and the flows 

surrounded will be natural or forced convection.  

It has been observed 
[11]

 experimentally that an LCO2 droplet with a hydrate film 

formed on its surface can behave in ways that liquid-only droplets do not; for example, in 

deformation rate and terminal velocity. Based on these experimental observations, Chen et al. 

[3]
 developed a set of empirical models for mass and momentum transfer between LCO2 

droplets and seawater. Their fundamental assumption was that a CO2 droplet, under 

conditions in which a hydrate film can form, is a rigid, irregular-ellipse particle with a 

permeable and immersible surface. This assumption leads to a reasonable description of 

droplet geometry and interface dynamics. From this, the existing moving equation (4.3.2-3) 

was corrected by a new version of the drag coefficient expression, and the mass transport 

equation (4.3.2-4) was corrected by a new version of the Sherwood number expression.  
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The dissolution mechanism of a CO2 droplet covered with clathrate hydrate in water is 

rather complex and has not been well understood theoretically until now. This process 

involves the mechanisms of hydrate formation and dissociation and CO2 mass transfer across 

the hydrate film [Mori 1998]. When we examine the overall characteristics of this 

mechanism, however, it can be concluded that the entire dissolution rate is proportional to 

the total interface area, the effective mass transfer coefficient, and the CO2 concentration 

difference between the interface and the surrounding water, as expressed in (4.3.2-4). 

Because the CO2 interface concentration has been identified by its solubility in water 
[5]

, we 

therefore assess the role of deformation on the interface area and the effective mass-transfer 

coefficient. Deformation enlarges the interface area and then enhances the droplet 

dissolution. This enhancement can be achieved alternatively by modifying the Sherwood 

number calculated by the existing equation for a spherical droplet. From laboratory 

experimental data 
[11]

, expressions were found for an effective Sherwood number and 

expressed as 
[3]

: 

 

  teqeff
//

e A/AScRe.Sh ))(( 3121
6901+=                                (4.3.2-5) 

 

teqeff /AA )(  =1.0+Re(4.6707–1.1871×10
-3

Re +1.4766×10
-5

Re
2
)×10

-4
           (4.3.2-6) 

 

where (Aeff/Aeq)t is the ratio of the total effective droplet area to the total area of an 

equivalent sphere, and Re is the Reynolds number, which is redefined here by the slip 

velocity, the kinematic viscosity of seawater, and droplet equivalent diameter rather than by 

the spherical droplet diameter in equation (4.3.2-2). The Schmidt number, Sc, is the ratio of 

the kinematic viscosity of seawater to the CO2 diffusion coefficient in seawater.  

The same method is applied to correct the drag force by a projected area ratio, 

(Aeff/Aeq)p. The effective drag coefficient, Cd, is defined as a function of the Reynolds number, 

Re, and then is modified by taking the deformation into account:  

 

peqeff
.

d A/ARe..ReC )( )(12500124 7201
+=

−
                                 (4.3.2-7) 

 

peqeff AA )/( =1.0 + Re(5.6419 – 8.3484×10
-3

Re +1.4596×10
-5

Re
2
)×10

-4
                (4.3.2-8) 

The functions of droplet deformation on the movement and mass transfer of the droplet 

are illustrated in Figure 1 by these two area ratios with respect to the Reynolds number for 

modeling equations (4.3.2-6) and (4.3.2-7) against the experimental data. At a given density 
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ratio for a spherical droplet, a large droplet will move faster (associated with a large 

Reynolds number) than a smaller droplet because of the relatively smaller drag coefficient, as 

indicated in equation (4.3.2-7), where the area ratio is unity. For a deformed droplet, the 

project area ratio increases with the increase of Reynolds number; thus, it produces a larger 

drag force to balance the buoyancy, resulting finally in a slip velocity that is less than that of 

a spherical droplet of the same size. The new version of the model also predicted a critical 

droplet size, which is the droplet equivalent diameter beyond which the slip velocity will no 

longer increase. This prediction has been demonstrated in a laboratory experiment 
[11]

.     

As with momentum and mass transfers, the dissolution of a CO2 droplet is associated 

with the thermogenic effects (clathrate hydrate formation and LCO2 solution) and a 

thermonegative effect (clathrate hydrate dissociation). Here, these thermal effects on the 

dissolution of an individual droplet are neglected because the hydrate film was assumed to be 

very thin, allowing a thermal balance to be reached instantaneously. These thermal processes 

were discussed in detail in Aya et al. 
[12]

, and an alternative model was given by Chen et al. 

[3]
.  

  

４．３．３ The validations of developed models by the field observation data 

To compare our model against actual observations, we applied this set of equations, 

(4.3.2-3)–(4.3.2-8), as an integrated model to simulate two mini-field experiments 
[2,3]

, in 

which LCO2 droplets were released directly into the open ocean. The density of seawater was 

calculated using the international equation of state [UNESCO, 1981] using the in situ 

temperature, pressure profiles, and a constant salinity of 34 (psu). The temperature and 

salinity distributions in depth are shown in Fig. 4.3.3-1 (a) and (b), respectively according to 

the in situ data. The empirical equations of CO2 solubility, developed by Chen et al. 
[3]

, were 

adopted to predict the droplet surface concentration appearing in Eq. (4.3.2-4). We named the 

two mini-field experiments as Brewer’s experiments and Shitashima’s experiments. For the 

two cases of Brewer’s experiments are called as “a” and “b”, while the three cases of 

Shitashima’s experiment as H-7, H-8-1, and H-8-2, respectively. The characteristics of each 

case are listed in Box 4.3.3-1.  

(a) Model validation by Brewer’s experiment. 

We made two runs to simulate the two droplets monitored in the mini-field experiment, 

respectively. The diametric shrinkage of droplets A and B, versus the elapsed time from 

numerical predictions, is shown in Figure 4.3.3-2 along with the observation data. The initial 

droplet diameter was 0.89 cm. From this comparison, it can be confidently stated that this 

integrated model reasonably simulated CO2 droplet dissolution in the open ocean. These 

results also provide evidence for the assumption we made for this integrated model, which is 

that the CO2 droplet covered with clathrate hydrate is a nonspherical rigid particle with a 

permeable and immersible surface. The deformation had been indicated from the mini-field 
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experiment observation as well as from laboratory experiments 
[11]

.  It plays a more than 

negligible role not only in the mass transfer but also in the rise velocity [see Eq. (4.3.2-6) 

and (4.3.2-7)]. Because the Sherwood number is a nonlinear function of the Reynolds number 

[in Eq. (4.3.2-5)], the large rise in velocity will enhance the mass transfer and increase the 

dissolution rate. 

To check the ascending velocities, we adopted the rise distances of ROV to compare 

with the modeling results because they are the direct measurement data. For two monitored 

droplets, as shown in Fig. 4.3.3-3, we found that both rise distances from modeling 

simulations and data could be marched with each other at the early stages. The calculated 

rise distances are eventually departure from the data trance after elapsed time of 25 min 

when the droplets had been shrieked to about half of the initial size. At the moment, we have 

to recognize that we are unable to understand from point of view of fluid mechanics and mass 

transfer theories where this incongruity of dissolution rate and rise distance (the terminal 

velocities) came from. The simple suggestions, just briefly mention here because the detail 

will be discussed latter when the validation using Shitashima’s experiment is presented in the 

next section, for this incongruity might result either from the models by misunderstood the 

physical mechanisms or from the uncertainties of observation data, of which are actually the 

records of ROV rise rather than the droplet itself.   

(a) Model validation by Shitashima’s experiment. 

In this experiment, three droplets were monitored, from which the shrinking rate and 

also the rise distances for each droplet were recorded. Again, the observation indicated the 

shape of the droplets, especially the large droplets, to be an irregular-axiolitic droplet. The 

observation data of the axial dimension (H) and the dimension normal to the axial of 

symmetry (W) are directly implemented into the model validation, of which the equivalent 

diameters are given.  

Because of the accuracy of the software used for measuring the dimensions of the 

droplets from the pictures taken by CCD camera attached on the ROV, the error bar are 

shown together with the data. As like the case of Brewer’s experiment, we found the 

dissolution rates for three droplets being caught out at different depths are well simulated by 

the model calculations, as presented in Fig. 4.3.3-4. According to the Eq. (4.3.2-5) and Eq. 

(4.3.2-6), these results both from numerical simulations and from observation data indicated 

that the second term on the right side of Eq. (4.3.2-5) plays a more important role than the 

first term in droplet shrinking. This means that the expansion rate due to the depressurizing 

(ascending of the droplet) is neglectfully smaller than the mass losing due to dissolution.      

In order to further exam the validities of the model, we redrew the data as a normalized 

version together with the data from Brewer’s experiment, in which the data are divided by 

the initial value respectively. This redrawn data are given in Fig. 4.3.3-5. From this Fig, we 

can find out that the smaller droplet has a larger relative shrinking rate than that of a larger 
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droplet. This means (refer to the Eq. (4.3.2-4)) that the shrinking rate is inversely 

proportional to the droplet size because of the nonlinear relations between Sherwood number 

and the Reynolds number as given in Eq. (4.3.2-5). In numerical simulation of two-phase 

plumes, this result tell us that the upside boundary at the top part of the CO2 droplets plume 

could be reasonably treated by a relative smaller droplet size or a critical droplet size. 

Smaller than this critical size, the droplets could be considered as being dissolved 

completely at once.  

As concerned with the droplet rise (Fig. 4.3.3-6), it appears to be not as good as that for 

Brewer’s case. The departures between modeling simulations and the data are large. To 

analyze this set of data and numerical results, we checked the ascending velocities of the 

ROV by fitting the rise distance data. As shown in Fig. 4.3.3-7, the trances of the velocities 

for both the modeling simulations and the Shitashima’s data are similarly evaluated to 

decrease as the dissolution and rising, while the Brewer’s data are in appearance increased. 

According to this evaluated trance, we tried to separate the observation uncertainties, might 

result from the ambient environment or the measurement technologies, by normalizing the 

data through the initial velocity, as like done for the droplet shrinking rate. As indicated from 

Fig. 4.3.3-8, the data and numerical simulations are well agreed, especially for the early 

stage. This figure encouraged us to assume that the observations of rise ROV in 

Shimashima’s experiment might produce a local vertical flow of ambient seawater inside of 

the monitoring cylinder, of which added to the terminal velocity of droplets.  

 

４．３．４  The discussions on the validations  

(1) About the dissolution rate 

   For both sets of observation data, the dissolution rates are well agreed with the 

numerical simulations. If we preliminary assume that the mass transfer models be correct 

in both the physical mechanisms and numerical treatments based on the dissolution rate 

results, it means that the terminal velocities calculated through drag coefficient equation 

(Eq. 4.3.2-7 and 8) should be correct as well because the mass transfer coefficient, a key 

parameter of r governing the dissolution rate, is a strong nonlinear function of terminal 

velocity. If this is true, we should carefully check the uncertainties of observation data. 

However, there exists a possibility for the models that the sub-model might be incorrect 

while the integrated version of a group of sub-models might give a nice result. Because 

of this, we are looking forward to having more better-controlled laboratory experiments 

for the validation of the sub-models, respectively. 

(3) The possibilities producing the uncertainties to the observation 

   One possibility is the boundary affects produced by observation cylinder wall. It 

might give an additional velocity putting on the droplet when it moved into the boundary 

layer of ascending cylinder. The thickness of the layer could be approximately estimated 
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as 3.6 cm if the ROV velocity were used as typical velocity and the scale of the height of 

the cylinder. The estimated method and the key parameters used are shown in Box 

4.3.4-1.  

   There might be other mechanisms occurred in the observation or parameters used by 

the experiments, which will produce some additional effects on the ROV rise differing 

with the terminal velocity of droplets. In order to identify why the dissolution rates could 

be modeled very well but the ascending velocities are not, again, I strongly proposed to 

the RITE or any other organisms to launch a particular project focused on this topic. 

4). The mechanism of momentum exchanging at the interface of clathrate hydrate and 

seawater remains an open topic of being investigated in the next step. Because of the 

easy controllable and adjustable, it is proposed that the more detail and accurate 

laboratory experiments of individual droplet ascending in a seawater at clathrate hydrate 

formable states (Temperature lower than 10 
O

C and pressure ranging from 6 MPa to 25 

MPa. The models will benefit from the new data obtained from these kinds of 

experiments. 

5).  We suggested to the field experiments to equip some velocimeters to measure 

directly the droplet ascending velocities rather then those from ROV rising height 

records. The equipments could be the Laser based equipments, for example, Laser 

Doppler Velocimeter or better the Laser Phase Doppler Velocimeter.  
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Fig. 4.3.3-1 The vertical distributions of temperature and salinity applied by the

model calculations and the in situ data.  
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Box 4.3.3-1 The characteristics of two mini-filed 

experiments

• Boxes sizes (cm) :

– Brewer’s Exp: 

30(W):25(H):89(L)

– H-7: 30(W):30(H):120(L)

– H-8 cylinders: 

D=10; L=100(H-8-1); 

D=20; L=100(H-8-2)

W H

L

D

L

•Initial droplet diameter (cm): 

–Brewer’s Exp: 0.89 (a); 0.89 (b)

–H-7:    1.0

–H-8-1: 0.90

–H-8-2: 0.50

•Initial depth:

–Brewer’s Exp: 804 m(a); 649m(b)

–H-7; H-8-1; H-8-2: 1468m 
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Fig 4.3.3-2  The dissolution of two droplets “a” and “b” from Brewer’s experiment 

and the numerical simulations.  
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Fig 4.3.3-3  The ascending distances of two droplets “a” and “b” from Brewer’s 

experiment and the numerical simulations.  
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Fig.4.3.3-4  The droplet shrinking normalized by initial diameter of three

monitored droplets from Shitashima’s experiment and of the

numerical simulations associated with together with Brewer’s

data .  
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 Fig. 4.3.3-5 The rise distance of droplets from the depth caught out for both the 

numerical simulations and the data from Shitashima’s experiment  
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Box 4.3.4-1. The analysis of the effects from wall boundary layer of observation 

cylinder

L=1.2m

δ

W=30 cm

ROV

w

l
V

l
.

ν
δ 05=

Laminar flow:
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４．４ 液滴上昇高さの検証  

 

４．４．１ 目的  

液体二酸化炭素を直接中深層海水に溶解させる場合、CO2液滴は浮上しながら溶解

する。その際に、CO2が海面上に出ないように溶解させることと十分希釈させること

の両方を実現することが必要である。CO2の溶解に関しては、液体 CO2を微小液滴と

することで溶解を早めることが可能になるが、その半面局地的な pH の低下を引き起

こす恐れがあり、環境への影響が懸念される。本章では船で移動しながら CO2を放出

し、CO2液滴の大きさを制御して液滴が消滅するまでの上昇距離が大きくなるように

することによって pH の局地的な低下を防ぐことを検討しているが、船の速さやパイ

プの傾斜角、液滴の放出方法とともに、液滴の挙動を明らかにすることが求められて

いる。  

本研究においては、高圧下の水中において、あらゆる大きさの気泡や液滴の上昇過

程における挙動を明らかにする必要があるが，まずはその第 1 歩として、まず球形の

液滴、気泡についての溶解挙動に関する研究を行った。大気圧下における球形の気泡

の溶解過程については、盛んに研究されている。  

 

(1) 液体中を上昇する気泡の溶解過程  1) 

 

Mobile Interface 

a. Fluid Sphere 

Immobile Interface 

b. Solid Sphere 
 

図  4.4.1-1 Schematic of difference between fluid sphere and solid particle 

 

流体中を移動する球体は、その界面の挙動によって２種類に分けられる。ひとつは

－ 496 －



剛体球のように、周囲流体に影響されることなく球の界面が全く動かない固体球

(Solid Particle)であり、もうひとつはシリコンオイル中を上昇する気泡などのように、

周囲の流体に界面が引かれて移動する流体球 (Fluid Sphere)である。 (図  4.4.1-1 ) 同

じ大きさ、同じ比重の固体球と Fluid Sphere が存在した場合、固体球は界面が動か

ないために周囲流体に対する摩擦が増大し、Fluid Sphere と比較して動きが遅くなる。 

固体球の抵抗係数 (以下、CD)は Clift ら  1) によって、Fluid Sphere の CDは Mei ら

2) によって提案されており、それらをグラフに表したものが図  4.4.1-2 である。固体

球の抵抗係数は Fluid Sphere の約 3 倍程度大きく、速度は遅くなる。  

水中を上昇する球形気泡の場合の溶解過程は実験的にも数値解析的にもよく研究さ

れている。超純水中を上昇する気泡は Fluid Sphere のような振る舞いをするが 3)、対

照的に不純物の多い水中を上昇する気泡は液中の不純物に影響され、気泡の中が流体

であっても固体球のような振る舞いをする。1) これは界面に界面活性剤や水中のちり

などの不純物が吸着し、界面が移動しなくなるためと考えられる。  

気泡の溶解速度に関しては、Fluid Sphere の溶解速度は同 Re 数の固体球の溶解速

度と比較して数倍大きい。これは Fluid Sphere の界面近傍の周囲流体が常に新しい

バルク流が流れ込んで更新され続け、界面との気体の濃度差が常に大きく保たれ、拡

散が促進されるという原因によるところが大きい。また、界面の動きにより気泡内部

の流れが起き、周  
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図  4.4.1-2 Drag coefficient of CO2 bubble in water at 30°C and atmospheric as a 

function of Re 
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図  4.4.1-3 Sh of CO2 droplet in water at 30°C and atmospheric as a function of Re  

 

囲流体が気泡に溶解する双方向溶解システムの場合においても、同様のことが言え、

溶解速度は大きい。  

液滴や気泡の溶解速度を表す無次元数に Sherwood 数 (Sherwood number、以下、

Sh)があるが、固体球の Sh 数は Clift ら  3) によって、Fluid Sphere の Sh 数は竹村ら

によって Re 数と Schmidt 数 (Sc)との積で表される Peclet 数 (Pe)と Re の相関式とし

て提案されている。4) 

図  4.4.1-3 は 30℃、10MPa の条件における純水中を上昇する CO2 液滴が Fluid 

Sphere だった場合と固体球だった場合の Sh 数を示したものである。この条件におい

ては溶解速度が約 4 倍の違いを示すことが分かる。  

 

(2) Stagnant Cap Model 

前節で気泡の固体球としての振る舞いと Fluid Sphere としての振る舞いについて

述べたが、現在では図  4.4.1-4、4.4.1-5 に見られるような“Stagnant Cap Model”

が Fluid Sphere から固体球への遷移段階としての振る舞いを説明する理論として提

案され、多くの解析が行なわれている。 5)、  6) このモデルでは、界面に付着した不純

物は気泡の後部へと次々に輸送され、界面の動かない部分が後部から増えていく。こ

の動かない部分は最終的には気泡の全表面を覆い、気泡はその後固体球として振舞う。

この気泡に対する”Stagnant Cap Model”の有効性については、竹村らによって定量的

に示された。7) 竹村らは気泡の  
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図  4.4.1-4 Schematic of transient regime between a fluid sphere and a solid 

particle 

 

半径と上昇速度を精密に測定する装

置を開発した。また気泡の Re 数と

Stagnant Cap Angle をパラメータ

として、Sh と CDを数値的に解析し

て求めた。  

そして実験結果とシミュレーショ

ン結果を比較したところ、CD、Sh

数が一致する実験結果とシミュレー

ションの結果は Re 数も一致するこ

とを示し、Stagnant Cap Model に

よって気泡の溶解過程を定量的に説

明できることを示した。  

これに対して、液滴の場合にも気

泡と同様に Stagnant Cap が形成さ

れ る と い う こ と は 実 験 的 に は

Garner ら  8) や、Elzinga ら  9) 、

Griffith 10)、Horton ら  11) により確

認されている。また、Cap が大きく

なるにつれて液滴内部の渦の中心が

液 滴 の 前 方 に 移 動 す る 現 象 が

Horton らによって確認されている

ことが Huang らによって報告され

 

Mobile Interface

Immobile Interface

図  4.4.1-5 The transient regime from a fluid sphere

to a solid particle 
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ていた  12) が、当時は数値計算ではうまくそれらの現象を表せていなかった。その現

象を数値的に明らかにしたのは Oguz ら  13) である。Oguz らは表面拡散と表面バルク

流れによる不純物の移動、液滴内外部での拡散などを考え、液滴内部の粘性がバルク

粘性の 0.2 倍の時に Stagnant Cap が増大するに連れて内部の渦の中心が液滴前方に

移動することを明らかにした。さらにその結果が Horton の実験に良好に一致するこ

とを明らかにした。  

以上に述べたように、気泡や液滴の溶解についてはその界面に付着する不純物の影

響が大きく、CO2 の中深層処理における CO2 液滴の上昇距離に大きな影響を及ぼす。

本研究では、高圧下の液体や超臨界状態の液滴の溶解過程が、大気圧下において研究

が重ねられてきた水中を上昇する球形の気泡や液滴の溶解過程と比較してどのような

違いが出てくるのかを検証することを目的とする。  

 

４．４．２ 方法 

(1) 実験装置 

図  4.4.2-1 は上昇する液滴の半径、R、上昇速度、U、を測定するために使用した実

験装置の概略図である。テストセクションは CO2出口となる細いチューブ、圧力トラ

ンスデューサ (TEAC 社製、TP-AP 20 MPa)、循環ポンプ  (AKICO Co.)、2 つの送液ポン

プ (GL Science 社製、PU610-0X、と MP680)、顕微鏡、CCD カメラ、ビデオカセットレ

コーダ、Z 軸ステージ、ステージコントローラ、ビデオキャプチャーボード、そして

システムを制御するパ  
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図  4.4.2-1 Schematic of experimental apparatus 
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図  4.4.2-2 Schematic of test section and cross-section 

 

ソコンから構成されている。テストセクションはアクリルで作成し、内側の断面は一

辺 15 mm の正方形、長さ 420 mm である。これは直径  0.8 mm 以下の液滴に対して

は十分な広さを持つテストセクションであるといえる。CO2 出口となっているピーク

シルチューブ (Upchurch 社製、3255)は内径  25 µm である。テストセクションの詳細を

図  4.4.2-2 に示す。  

使用した CCD カメラは 640 × 480 ピクセルの解像度を持つ。さらに CCD カメラを

較正し、1 ピクセルあたり約  2.5 µm の長さであることが分かった。画像は一秒間に

30 枚撮影される。顕微鏡のレンズの付いたカメラは Z 軸ステージに設置されている。 

上昇する液滴をカメラで捉えるためのカメラ上昇速度の制御方法は次に述べるとお

りである。液滴の画像はビデオキャプチャーボードを経てパソコンに一秒間に 30 コ

マ分記録され、デジタル画像内における液滴の位置が計算される。連続した画像から

液滴とカメラの相対速度が計算され、ステージの速さを調整するために用いられる。  

顕微鏡の被写界深度は  ±70 µm であり、カメラと反対側からメタンハライドランプ

を照らして光源とした。  

実験で用いた水は純水装置 (MILLIPORE、Milli-Q)で精製した水であり、比抵抗値

は  18.2 MΩ･cm、TOC は  20 ppb 以下である。  

 

(2) 実験方法 

ピークシルチューブの先端から CO2 液滴を液中に放ち、上昇する液滴の半径、R、
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上昇速度、U、を測定した。テストセクションの壁の影響を小さくするため、液滴直

径の初期条件は 0.5～0.8 mm にしなくてはならないが、液滴の大きさは CO2配管中の

ニードルバルブを調節して行い、ハンマーで同配管に軽く振動を与えて液滴の打ち出

しを行った。  

実験条件は (温度  20 °C、圧力  10 MPa、NaCl 重量分率  0)、(温度  20 °C、圧力  10 

MPa、NaCl 重量分率  0.03)、(温度  30 °C、圧力  10 MPa、NaCl 重量分率  0)、(温度  

40 °C、圧力  10 MPa、NaCl 重量分率  0)、 (温度  33 °C、圧力  7.8 MPa、NaCl 重量

分率  0) 、 (温度  40 °C、圧力  8.3 MPa、NaCl 重量分率  0)において測定を行った。  

 

(3) 抵抗係数と溶解速度の算出  

上昇する液滴周囲の流れ場と濃度場は定常状態に達していると仮定し，実験結果か

ら CDと Sh を計算した．抵抗係数は式 (4-4-1)を用いて計算した．  

 

( )
2

3

8

Uρ

rgρ
C

l

gl

D

ρ−

=        (4-4-1) 

 

ここで g は重力加速度を表す．  

液滴や気泡の溶解過程を表す無次元数 Sh は，次の式で表される．5) 
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( )

l

CC

s
ρ

rρr

ccD

r
Sh

3

32 ρ&& +
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     (4-4-2) 

 

ここで文字の上付の・(ドット )作用子は時間微分を表す．式 (4-4-2)は Henry 則 (c=P/H，

ここで P (MPa) は CO2の圧力，H (MPa) は Henry 数を表す．) と状態方程式を用い

て次のように表される．  
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ρ

rρr

D

r
Sh

l
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∗
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44

2618

3
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ここで．Henry 数は次の式で表される．14) 

 

( ) ( )S/T./P./T.P.S,T,PH 8810K926MPa19611097K873/MPa136/MPa −++−+=   

        (4-4-4) 

 

ここで T (K) は絶対温度を表す．  

半径の時間微分は図 4.4.2-3 に見られるような時間軸を横軸にした液滴の半径のグ

ラフから計算した．  

 

(4) 数値解析  



実験結果が、Fluid Sphere、Solid Particle の間の挙動を示すこともありえるが、

不純物がどの程度吸着しているのかを明らかにするため、Stagnant Cap Angle をパ

ラメータとしたシミュレーションを行った。  

界面における物質移動が十分にスムーズであると仮定されるとき，Sh を計算するた

めには，液滴の内外両方の速度場と液滴の外側の濃度場を計算する必要がある．実験

結果の画像を解析すると，真球度が 0.01 以下であることから，液滴は球形を仮定する

ことができ，半径などの実験条件の下における溶解を計算するとき液滴周囲の流れ場

は軸対称であることも仮定できる．流れ場と濃度場が定常状態に達していると仮定で

きるため，Navier-Stokes 方程式，渦輸送方程式，CO2 に対する拡散方程式の３つの

方程式の非定常項は無視できる．よって，Stagnant Cap Model の速度場と濃度場を

計算するために，二次元，軸対象，定常条件の液滴の動きに対する Navier-Stokes 方

程式，渦輸送方程式を計算し，極座標における定常拡散方程式を計算した．  

速度，球の半径，CO2の濃度，そして圧力に関して次のように無次元数を定義した．

( Uuu =

∗ ， Rrr =

∗ ， ( ) ( )
∞∞

∗

−−= ccccc
s

， ( )2
Upp
l

ρ=

∗ ) 液滴の外側の連続の式，

Navier-Stokes 方程式，拡散方程式は次のようになる．  
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液滴の内側の流れに対する Poisson 方程式と渦輸送方程式は次のように表される．  
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境界条件としては Stagnant Cap Model の境界条件を用いた．  5), 6): 
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ここで，
outin

ηηκ = は外側流体と内側流体の粘性比である．  

解析結果に対する CDは次のように計算する． : 1) 
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Navier-Stokes 方程式と拡散方程式を次のように座標変換した． : 
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図  4.4.311 Boundary condition of Stagnant Cap Model 
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ここで，  
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図  4.4.3-1 Drag coefficient vs. Reynolds number at 20 °C, 10 MPa and NaCl 0 wt% 
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である．  

 

４．４．３ 結果  

 (a)20℃ 10MPa NaCl 0% 

20 ℃，10 MPa，NaCl 0％  の条件における純水中を上昇する単一 CO2 液滴の溶解

実験を行なった．図  4.4.3-1 は液滴の抵抗係数 CD を，横軸に Re 数を取って表したグ

ラフである．グラフ中の太い点線は Stagnant Cap Angle，
CAP

θ ，の一定な場合のシミ

ュレーション結果であり，その値を点線右側に記した．一番上の点線が固体球を示し，

一番下の点線が Fluid Sphere を示している．このグラフに実験結果を当てはめた．5

回の液滴打ち上げ実験を行なったがそれぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．

この結果，どの液滴もカメラが捉えた時刻にはほとんど固体球となっており，固体球

のまま上昇していることがわかる．この Stagnant Cap Angle が初めから大きいとい

う傾向は，竹村らの実験 7) の結果とは大きく異なっているが，これは CO2 の打ち出

しの方法が異なっているためである．竹村らの気泡発生装置は内部圧力をバルクより

も  0.5 kPa 高い状態に保ち，電磁弁と同じメカニズムを用いて気泡の大きさを調整す

るのに対し，本実験においては CO2 出口において出来た液滴は CO2 流路のニードル

バルブなどによって圧力を調整して大きさを調整するため，たいていの場合，打ち上

げた時には既に固体球となっている．  

 



次に図  4.4.3-2 に同条件における液滴の Sh 数を，横軸に CD を取って表したグラ

フを示す．本実験においては，CO2 の温度，圧力に対する物性変化が顕著であり，温

度計で得た温度と圧力トランスデューサで得られた圧力がバルク流の温度や圧力を正

しく，精度良く測定していることを確認する必要が生じる．Sh 数は，液滴の径変化や

拡散係数を含み，この実験においては不確かさの大きな無次元数であるが，ここでは

Sh 数を用いて実験結果と数値解析を重ねて比較することにより，実験条件の確認を行

なう．グラフ中の点線は，Re 数，
CAP

θ 一定のシミュレーション結果であり，Re 数の

値をグラフ下方，
CAP

θ の値をグラフ上方に示す．このグラフに実験結果を当てはめた．

5 回の実験で打ち上げた液滴それぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．この結

果，実験結果の Re 数とシミュレーションの Re 数はほぼ一致しており，この条件にお

ける測定が正しくできていることを示した．  Table 4.4.3-1 にこの条件の実験結果の

詳細を示す．  
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図  4.4.3-2 Sherwood number vs. Reynolds number at 20 °C, 10 MPa and NaCl 0 

wt% 

 

Table 4.4.3-1 Properties of CO2 and water at 20 °C and 10 MPa 

Density of 

CO2 (kg/m3) 

Density of 

Water (kg/m3)

Diffusion 

coefficient (m2/s) 

Henry number 

(MPa) 

856.3 1002.7 1.73×10-9 437.1 

－ 506 －

 

  (b)20℃ 10MPa NaCl 3% 



図  4.4.3-3 は 20 °C，10 MPa，NaCl 3％wt の条件における液滴の CD を，横軸に

Re 数を取って表したグラフである．グラフの説明は前節と同様であるので省略する．

5 回の液滴打ち上げ実験を行なったがそれぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．

この結果，どの液滴もカメラが捉えた時刻にはほとんど固体球となっており，固体球

のまま上昇していることがわかる．   

次に図  4.4.3-4 に同条件における液滴の Sh 数を，横軸に CD を取って表したグラフ

を示す．5 回の実験で打ち上げた液滴それぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．

この結果，実験結果の Re 数とシミュレーションの Re 数はほぼ一致しており，この条

件における測定が正しくできていることが示された．この結果，電解質イオンが溶解

過程に影響を及ぼさないことが分かった．  

Table 4.4.3-2 にこの条件の熱物性値の詳細を示す．  
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図  4.4.3-3 Drag coefficient vs. Reynolds number at 20 °C, 10 MPa, NaCl 3wt % 

 

Table 4.4.3-2 Properties of CO2 and water at 20 °C, 10 MPa and NaCl wt fraction 

0.03 

Density of 

CO2 

(kg/m3) 

Density of 

Water (kg/m3)

Diffusion 

coefficient (m2/s) 

Henry number 

(MPa) 

856.3 1023.4 1.73×10-9 468.1 

 

－ 507 －



0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6

CD*Re/16

S
h

Calculation

ex-1

ex-2

ex-3

ex-4

ex-5

Re=1
10 20

30
40

50 60

Solid Particle

Fluid Sphere

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60

Re

C
D
*
R
e
/
1
6

Calculation

ex-1

ex-2

ex-3

ex-4

ex-5

ex-6

θCAP=

45°

60°

75°

90°

0°

105°

180°

 
図  4.4.3-5 Drag coefficient vs. Reynolds number at 30 °C, 10 MPa, NaCl 0 wt% 

 図  4.4.3-5 は  30 ℃，10 MPa，NaCl 0％wt の条件における液滴の CD を，横軸
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図  4.4.3-4 Sherwood number vs. Reynolds number at 20 °C, 10 MPa, NaCl 3 wt% 

 

 (c)30℃ 10MPa NaCl 0% 



に Re 数を取って表したグラフである．グラフの説明は前節と同様であるので省略す

る．6 回の液滴打ち上げ実験を行なったがそれぞれの記号は右の凡例に示すとおりで

ある．この結果，ex-6 の液滴を除いては液滴もカメラが捉えた時刻にはほとんど固体

球となっており，固体球のまま上昇していることがわかる．   

次に図  4.4.3-6 に同条件における液滴の Sh 数を，横軸に CD を取って表したグラ

フを示す．6 回の実験で打ち上げた液滴それぞれの記号は右の凡例に示すとおりであ

る．この結果，実験結果の Re 数とシミュレーションの Re 数はほぼ一致しており，こ

の条件における測定が正しくできていることを示した．この結果，30 ℃  においても

液滴が固体球になる現象が確認された．  

Ex-6 については液滴の生成が早く，液滴の打ち出しにも時間をかけなかったため，

竹村らの実験 7) のような結果が得られ，Stagnant Cap Angle が増加する現象を捉え

ることが出来た．Table4.4.3-3 にこの条件の熱物性値の詳細を示す．  
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図  4.4.3-6 Sherwood number vs. Reynolds number at 30 °C, 10 MPa, NaCl 0wt% 

 

Table 4.4.3-3 Properties of CO2 and water at 30 °C, 10 MPa 

Density of CO2 

(kg/m3) 

Density of 

Water (kg/m3)

Diffusion 

coefficient (m2/s) 

Henry number 

(MPa) 

771.5 1000.0 2.00×10-9 437.1 
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ex-1 9.95 40.7 609

ex-2 9.91 40.5 610

ex-3 9.95 40.7 609

ex-4 9.944 40.7 609

ex-5 9.923 40.6 609

ex-6 9.941 40.6 610

 

Table 4.4.3-5 Properties of CO2 and water at 40 °C, 10 MPa 

Density of 

Water (kg/m3) 

Diffusion 

coefficient (m2/s) 

Henry number 

(MPa) 

996.3 2.77×10-9 474.5 
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 (d)40℃ 10MPa NaCl 0% 

図  4.4.3-7 は 40℃，10MPa，NaCl0％wt の条件における液滴の CD を，横軸に Re

数を取って表したグラフである．グラフの説明は前節と同様であるので省略する．6

回の液滴打ち上げ実験を行なったがそれぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．

この結果，どの液滴もカメラが捉えた時刻にはほとんど固体球となっているが，固体

球から Fluid Sphere へと少し変化しているように見受けられる．  

次に図  4.4.3-8 に同条件における液滴の Sh 数を，横軸に CD を取って表したグラフ

を示す．6 回の実験で打ち上げた液滴それぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．

この結果，実験結果の Re 数とシミュレーションの Re 数はほぼ一致している．

Stagnant Cap Angle に関しても，不確かさの範囲内に収まっていると見られ，この

条件における測定が正しくできていることを示した．  

この条件においては，温度・圧力に対する密度の変化率が比較的大きく，それに伴

って CD や Sh の不確かさも大きくなることが懸念されるが，グラフ上ではプロットの

大きさ程度の不確かさ区間であることが分かった．  

この結果 40 ℃においては，液滴が固体球から Fluid Sphere へとわずかに変化する

現象が確認された．  

Table 4.4.3-4 に実験条件の詳細を示す．  

 

Table 4.4.3-4 Conditions of the experiment 

No. Pressure (MPa) Temperature (°C)
2CO

ρ  (kg/m3) 
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図  4.4.3-7  Drag coefficient vs. Reynolds number at 40 °C and 10 MPa 
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図  4.4.3-8  Sherwood number vs. Reynolds number at 40 °C and 10 MPa 
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(e)33℃ 7.8MPa NaCl 0% 

33 ℃，7.8 MPa，NaCl 0％wt の条件における純水中を上昇する単一超臨界 CO2 液

滴の溶解実験を行なった．図  4.4.3-9 は上昇 CO2 液滴の CD を，横軸に Re 数を取っ

て表したグラフである．グラフの説明は前節と同様であるので省略する．５回の液滴

打ち上げ実験を行なったがそれぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．この結果，

どの液滴も徐々に Stagnant Cap Angle が減少する傾向が見られ，固体球から Fluid 

Sphere へと変化している．  

この傾向は前節における 40 ℃，10 MPa における実験よりも顕著である．詳細な

実験条件は Table 4.4.3-6 のとおりである．  

 

Table 4.4.3-6 Conditions of the experiment 

No. Pressure (MPa) Temperature 

(℃ ) 2
CO

ρ  (kg/m3) 

Ex-1 7.863 33.2 562

Ex-2 7.876 33.3 558

Ex-3 7.772 33.3 465

Ex-4 7.779 33.4 451

Ex-5 7.784 33.5 437
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図  4.4.3-9  Drag coefficient vs. Reynolds number at 33 °C and 7.8 MPa 

 



 

Table 4.4.3-7 Properties at this condition 

No. Pressure (MPa) Temperature 

(℃ ) 
2CO

ρ (kg/m3) 

ex-1 8.332 40.6 313

ex-2 8.322 40.7 310

ex-3 8.323 40.8 309

ex-4 8.355 41.2 307

ex-5 8.357 41.5 303

 

CO2 の密度は 310 kg/m3 程度である．次に図  4.4.3-12 に同条件における液滴の Sh

数を，横軸に CD を取って表したグラフを示す．5 回の実験で打ち上げた液滴それぞれ

の記号は右の凡例に示すとおりである．この結果，実験結果の Re 数とシミュレーシ

ョンの Re 数はほぼ一致している．Stagnant Cap Angle に関しても，不確かさの範囲

内に収まっていると見られ，この条件における測定が正しくできていることを示した．

この結果 40 ℃，8 MPa においては，液滴が固体球から Fluid Sphere へとわずかに

変化する現象が確認された．  
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図  4.4.3-11 Drag coefficient vs. Reynolds number at 40 °C and 8.3 MPa 
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図  4.4.3-10  Sherwood number vs. Reynolds number at 33 °C and 7.8 MPa 

 

CO2 の密度は 440 ～  560 kg/m3 である．次に図  4.4.3-10 に同条件における液滴の

Sh 数を，横軸に CD を取って表したグラフを示す．6 回の実験で打ち上げた液滴それ

ぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．この結果，実験結果の Re 数とシミュレ

ーションの Re 数はほぼ一致している．Stagnant Cap Angle に関しても，不確かさの

範囲内に収まっていると見られ，この条件における測定が正しくできていることを示

した．この結果 33 ℃，8 MPa 近辺においては，液滴が固体球から Fluid Sphere へ

と大きく変化する現象が確認された．  

 

 (f)40℃ 8.3MPa NaCl 0%  

40 ℃，8.3 MPa，NaCl 0％wt の条件における純水中を上昇する単一超臨界 CO2 液

滴の溶解実験を行なった．図  4.4.3-11 は上昇 CO2 液滴の CD を，横軸に Re 数を取っ

て表したグラフである．グラフの説明は前節と同様であるので省略する．5 回の液滴

打ち上げ実験を行なったがそれぞれの記号は右の凡例に示すとおりである．この結果，

どの液滴もわずかながら Stagnant Cap Angle が減少する傾向が見られる．33 ℃ , 7.8 

MPa の結果よりもわずかな変化である．  

しかし，一般的に小さい液滴は吸着量が少量でもすぐに固体球になるが，この実験

結果では，逆の傾向が見られるため，この場合は固体球から Fluid Sphere へと変化

していると言える．  

詳細な実験条件は Table 4.4.3-7 のとおりである．  
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図  4.4.3-12 Drag coefficient vs. Reynolds number at 40 °C and 8.3 MPa 

 

４．４．４ 考察  

  (a)40℃ 8.3MPa NaCl 0%  

40℃10MPa，40℃8.3MPa，33℃7.8MPa の条件における結果は，二酸化炭素液滴

の界面に付着した不純物が，上昇することにより取り除かれたということを示す．こ

の挙動は従来の気泡や液滴の実験では見られなかった結果であり，不純物が液滴の内

側に取り込まれたのか，外側に落ちたのかはさらなる実験・議論が必要である．  

20 ～  30 ℃  の実験条件における結果との違いの原因について考える．本節の実験

では Fluid Sphere に近づく挙動を示す条件は CO2 が超臨界状態であることが分かる

が，第 1 章で述べたように，物性的には液体の場合と超臨界の場合に急激に物性に変

化が生じるわけではない．バルク側の条件は温度の他はほとんど変化がなく，この挙

動は CO2 液滴側に密接に関係があるものと考えられる．さらに液滴がカメラに捉えら

れた時点では固体球に近いことから，静止時には固体球であったことが考えられる．

バルクが水や水に近い極性の物質で，気泡や液滴の内部が CO2 のように極性が低い物

質の場合は，界面に吸着する物質は極性が低く，長い疎水基を持つ物質であることが

多い．そのため，本実験で用いた純水程度の純度の水中を上昇する気泡の場合は吸着

と脱着では吸着のスピードが非常に大きく，Stagnant Cap Angle が減少することは

ない．以上のことを考慮すると，固体球が Fluid Sphere に近づくぐらいに多くの吸

着物質が離れるのは，バルク側に離れたからではなく，液滴中に取り込まれ，溶解し

たからであると考えられる．  
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図  4.4.4-1 Experimental results in the P-h diagram of CO2 

 

Mobile

Interface

Immobile

Interface

Solid Particle to Fluid SphereSolid Particle

 

図  4.4.4-2 Schematic of the phenomenon 
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 時間を 1.0×10-5秒ごとに区切って上記の式について計算を行なった。  

例えば、20℃、10MPa、初期直径 5mm の初期条件における球形の液滴の場合，約

25 分で 100m 上昇して消えることが計算により分かった。実際の海中では縦方向の海

流もあるのでその場合は考慮しなくてはならない。  

 

４．４．５ 今後の課題  

今後はさらに低温度の場合の測定を行なうことが必要であると考えられる。液滴の

場合に関しては界面が固体球以外になることは考えにくいが、ハイドレートが生成し

た時の挙動は未だ確認された例はなく、ハイドレートの表面粗さを知ることが可能に

なることも考えられる。  
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界面上に吸着した物質が存在できる場所としては，気泡の場合はバルク，界面の２

つの領域であった  12) が，本実験では液滴が超臨界状態であることを考えると液滴の

中にも吸着物質が溶解することが考えられる．液滴の内側の二酸化炭素に溶解してい

るとすれば，その物質は極性の低い物質であるということになる．CO2 が気体の場合

はさらに密度，誘電率が低くなり，さらに溶解・拡散しやすくなることが考えられる

が，物質の溶解力にはある程度の溶媒の凝集力も要求されるので，超臨界状態の液滴

に吸着物質が溶解するという仮定は理論的に不自然ではない．  

本節の実験結果を CO2 の状態図中にまとめた．(図 4.4.4-1) 固体球から Fluid Sphere

へと近づく挙動を表す○印は CO2 の超臨界状態にだけ見られていることが分かる．ま

た，本節における液滴の界面の様子を概略図で表すと図  4.4.4-2 のようになる．  

 

 (b)海中処理に対する影響について 

以上の考察から、周囲温度が 30℃を超えることがない中深層海洋処理における CO2

液滴の界面は固体球であると考えられる。二酸化炭素の液滴の球形が仮定できるなら

ば、次の式に従って上昇しながら溶解していく。  
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４．５ 観測による小規模海洋乱流場の解析 

 

４．５．１ Introduction 

Among various scales in the ocean, the scale of the order of 100m is called "small scale", and 

this scale is mostly equivalent to that of the artificial structures in the ocean. The small-scale 

turbulent diffusivity in the deep ocean is a parameter, which is applicable in many problems, such 

as the assessment of the acute impact on the marine lives by the direct injection of CO2 into the 

intermediate layer, and the modeling of the subgrid-scale (SGS) diffusivity in the numerical ocean 

models. In order to obtain the diffusivity, reproduction of the oceanic flow field is necessary. 

The main part of the reproduction method is to estimate the spatial information of flow field 

from limited number of data, for example, time series of filed data. The estimation methods can 

often be seen in the problem of estimation of directional spectra of the coastal wave field. Lygre 

and Krogstad
1)

 estimated the directional spectra of oceanic waves by the maximum entropy 

method (MEM) from time series of 3 components from a heave/pitch/roll buoy. Hashimoto et al.
2)

 

introduced an estimation method of directional spectra by using the MEM, from a combination of 

the wave properties from more than three gage arrays. Although their estimation methods are 

different, results of both methods showed the superiorities to the conventional methods of the 

maximum likelihood method (MLM). Donelan et al.
3)

 and Donelan
4)

 introduced a new method for 

directional wave analysis by using wavelets. 

For reproduction method of 3D eddy field of deep ocean, only a couple of approaches can be 

seen. Sato
5)

 developed a method to reproduce the small-scale ocean turbulence with a CFD 

technique from the time series of 3D velocity obtained from one-point measurement in the ocean. 

Ishikawa
6)

 tried to establish a reproduction system of the small-scale ocean turbulence with a 

combination of the Maximum Likelihood Method (MLM) and CFD calculations from a set of 

times series of 3D velocity measured at 4 different points. 

In this work, a new reproduction method of the small-scale ocean turbulence field is proposed 

as a combination of the wavelet spectral analysis and the CFD. Then the small-scale oceanic eddy 

field is reproduced as time-sequential functions of space. 

 

４．５．２ Oceanic field observation 

The measurement device consists of 4 of 3D Acoustic Doppler Velocimeter (ADV), a stainless 

frame to connect them, and a fin (Fig. 4.5-1(a)). Each ADV is allocated so that it comes to the 

vertex of a tetrahedron, which is the simplest arrangement of the velocimeters to obtain 3D 

information. 

Oceanic flow observation was carried out from July 16 to July 19, 2004, at the 500km offshore 

of Okinawa (Fig. 4.5-1(b)). Table 4.5-1 shows the conditions of the observation. The mooring 

cable consists of several sets of short ropes and joints, allowing the rotation of the stainless frame. 

This mooring cable was deployed in a vertical line, with one edge connected to a weight on the 
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seabed, with another edge connected to buoys. Two Aanderaa velocimeters were set at 100m 

below and 50m above the frame, respectively, in order to obtain pressure, temperature, and 

electric conductivity data. Besides, a CTD was attached to the pillar of the frame for reference. 

 

(a) (b)  

Fig 4.5-1 (a) Schematic drawing of simultaneous multi-point measurement device and (b) Contour 

of seabed in the vicinity of deployment point (The cross indicates the deployment point.) 

 

The horizontal direction and the inclination angle of the frame are shown in Fig. 4.5-2. Fig. 

4.5-3 shows the 3D velocity components and temperature observed by 4 ADVs. 

 

Table 4.5-1 Observation conditions 

Date 2004/07/16 to 19 

Place 22 28’52”N 

131 52’40”E 

Sampling time Every 15s (mean) 

Depth of water 5671m 

Depth of deployment About 2200m 

 

(a) (b)  

Fig. 4.5-2 Time history of the movement of the frame, (a) horizontal direction and (b) inclination 

angle 
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(a) (b)  

(c) (d)  

Fig 4.5-3 Time series of oceanic field information by 4 ADVs (a) u, (b) v (c) w, and (d) T 

 

４．５．３ Spectral analysis by wavelet 

(1) Wavelet transform 

The wavelet transform is defined as follows
7,8)

. 

( ) ( )∫
∞

∞−

β⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ′−
Ψ=′ dtt

s

tt

s

tsW
*

0

1
,       (4.5-1) 

where β  is the time series, s  is the time scale, and Ψ  is the wavelet function. As the wavelet 

function, the Morlet function was applied in this study. 

( ) ( ) ( )2/expexp 2

0

4/1
ttit −ωπ=Ψ

−       (4.5-2) 

From the analogy to the Fourier spectrum, we can define the wavelet spectrum as follows. 

( ) ( ) ( )tsWtsWts
jiij

′′=′Φ ,,,

*        (4.5-3) 

If i = j, ijΦ  is called the wavelet power spectrum, and, otherwise, it is called as the cross- 

spectrum. ijΦ  can also be expressed as the Fourier transform of the wavenumber-frequency 

spectrum, S (k, s, t). 

( ) ( ) ( )∫ ⋅−′=′Φ

k

kxkk dtsSts ijij exp,,,       (4.5-4) 

(2) Estimation of spatial information 

The wavenumber vector of the eddy can be obtained for each time and scale by solving the 

following equation. 
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( )( ) π+Φ=⋅ ntsijij 2',arg
*

xk        (4.5-5) 

where n = 0, 1, …. This equation is obtained by the following assumptions. 

Assuming that there is only one wavenumber, k, for each time, t, and scale, s, the 

wavenumber-frequency spectrum is expressed as 

( ) ( ) ( ) ktsSkktsS
ts

/,,,,,
,

′ϕθ−δ=′
′

k       (4.5-6) 

where δ  is the Dirac’s delta function. 

),,,( tsS ϕθ  is assumed to be expressed as the product of the power spectrum, P, and the 

directional spectrum, D. Here, homogeneity of the flow field is assumed. 

( ) ),|,(),(,,, tsDtsPtsS ϕθ=′ϕθ        (4.5-7) 

where P is the representative power spectrum o the space. D is the directional spectrum, with the 

constraint condition of 

1),|,(
2

00

=ϕθθϕ ∫∫
ππ

tsDdd        (4.5-8) 

It is assumed that D has only one peak for each time and scale. This assumption is well 

considerable when we deal with eddies, since the convection velocity is dominant for each scale 

in the turbulent eddy field. 

To obtain the unique solution of Eq. (4.5-5), it is assumed that there are no wavenumber which 

is larger than the inverse of the distance of the measurement points. 

(3) Transform to physical domain 

The flow field is reproduced by taking the inverse Fourier transform of ),( tkβ   

∑ ⋅β=β
s

it
s

t )exp(),(
1

),( xkkx       (4.5-9) 

(4) Reproduction of oceanic flow field 

 

 

Fig 4.5-4 Flow diagram of reproduction method by wavelet analysis 
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The wavelet analysis is applied to the observed data in the field experiment. The flow diagram 

of the analysis is shown in Fig. 4.5-4. Fig. 4.5-5 shows the wavelet power spectra of the velocity 

components, and Fig. 4.5-6 shows the estimated energy spectra of the flow field. The time series 

of reproduced velocity components agree well with the original observed data in Fig. 4.5-7. In Fig. 

4.5-8, the movement of the eddies can be seen as time-sequential images of 3D information. 

 

 

Fig 4.5-5 Wavelet power spectrum of the observed velocity components, (a) u (b) v, and (c) w 

 

 

Fig 4.5-6 Wavenumber-based kinetic energy spectra, after applying the FFT 

 

(a) (b) (c) 

 

Fig 4.5-7 Time series of reproduced velocity components compared with the original observed 

data (a) u, (b) v, and (c) w 
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(a)   (b)   (c)   (d) 

Fig 4.5-8 Sequential images of vorticity, WijWij in the reproduced field by the wavelet analysis, 

(a) t = 6000s, (b) t = 7500s, (c) t = 9000s, (d) t = 10500s. 

 

４．５．４ Turbulence forcing in CFD calculation 

(1) Governing equations 

The governing equations are the continuity equation, 3-D Navier-stokes equation with the 

Boussinesq approximation and the filtering for the SGS turbulence model, and the heat transfer 

equation. 
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where superscript H and the overbar indicate high-wavenumber component and the high-pass 

filter, respectively, corresponding to the size of the computational domain. For the turbulence 

model, the dynamic Smagorinsky model is adopted. 

(2) Results of reproduction of oceanic field by CFD 

 

Table 4.5-2 Calculation cases of CFD calculation 

Case L kc DT/dz Resolution

D1 24 3 0 32, 32, 32 

D2 30 3 0 32, 32, 32 

D3 48 3 0 32, 32, 32 

D4 30 2 0 32, 32, 32 

D5 30 4 0 32, 32, 32 

S1 30 3 5x10
-4

 32, 32, 32 

S2 30 3 0.25 32, 32, 32 
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(a) (b) 

Fig 4.5-9 Wavenumber-based energy spectra for Cases in Table 4.5-2, (a) dependency on L and (b) 

dependency on kc 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig 4.5-10 Wavenumber-based energy spectra with stratification (a) E, (b) Euu, (c) Evv, and (d) Eww 

 

CFD calculations were carried out for cases shown in Table 4.5-2. In Cases D1-D5, the 

dependencies of the CFD results for the domain size L and the threshold wavenumber kc are 

examined. From the results shown in Fig. 4.5-9, L = 30m and kc=3 are selected so that the results 

changes little if L>30 and  kc>3. In Cases S1 and S2, linear temperature stratification is forced 

and their results are shown in comparison with that of Case D2 in Fig. 4.5-10. It is found that the 

stratification stabilizes the vertical motion of the fluid, but increases the total kinetic energy. This 

phenomenon can be explained by the conversion of the potential energy of the stratification to the 

kinetic energy of the fluid.  

The energy dissipation rate and the eddy viscosity of the flow field reproduced by the CFD are, 
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about 1x10
-9

m
2
/s

3
 and 1-2x10

-3
m

2
/s, respectively. These values are reasonable in the deep ocean. 

 

４．５．５ Conclusion 

In this research, a new reproduction method of the transient small-scale eddy field from a set of 

time series of field data measured at 4 different points was proposed. From 3D velocity 

components obtained by the oceanic field observation, 4D (3D+time) field information was 

reproduced. It is confirmed that the reproduced time series of velocity components agree well 

with the original data. The high-wavenumber components of the energy spectra generated by the 

CFD follow the -5/3 power law well. 

For the future work, further improvements of the spectral analysis method, which can deal with 

the data measured by the rotating frame of the velocimeters, and wave fields as well as eddy fields, 

are considered. 
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４．６ Turbulent dispersion of CO2 enriched water column in a meso-scale ocean 

 

４．６．１ Objectives 

   To assess the dilute processes of CO2 enriched seawater column in a relative larger spatial 

dimension, we proposed to develop a kind of numerical model to nest the small-scale two-phase 

turbulent model with a meso-scale turbulent ocean model. This nested model system can be 

constructed through a nesting numerical scheme based on two independent models. The principle 

structure of the nesting model system can be found from Box 4-5-1-1, of which had been proposed 

by Prof. T. Sato of University of Tokyo.  

   In this study, as the first step, we attempt to numerically predict the near-filed dynamics 

created by directly injection of CO2 at a engineering rate, say 100kg s
–1

, to check how could the 

developed two-phase small-scale model work. The model consists of a CO2 droplet sub-model and 

a small-scale turbulent ocean sub-model, both of which were calibrated against field observation 

data. With an injection rate of 100 kg s
-1

 CO2, numerical simulations indicated that the injection 

of CO2 droplets with an initial diameter of 8 mm from fixed ports at a depth of 800 m into ocean 

water with a mean current speed of 2.5 cm s
-1

 could create a floor-touching plume with a 

maximum pH decrease of 2.6 units. The strong interaction between the buoyant rise of the liquid 

CO2 and the fall of the CO2-enriched water made the plume tip vertically wavy at about 190 m 

above the seafloor. The maximum pH drop, however, was reduced to 1.7 units when liquid CO2 

with an initial droplet diameter of 20 mm was injected from a towed pipe at a depth of 1500 m and 

at a ship speed of 3.0 m s
-1

. After 70 minutes, the double-plume developed into a single-phase 

passive plume with a vertical scale of 450 m and a horizontal scale larger than 150 m. This 

development was attributable to the droplets’ buoyant rise and dissolution, along with ocean 

turbulence, which together diluted the plume and reduced the decrease in pH to less than 0.5 

units.  

   We first calibrate the integrated model of an individual CO2 droplet with available observation 

data 
[1,2]

, which had been discussed in section 4.3.2. This step is followed by a brief introduction 

of a two-phase numerical model, including the modeling of a small-scale turbulent ocean and a 

method to couple that model with the CO2 droplet model in a Eulerian-Eulerian scheme. Finally, 

we discuss the numerical results of the application of the two-phase numerical model to two cases 

designed to duplicate actual engineering practices. In one case, liquid CO2 is released from a 

fixed port, while in the other it is released from a pipe towed by a moving ship, into ocean waters 

at a middle-depth. A release rate of 100 kg CO2 per second is set for both cases, which 

corresponds to approximately an exhaust rate of liquefied CO2 from a 500-MW coal power plant 

suggested by Herzog et a.
[3]

.                 

   In the next step of this study, this checked small-scale model and the predicted results here 

will be implemented into the meso-scale model for the predictions and assessments of the CO2 
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injection technologies suggested to apply to the engineering practices.  

  

４．６．２ Models and simulation setting-up 

(1) Numerical Reconstruction of a Small-scale Turbulent Ocean 

In the oceanic general circulation models (OGCMs) 
[4]

 and the regional oceanic models 

(ROMs), the turbulent flows of the ocean can be generated, in principle, through natural boundary 

conditions, such as the geography of the seafloor and atmospheric forces; on the other hand, the 

turbulent transportations in scale less than grid size were modeled by various turbulent models, eg. 

Smagorinsky 
[5]

. In our near-field, two-phase models, however, the spatial scale of the entire 

domain is to be L = O (1.0 km), the scale of one grid size of ROMs is m, eg. Nakashiki & 

Oshumi
[6]

, and about one percent of grid size of OGCMs by Mathew and Julie
[7]

. For this very 

small-scale turbulent ocean, it is difficult to identify the physical forces that could be reasonably 

implemented from the boundaries of the computational domain to generate the turbulent flows. 

One option is to artificially construct a turbulent ocean based on observation data. We called this 

the “reconstruction of a small-scale turbulent ocean” model. 

(a) Assumptions and governing equations          

Because they are the basis for the numerical reconstruction of a small-scale ocean, the field 

observation and data are briefly summarized here. The field observation was performed on the 
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マルチスケールの拡散範囲や

溶液濃度の予測が不可欠
海洋生物に対するCO2の急性影響

（数時間～数日　→　数100m～数10km）

• 16年度
– Small Gridの境界条件→グリッドサイズ差大の場合の連続性

– 現場海域の小スケール乱流計測
– Small Gridの計算法

• 乱流、二相流、熱物質移動、ハイドレートモデル

• 17年度
– 固定Nesting、移動Nesting

• 18年度
– 実海域実験（Moving Ship）シミュレーション

– 生物影響予測

中規模モデル（100km）と小規模モデル（1km）の結合
　　　　　　　

Box. 4.6.1-1. The principle structure and models of nesting system for

assessing the dilute process of CO2 enriched seawater 

column in a meso-scale modelling system (T. Sato 

University of Tokyo) 
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west coast of the island of Hawaii (19°
 
43.3624’N, 156°

 
04.605W), where the depth is 874.9 m. 

Three sets of temperature and current sensors were employed vertically at 20, 230, and 440 m 

from the seafloor. The measurement interval was set to two minutes, and the data were recorded as 

mean values for 15-second periods. The continually vertical distributions of temperature and 

salinity, which are used to calculate the density, were obtained separately. The field observation is 

described in detail in the CRIEPI Report 
[8]

.  

Data analysis showed that the mean horizontal velocity is on the order of Um ~ 2.0 cm s
–1

 

and appeared to be a shear flow from the bottom. The period without tidal influence was about 6 

hours. According to these basic data, the small-scale ocean to be reconstructed numerically was 

set up with the following assumptions: (i) The spatial scale of the ocean is on the order of L ~ O 

(1000m), and the resolution should be smaller than 2.5 m (∆ < 2.5 m); (ii) the flow dynamics 

inside of this “ocean” can be reasonably regarded as a horizontal, quasi-homogeneous, and 

stratified turbulent shear flow; and (iii) Taylor’s hypothesis of frozen convection is applicable. 

The turbulent dynamics of this ocean are then described in a large-eddy simulation version 

by a set of Navier-Stokes–based equations, which also are given in dimensionless form by:  

0=
∂

∂
+

∂

∂

j

i

x

û
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in which the resolved variables, )(^ , include the velocity vector, iû , and dynamic pressure, p̂  

[which is defined by the hydrostatic pressure (
h

p ) and initial vertical density distribution (
h

ρ ) as 

h
pPp̂ −=  and  

ih

i

h
g

x

p
ρ=

∂

∂ with pressure P]. The resolved variables also include scalars, ϕ̂ , 

temperature (T, kelvins), salinity (S, psu) (
c

δ = 0 for these two), and the CO2 concentration in 

seawater (
c

δ =1). The turbulent dissipation and transport terms, 
ijτ̂ and 

ϕ
q̂ , in the sub-grid scale 

are estimated by a structure-function model (Lesieur and Métais,
[9]

) and a turbulent Prandtl 

number, Pr = 0.7, respectively. 

－ 529 －



   The turbulent field was initiated and then maintained by numerically applying force onto these 

mean profiles at a narrow band of wave number kf through the source term appearing at the 

right-hand side of the velocity equation (4.6.2-2), Ftδmi when m = i. This turbulent force is 

generated and controlled (Grossmann and Lohse, 
[10]

) by: 

 

fkkt kktkutkutkuF
f

∈′′′= ∑
∈

),(),(/),(
000

ερ                               (4.6.2-4) 

where ε is the sub-grid-scale turbulent dissipation rate and 0
u′ (k,t) is a forcing intensity variable, 

which should be adjusted to approach the observation kinetic energy spectrum associated with the 

sub-grid-scale model. It is not difficult to determine from equation (4.6.2-2) that the total input 

energy would be dissipated equally by sub-grid viscous dissipation once the reconstructed ocean 

approaches the statistical steady state. The force is applied equally in three directions, and the 

force positions are determined randomly by a random number generator. This is the 

forced-dissipative mechanism applied in this study to reconstruct the small-scale ocean turbulent 

flow.  

    Concerning the continuity equation, it should be noted that we did not use the 

noncompressible condition and considered CO2-enriched seawater to be a slightly compressible 

fluid to handle the effect of the density change because of CO2 dissolution on the turbulent flows. 

As indicated first by Bradshaw 
[11]

 and then by Haugen and Drange 
[12]

, dissolved CO2 increases 

the density of seawater. This increase affects the transport and mixing processes occurring in this 

small-scale turbulent ocean. Thus, the density in our model is defined as: 

)ˆ()..(
ss

αρχρ −+= 126001                                           (4.6.2-5) 

based on the last experimental investigation of Song et al. 
[13]

. They reported that this linear 

relation is available for temperatures between 276 K and 288 K and in the CO2 concentration 

[
s

χ (in mass fraction] range from zero to approaching solubility. 

(b) An example of the reconstructed small-scale turbulent ocean 

    To test this forced-dissipative mechanism, we performed a numerical experiment to simulate 

the observed ocean. The dimensionless computation domain is a cubic box with X1 = 0.5 

(streamwise), X2 = 0.3 (spanwise), and X3 = 0.3 (vertically). A uniform grid of N1 = 256, N2 = 128, 

and N3 = 128 points was used. The initial fields are given by the mean velocity u1 = um(x3); u2 = u3 

= 0, temperature T = Tm(x3), and salinity S = Sm(x3), which were the results retreated according to 

the observation data and which represent the vertical distribution only.  

     Equations (4.6.2-1)–(4.6.2-3), which are associated with the equation of continuity, 

closured by the sub-grid scale (SGS) structure function models, and forced by (4.6.2-4), were 

numerically solved by a finite-volume method in a staggered grid system. Here we set 
cfc δδ = = 

0 for a one-phase simulation. The momentum and scalar equations were discretized by a 
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second-order central-difference scheme. The unsteady terms were approximated by an implicit 

three-level second-order scheme, and the SIMPLEC algorithm was applied to solve the 

momentum equation. The top of the domain is a free surface and was treated as a rigid slip wall. 

This approach is reasonable and simple when no mass transfer is assumed at the top. The bottom 

of the domain was considered to be a no-slip boundary for velocity vectors and a solid wall for 

scalars. The horizontal sides are all non-reflecting boundaries. 

    The preliminary results from numerically reconstructing the small-scale ocean are presented 

in Figure 4.6.2-1. The statistical properties of the turbulent flow field are expressed by a 

one-dimensional kinetic energy spectrum along with the observation data. The numerical 

simulation data were sampled from three sections (N2 = 30, 64, 90), respectively. The turbulent 

kinetic spectrum of the reconstructed ocean compares favorably with the observation data. Using 

this numerical experiment, we can determine that the forced-dissipative mechanism regenerates 

ocean turbulence well. 

 

４．６．３ Numerical predictions on direct release of CO2 into the ocean  

    Two sets of equations, (4.6.2-1)–(4.6.2-3) with the partner parts of CO2 droplets (details can 

be found from Chen et al 
[14]

), both of which are associated with models of related parameters, 

were numerically solved to predict the creation and evolution of a double-plume resulting from 

the direct injection of LCO2 into ocean waters. The simulations were started by spinning up the 

small-scale ocean to a fully turbulent state that was then maintained by the forced-dissipative 

mechanism. This is the small-scale turbulent ocean reconstruction mentioned in the last section. 

Droplets were further injected from nozzles on the injection ports into this reconstructed 

small-scale ocean. The droplet equations were solved to obtain new source terms that coupled 

with the ocean flow field. This computational cycle was terminated and begun again at the next 

time-step after the density difference between cycles fell below a selected threshold.  

    Various engineering strategies have been proposed to inject LCO2 into ocean waters, but 

fixed ports and towed pipe methods appear to be widely accepted. In this study, we attempted to 

examine these two methods in a relative engineering practice version. The LCO2 injection rate is 

set to 100 kg s
-1

, which corresponds to the exhaust rate of liquefied CO2 from a 500-MW coal 

power plant. The details of the simulation conditions and results are discussed in the next two 

subsections.  

(1). Numerical prediction of LCO2 released from fixed ports 

    For this scenario, we use the west coast of the island of Hawaii (19°
 
43.3624’N, 156°

 

04.605W) as the target ocean to build the release platform where the nozzle ports are installed. 

This target ocean is chosen because of the observation data available (as mentioned in section 

4.6.2). The platform is designed to be 10 x 10 m horizontally and 20 m above the seafloor, which 

is 878 m below the ocean surface. A total of 100 nozzles, each of which injects LCO2 at a rate of 

1.0 kg s
–1 

, are arranged on this platform at equal intervals. The computation domain is a cubic 

－ 531 －



box with X1 = 300 m (streamwise), X2 = 200 m (spanwise), and X3 = 200 m (vertically). A uniform 

grid of N1 = 195, N2 = 103, and N3 =103 points is used. The release platform is installed at the 

central spanwise section and 25 m from an inlet bound at the streamwise section. The initial 

conditions of the ocean are set up using field observation data 
[8]

, including ocean current speeds, 

temperature, salinity, and pressure distributions in the vertical direction. CO2 droplets are 

released continually. The initial diameter of droplets for each nozzle is determined randomly in 

time series from a probability distribution function 
[15]

 with a mean value of 8.0 mm. The initial 

droplet number density is then determined by total amount of LCO2 injected during the time step. 

This numerical injection technology also can produce a spatial profile on the platform at a given 

time because of the independent random initial diameter generated for each nozzle. We applied 

this numerical injection technology to simulate the so-called poly-dispersed release of LCO2 in 

engineering.  

    Figures 4.6.3-1 and 4.6.3-2 show the numerical results of the LCO2 droplet plume and the 

 

 

  

 

Fig. 4.6.2-1 The turbulent kinetic energy spectra predicted by the model of

small-scale turbulent ocean reconstruction. The forced-dissuasion 

mechanism was applied. The samples are the observation data and the

dished line is the Kolmogrov –5/3 law. 
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CO2-enriched seawater plume at elapsed times of 37 min and 93 min, respectively. The data were 

taken from a streamwise vertical cross-section through the center of the platform. Droplet 

Fig. 4.6.3-1. The double-plume created by the injection of LCO2 into ocean 

water by the fixed-port method, sampled at an elapsed times of 37 

and 93 minutes. Figure (a) and (b) shown the LCO2 plumes based 

on the equivalent droplet diameters (the scale is indicated by the 

vertical bar) 
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diameter distributions are used to visualize the droplet plume, while the CO2 concentration and 

pH reductions are used to present the CO2-enriched seawater plume. Here the pH reduction is 

defined by the original background ocean pH value minus the pH value of the 

 

 Fig. 4.6.3-2. The double-plume created by the injection of LCO2

into ocean water by the fixed-port method, sampled at

an elapsed times of 37 and 93 minutes. Figure shown

(c) and (d) the dissolved CO2 seawater plume

illustrated based on the pH reductions, and on the

concentration. 
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CO2-enriched seawater.  

    These figures indicate that strong interactions between these two plumes not only occur at 

the area around the nozzle ports, which was predicted in the case of a low CO2 injection rate in 

simulating the field experiments 
[14]

, but also cause nearly entire plumes to dissipate as a result of 

the ascent of the droplets and the descent of the CO2-enriched seawater. The descent results from 

the density increase, which is linearly proportional to the CO2 concentration, as demonstrated in 

an earlier study (Equation 4.6.2-4). Thus, the high concentration enhances the descent of the 

seawater parcels and touches the seafloor. The highly concentrated dissolved CO2 leads to a 

maximum pH reduction of 2.4 units. This dense area eventually expands from one location near 

the injection nozzles at the elapsed time of 32 min to a large area that resembles a waterfall 

(Figure 4.6.3-2). This waterfall-like flow even pushes the CO2 droplets down to the seafloor and 

develops a bottom droplet plume. In view of the effects such a plume would have on marine biota, 

the accompanying large reductions in pH would be obviously undesirable. Thus, the application of 

the fixed-port release of CO2 in practice should be carefully examined, and the initial injection 

rate should be limited by the threshold for allowed local pH reductions.  

    As an example of the role of ocean mean current on CO2 dilution, Figure 4.6.3-3 shows a 

dissolved CO2 plume in three-dimensions by an isosurface of 0.1 kg CO2 m
-3

, which was sampled 

at an elapsed time of one hour. This figure shows that the plume dispersed out of the 

computational domain in a spanwise direction while it approached the outlet bound in a 

streamwise direction. For the spanwise direction, we must recall that the original mean ocean 

current is zero at this direction, while in the streamwise direction it is 2.5 cm s
-1

. This difference 

means that the ocean current in the case of this large CO2 injection was, as a result of CO2 

dissolution, apparently inefficient in diluting the plume in comparison with the gravity flow. This 

outcome is attributable to interactions between CO2 droplets and CO2-enriched seawater and to 

the turbulent mixing associated with those interactions.   

    Another phenomenon predicted by this numerical simulation is that the properties of both 

plumes would be unsteady. This was detectable as the variation of plume height with time. The 

plumes wave vertically in space and periodically in time. In order to illustrate this vertical waving 

property, we monitored the vertical position movements of a fluid parcel with a given 

concentration value. We monitored two parcels of dissolved CO2 with concentrations of 0.1 kg m
-3

 

and 0.8 kg m
-3

 and two parcels of LCO2 with concentrations of 0.083 kg m
-3

 and 0.93 kg m
-3

, 

respectively. The vertical positions of these parcels are plotted in Figure 4.6.3-4 in time series. 

We found that on the upper part (the lower concentration), the two plumes waved with almost the 

same frequency and scope because of the weak interaction. They moved relatively like a passive 

scalar, following the fluctuation transported from the lower part. In the lower part, however, a 

large amount of droplets strongly ascended against the gravity flows from the dissolved CO2 

seawater. Once this balance was broken, the droplets began to move up or down, depending on 

which force was dominant, until a new balance was reached. The droplets seemed to be capable of 
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remaining for a relatively long time in one position while the dissolved CO2 seawater waved in a 

large frequency. Such waviness is also observed in laboratory studies of dense single-phase 

plumes; e.g., brine discharged into freshwater (Turner 
[16]

). We do not know what impact these 

additional waves could have on the release platform, but they should be taken into account in the 

design of the platform and of the injection systems. 

 (2) Numerical prediction of LCO2 released from a towed pipe 

    The simulation domain of this scenario is set to 0.5 km (X1 direction, E-W) × 0.15 km (X2 

direction, S-N) and 0.6 km (from 1500 m to 900 m in depth) in the vertical direction (X3) with 

discrete grid numbers of 256 × 64 × 256. The mean ocean current is chosen as a shear flow 

vertically, with a lower value of 1.5 cm s
-1

 from the bottom of the domain increasing to 2.5 cm s
-1

 

at the top of the domain; the current flows opposite the movement of the ship. The LCO2 is 

released in poly-dispersed form  (as mentioned in section 4.6.2(1)) from a pipe with a horizontal 

length of 10 m at the center of the S-N section. A total of 10 release ports are arranged at equal 

intervals on this pipe. Each port contains 10 nozzles. This releasing pipe is towed at a depth of 

1340 m by a ship at a speed, Us, of 3.0 m s
-1

. The initial droplet diameters and droplet number 

densities in time series are generated by the same method as that used in the case of fixed-port 

release, with a large mean value of 20.0 mm. The overall release rate is 100 kg s
-1

, and the release 

 

Fig. 4.6.3-3 The dissolved CO2 seawater plume in three dimensions, 93 

minutes after the start of injection. Viewed by an isosurface with a

CO2 concentration at Yc = 0.1 kg m
–3

, corresponding to a pH 

reduction of 1.5 units. 
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starts at X1=200 m toward the eastern boundary. When the ship moves out of the domain, the inlet 

boundary (eastern boundary) conditions of the CO2 droplets, including the void fraction, droplet 

number density, and velocities, and the concentration of CO2-enriched seawater are reset 

periodically at each time step, τ∆ , using the information of the plumes at a section of X1 = 

τ∆×Us . By this method, the effects of continually releasing of CO2 and the dissolution from 

upstream could be assessed even though the ship moved out of the computational domain. For a 

certain number of time steps, the simulated data of velocity and scalars were recorded and saved 

for later evaluation. 

    The evolution and dispersion of the CO2-enriched seawater column is shown in Figure 

4.6.3-5 at elapsed times of 2.5 min (Figure 4.6.3-5 (1)), 39 min (Figure 4.6.3-5 (2) B), and 65 min 

(Figure 4.6.3-5 (2) C) using dissolved CO2 concentrations. To illustrate the individual properties 

of the two plumes of LCO2 and CO2-enriched seawater, Figure 4.6.3-5 (1) plots the outline of the 

LCO2 plume also by a given droplet diameter of 19 mm.  

    It is clearly indicated, in comparison with the fixed-port release scenario, that the towed pipe 

 

Fig. 4.6.3-4 Oscillations produced by a strong interaction between the LCO2 plume and 

CO2-enrichedseawater plume. These properties are denoted by the vertical position

fluctuations of the fluid parcels. Two parcels, with dissolved CO2 concentrations of 

Yc = 0.1 kg m
-3

 and Yc = 0.8 kg m
-3

, are for the dissolved CO2 seawater plume. The 

other two parcels are indicated by LCO2 concentrations of Yd = 0.083 kg m 
–3 

and 

0.93 kg m 
–3

.   
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release technology can produce a significantly diluted CO2 plume, as shown in Figure 4.6.3-5. 

The local and temporary maximum pH changes were reduced to 1.4 units from the 2.4 units that 

occurred in the fixed-port release scenario, which means that the concentration of dissolved CO2 

in CO2-enriched seawater plume is diluted by one order of magnitude. This relatively large pH 

reduction occurred only at the very beginning (Figure 4.6.3-5 (1)A) and then decreased gradually 

as CO2-enriched seawater turbulently dispersed and mixed with fresh seawater as droplets 

ascended and dissolved. Two parameters played a dominant role in achieving this relatively small 

pH reduction: the temporary LCO2 injection and the large initial droplet size. When we examined 

the seawater column with a unit spatial volume where LCO2 is injected, the amount of LCO2 could 

be roughly estimated by the local injection rate and the time period of injection for towed pipe 

release, which was about 3.0 kg (100 kg s
-1

/10 m/3 m s
-1

), whereas about 9.0 kg was produced 

from the fixed-port release. Because of the movement of the ship, both the initial and maximal 

amounts of LCO2 were eventually dispersed and diluted as the release pipe moved past. In the 

fixed-port scenario, however, this maximal amount of LCO2 was maintained or might have been 

increased by continual injection and eventually led to a large pH reduction. 

 

Fig. 4.6.3-5 (1). Simulated plumes from a direct release of LCO2 at mid-depth by a 

towed pipe: (a) dissolved CO2 seawater plume (contours), together with the 

outline of the LCO2 (dotted) 2.5 minutes after the start of injection 
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    Regarding droplet size, we found that the entire dissolution rate decreased when the initial 

droplet diameter increased from 8mm to 20mm. This decrease resulted from a smaller overall 

interface area, which is directly proportional to the overall dissolution rate as a result of the 

nonlinear decrease of initial droplet number at a given injection rate and of the ocean environment. 

It also should be noted that the Sherwood number is approximately a constant because of the 

Fig. 4.6.3-5 (2) Simulated plumes from a direct release of LCO2 at mid-depth by a towed pipe: (b)

dissolved CO2 seawater plume (contours as in (a)) at the central E-W cross section

(b-1), the S-N cross section at X1 = 10 m (b-2); and X1 = 160m (b-3). Model results

are from 39 minutes after the start of injection. Panel (c) is panel (b) except it is at an

elapsed time of 65 minutes.
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negligible change in slip velocities at this range of diameters
 [14]

. On the other hand, a large 

droplet can experience a long vertical ascending distance because of its larger slip velocity, which 

additionally enhances the dilution of the LCO2 plume while yielding a reduced source of 

dissolved CO2 into the surrounding seawater. As shown in Figure 4.6.3-5 (2) C, the upper edge of 

the plume developed to approximately 450 m from the initial release depth at an elapsed time of 

65 min. Because of the lower CO2 concentration, no observationally descending or peeling 

movement occurred, unlike the outcome in the fixed-port release scenario. In other words, this 

downward buoyancy seemed too weak to influence the original ocean turbulent flows. The ocean 

turbulence stretched, strained, and finally broke up the plume, as shown in Figure 4.6.3-6, by an 

isosurface of dissolved CO2 concentration at an elapsed time of 70 minutes. From then the 

CO2-enriched seawater dispersed like a passive tracer in the ocean turbulent flows.  

 

    To examine the mean characteristics of CO2-enriched seawater plumes created by release of 

LCO2 from the fixed ports and from a towed pipe, we calculated the plume volume distributions 

with respect to the pH reduction for two release scenarios, respectively, at an elapsed time of 70 

min. The results indicate the percentage of CO2-enriched seawater plume volume  with a pH 

 

Fig. 4.6.3-6 The isosurface of dissolved CO2 concentration in a three-dimensional 

view at an elapsed time of 70 minutes. 
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reduction greater than a given value on the horizontal axis after 70 min of continuous CO2 release. 

The indications from this result are that almost 50% of the plume experienced a pH reduction of 

one unit as a result of LCO2 release from the fixed ports, while the largest pH reduction reached 

2.5 units. This volume percentage is less than 20%, and the largest pH reduction was 1.5 units in 

the case of towed pile release, which means that the plume was much diluted.    

 

４．６．４ Discussion and Conclusions 

   A large-eddy simulation using the two-fluid model, calibrated against the observation data in 

terms of LCO2 droplet dissolution and the small-scale turbulent ocean flow, respectively, has been 

applied to simulate the near-field physical and chemical processes that develop by directly 

injecting LCO2 into ocean waters. For engineering applications, the injection of LCO2 from fixed 

ports should be carefully arranged to limit the local injection rate based on the injection location 

selected; for instance, an inclined seafloor. In the case of a large injection rate (100 kg s
–1

) on a 

flat seafloor, the injected LCO2 could yield a large pH reduction and an unsteadily waving 

double-plume. Alternatively, the technology for releasing relatively large droplets of LCO2 via a 

towed pipe at a middle depth of the ocean is expected to be an option for practical CO2 ocean 

sequestration. This technique could be adjusted potentially to limit the impact on marine biota.  

It must be noted, however, that these conclusions arise from a model prediction with 

many assumptions and uncertainties. For example, we simply neglected the effects of 

interactions among droplets. These interactions may prove to significantly affect 

plume development, especially with a high CO2 injection rate. To further calibrate the 

model and reduce the errors in its predictions, a systematic field experiment is 

urgently necessary, as proposed by Brewer et al. [17]. The results obtained from this 

field experiment will not only benefit the development of physical and chemical ocean 

models, but also the engineering design of entire injection systems, especially the 

development of methods to assess the effects of such systems on the marine biomass. 

   In the next step, as scheduled in Box 4.3.1-1, this two-phase small-scale model will 

be nested into the meso-scale ocean turbulent flow model (at spatial scale of 100 km). 

The two-phase model itself should be further improved: 

(1). To develop a droplet collisions sub-model to treat the phenomenon found both from 

laboratory experiments and filed experiments, that is the interaction among the 

droplets. The importance of the droplets collisions on the prediction of plume dilute is 

significant. It is not difficult to identify this conclusion when we image that the jointed 

large droplets will ascend for a long distance while enhanced the dilutions. 

(2).  Try to develop a better numerical technology based on the developed model to 

predict the effects of VIV on CO2 droplets and CO2 enriched seawater plumes. The 

vibration of released pipe will produce an additional disturbance to the release nozzles 

and then create a different kind of plumes.  
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(3). To develop a numerical scheme to nest the two-phase small-scale model with the 

meso-scale ocean turbulent flow model.       
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第５章  CO2 拡散予測数値モデル 

 

５．１ 高解像度モデルを用いた CO2 の輸送および希釈の予測 

 

５．１．１ 背景および目的 

(1) 研究の位置付け、必要性 

CO2 海洋隔離のシミュレーション研究は、その目的及び対象とするスケールによって大き

く２つに分類される。1 つは放出直後の CO2 の希釈過程を扱う研究であり、研究対象とする

空間スケールは数 10km 以下、時間スケールは数日以下である。この時空間スケールにおけ

る主要な課題は、急性的な生物影響が起らない程度に濃度が低下するのにどの程度の時間

を要するかということであり、海水と CO2 の密度の違いを考慮した数値モデルによって、

水平、鉛直方向に於ける CO2 濃度分布の時系列を求めることが必要になる。本プロジェク

トでは産総研陳氏、東大佐藤氏が精力的に研究を進めており、放出された CO2 液滴が緩や

かに上昇しつつ海水と混合するプロセス、CO2 液滴によって密度を与えられた周囲の海水

が重くなって沈み込むプロセスが解明されている。一方、数 1000km 以上の空間スケール、

数百年の時間スケールに於けるモデル研究の主要な研究対象は隔離効率であり、海洋に注

入された CO2 のうち何割が海洋にとどまるかということが問題となる。この時空間スケー

ル上での挙動については OCMIP/GOSAC グループによって体系的な研究が進められてきてお

り、注入された CO2 は十分な長期間海洋に留まり、隔離効率は注入深度が深くなるほど高

くなることが確認されている。 

ところが、この 2 つのスケールの中間となる数 10km－1000km 程度の空間スケール、数

ヶ月－数 10 年の時間スケールに着目したシミュレーション研究はこれまで存在しなかっ

た。我々の研究目的はこの時空間スケールに於ける CO2 の輸送、希釈について数値モデル

を用いた予測を行うことである。このような研究は環境影響、例えば CO2 の生物への慢性

影響を見積もる際には欠かすことが出来ないと考えられる。また、適切な注入サイト、注

入量、及びその間隔を決定する際の重要な資料となる。この時空間スケールに着目した研

究を行うことによって、例えば海山の様な生態学的に重要な海域に高濃度の CO2 が到達す

る事を回避するような投入方法が可能になると期待される。 

 

(2)  研究手法として高解像度モデルを用いる必要性 

研究対象となる時空間スケールでは、数 10km－300km 程度の空間スケールを持つ海洋の

中規模渦が卓越する。よって中規模渦による CO2 の輸送、希釈を陽に表現するためには、

最低でも eddy-permitted model（水平解像度 1/4 度程度）を用いる必要があり、可能なら

ば eddy-resolving model（水平解像度 1/10 度程度）を用いる事が望ましいと考えられる。

隔離効率の研究に用いられているような水平解像度が 1 度以下のモデルは、渦の CO2 に対

する影響を陽に表現する事が出来ないので、パラメーター化された拡散項で表現しており、
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注入された CO2 が高濃度を保ったまま中規模渦によって輸送（移流）されていく過程を表

現することが出来ない。結果として粗い解像度のモデルでは平滑化された平均濃度が得ら

れるので、環境への影響を見積もるのには向いていない。また、1/4 度以上の高い水平解

像度は、中規模渦を再現する為にだけ必要とされるわけではなく、日本近海で卓越する海

流である黒潮を再現する為にも必要とされる。黒潮の幅は 50km－70km 程度しかないので、

解像度の粗いモデルでは正確に流れを再現することが出来ない。 

 

(3)  本年度の目的 

昨年度は水平解像度 1/4 度（約 25km）のモデルに粒子追跡法を組み込んだシミュレーシ

ョンを行い、海洋に於ける注入 CO2 の輸送、希釈を定量的に示した（Masuda et al. 2004）。

しかし、1/4 度という解像度は海洋の中規模渦の活動を再現するのには十分とは言えず、

黒潮から離れた海域の深層では現実の観測データから推定される活発な渦活動を十分に再

現することが出来ないという問題があった。モデル内の中規模渦の活動が現実の海洋より

も不活発だと、注入 CO2 の輸送、希釈が現実海洋で起るそれよりも弱くなってしまう。こ

のような課題を受けて、今年度は水平解像度を 1/10 度に上げたモデルを用い、より予測精

度を向上させた。この改良を行うことにより、CO2 注入を 1 回行ったケースについて、数

年間の輸送、希釈予測の精度を向上させる事が本年度の 1 番目の目的である。また、昨年

度に 1/4 度モデルを用いて得られた結果と比較することで、予測精度改善に関する検証を

行う。 

 2 番目の目的は数十年間に渡って CO2 の連続注入を行ったケースのシミュレーションを

行い、長期間に渡る CO2 の輸送、希釈を明らかにする事である。最終的には来年度までに

40 年から 50 年程度の計算を行う事を計画しており、今年度には 20 年目までの計算を終了

している。この実験によって注入サイト周辺の比較的高濃度の CO2 の影響を受ける範囲を

特定する事が出来る。また、投入サイト、投入深度を変えた実験を複数行うことによって、

海域、深度による CO2 輸送、希釈の違いを明らかにする。更に将来的には 40 年－50 年後

の鉛直分布を調べる事によって、先行研究で算出されている隔離効率の比較的初期の値に

ついて検証を行う予定である。 

実験では連続投入される CO2 をオイラートレーサーによって表現する。こちらの方が、粒

子トレーサーより連続投入のシミュレーションには向いていると考えられる。 

 

５．１．２ モデル 

(1)  全球モデルデータ（粒子追跡を用いた数年予測に使用） 

 粒子追跡を用いた数年間の注入 CO2 の輸送、希釈予測を行うには、海洋の速度データが

必要となる。研究進行の都合上、この速度データは既に計算された水平解像度 1/10 度の大

循環モデル OFES(Ocean Model for Earth Simulator)の日平均データを用いた。OFES は地

球シミュレータセンターで開発されたモデルであり、米国の地球流体力学研究所で開発さ

れた海洋大循環モデル MOM3(Modular Ocean Model ver.3)をベースにしており、並列化コ

ードの変更などによって地球シミュレータ用の最適化を行っている。計算領域は南緯 75
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度－北緯 75 度であり、極域を除く全球をカバーしている。詳しい設定などに関しては

Masumoto et al. (2004)、佐々木他 (2004)を参照されたい。 

 

(2) 太平洋領域モデル（オイラートレーサーを用いた数十年予測に使用） 

 オイラートレーサーを用いた数十年予測で用いたのは地球シミュレータセンターで開発

された OIFES であり、海洋大循環モデル OFES に氷モデルを組み込んだモデルである。本研

究での計算領域は北太平洋（南緯 20 度－北緯 68 度、東経 98 度－西経 70 度）である。OIFES

の水平解像度は東西、南北方向共に 1/10 度であり、鉛直方向には 54 層を持つ。モデルの

最大深度は 6065m であり、海底地形はサザンプトン海洋センターの OCCAM project によっ

て製作された 1/30 度のデータセットに基づいている。水平方向の混合に関しては

biharmonic 粘性、拡散が用いられており、鉛直方向の混合には KPP 混合層スキーム(Large 

et al. 1994) が用いられている。 

 モデルの駆動力は以下の通りである。風応力は NCEP/NCAR 再解析データの月平均気候値

を使用している。海表面の熱 flux は Large and Pond (1981; 1982)に基づくバルク式によ

って計算されており、バルク式の計算には前述の再解析データの月平均気候値が使用され

ている。因みに OFES は Rosati and Miyakoda (1988)に基づくバルク式を用いており、こ

の点に関しては OIFES と異なる。モデルのドリフトを防ぐために、1 層目の温度は時定数

30日で World Ocean Atlas 1998 （以下、WOA98）の月平均気候値へ緩和を行っている (Antnov 

et al. 1998)。淡水 flux に関しては NCEP/NCAR 再解析データの月平均気候値を用いて計算

している。また、1層目の塩分は時定数 6日で WOA98月平均値への緩和を行っている (Boyer 

et al. 1998)。モデル南岸には人工的な境界が存在するので、その影響を取り除くために

全層で温度、塩分を WOA98 月平均気候値へ緩和している。 

 モデルの計算は静止状態、WOA98 年平均気候値の温度、塩分から開始する。21 年経過し

て平均的な海洋循環場が定常に達したところで、CO2貯留実験を開始する。貯留実験開始か

ら 40 年－50 年の計算を行う予定であり、今年度では 20 年間の計算が終了している。以下

では、モデル内の時間は CO2貯留実験開始からの経過時間で表示する。 

 

(3) オイラートレーサー実験の設定 

投入サイト、投入深度を変えた 10 個のオイラートレーサー実験の設定を表 5.1.2-1 に

示す。投入範囲は 1 度×1 度（約 100km×100km）, 約 1000m－2000m の領域を基本的に想定

している。この範囲で CO2 注入に対応してオイラートレーサーの相対濃度（無次元量）を

1 年間で 1.0 上昇させる。約 100km×100km×1000m の水柱に 1000 万 tCO2（100 万 kW 級石炭

火力発電所 2.5 基から年間に回収される見込みの CO2 量）を投入し、均一に希釈した時の

濃度が 1ppm である。よって、1 年間で相対濃度 1.0 の上昇というのは、1000 万 tCO2 投入

シナリオで年間 1ppm の濃度上昇が生じている場合に相当する。相対濃度で計算しているの

で、10000 万 tCO2 投入を行って年間 10ppm の濃度上昇が生じている場合と考えることも可

能であり、この場合は相対濃度 1.0=10ppm となる。相対濃度の支配方程式は線形なので、

解の重ね合わせが可能であり、例えば実験 2 の投入箇所に 2000 万 tCO2/年、実験３の投入
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箇所に 1000 万 tCO2/年というような同時投入を行った場合のシミュレーションも可能であ

る。CO2 注入に対応した相対濃度注入は約 100km×100km×1000km の水柱内で、空間的にも

時間的にも均一に行われる。よって、必ずしも船がジグザグに走り回って、この水柱内で

濃度差が生じているケースには対応していないが、時間スケールの長い問題を扱っている

ので、このような仮定には問題が無いと考えている。 

 

 

 ケース  投入位置 投入方法  備考 

1a 131.4E-132.4E, 22N-23N, 

977m-1429m 

連続投入 RITE シナリオ、ケース D の投

入位置 

1b 131.4E-132.4E,    22N-23N, 

1429m-2012m 

連続投入 同上 

1c 131.4E-132.4E,    22N-23N, 

2012m-2470m 

連続投入 同上 

1d 131.4E-132.4E,    22N-23N, 

5407m-6065m 

連続投入 同上、海底貯留 

1e 131.4E-132.4E,    22N-23N, 

977m-2012m 

1 回投入 同上 

2 134.5E-135.5E,  

19.5N-20.5N,   977m-2012m 

連続投入 RITE シナリオ、ケース E の投

入位置 

3 129E-130E,     25N-26N, 

977m-2012m 

連続投入 ケース C の近傍、昨年度 1/4

度モデルの投入箇所 

4 143.5E-144.6E,  

35.5N-36.5N,   977m-2012m 

連続投入 ケ ー ス A の 近 傍 、 GOSAC 

project 投入箇所 

5  141W-140W,     20N-21N, 

977m-2012m 

連続投入 ハワイ近傍に投入 

6  160E-161.3E,    46N-47N, 

977m-2012m 

連続投入 亜寒帯に投入 

 

表 5.1.2-1： オイラートレーサー実験の設定。 

 

 

 

10 個のオイラートレーサーを用いた事には２つの主要な目的がある。第１の目的は

1a-1d の比較によって、深度による CO2 輸送、希釈の違いを明らかにすることである。将

来的には鉛直分布の変動を調べることで、先行研究で算出されている隔離効率の初期数十

年の値について検証を行いたいと考えている。第 2 の目的は実験 1a+1b,2-6 の比較によっ
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て、投入場所による輸送、希釈の違いを明らかにすることである。日本近傍の投入場所は

RITE のシナリオをほぼ網羅しており、同時に先行研究との比較を行うことを想定して設定

されている。CO2 の輸送、希釈には中規模渦の活動が大きく寄与していると考えられるが、

日本近海の CO2 投入想定海域は、海洋の他の領域に比べて渦活動が活発な海域に属してい

る。よって、実験 6 に示されるように、日本近海から離れた場所での投入実験も行った。

渦活動の弱い海域での CO2 の輸送、希釈予測を行っておく事は、海洋隔離を海洋全域で検

討する際には欠かすことが出来ない。なお、実験 5 ではあえて亜寒帯に投入して、先行研

究で示されたような亜寒帯域での放出可能性を鉛直分布の変動を調べることで検証したい

と考えている。 

最後に設定の細部について述べる。実験 1e だけは他の実験と異なり 0 年目に投入を 1

回だけ行い、それ以後の投入は行わない。実験 4、実験 6 では投入海域の経度方向の幅が 1

度より大きい。これは高緯度になるほど経度方向 1 度あたりの距離が短くなるのを考慮し

て、投入を行う水柱の体積がなるべく同じになるよう実験 1a+1b を基準に調整している。

1d のケースは海底貯留を行った場合に対応している。より正確には、海底貯留を行った後、

鉛直方向の拡散によって CO2 が海水と混合した後のシミュレーションと言える。このケー

スだけは海底地形の存在によって、注入が行われる水柱の総体積は表 1 で示されたものよ

りも小さくなっている。 

 

５．１．３ オイラートレーサーを用いた連続投入ケースの数十年予測 

（１）モデルで再現された海洋循環 

 貯留実験開始時点、水深 100m での 1 月の月平均温度分布を図 5.1.3-1 に示す。この時

点で海洋循環場の Spin-up はほぼ終了している。現実の太平洋と類似した温度分布が再現

されており、モデル内で再現された平均的な物理場は妥当であると言える。擾乱場に関し

ても渦活動に伴う細かい水塊構造が存在している事が解る。このような細かい擾乱構造を

陽に表現することが出来るのが 1/10 度モデルを使用するメリットである。次に貯留実験開

始時点の 1 月月平均水平速度場を図 5.1.3-2 に示す。左図は深さ 100m、右図は深さ 1185m

での水平流速である。右下に表示されている基準ベクトルの大きさが両者で違う事に注意

されたい。深さ 100m での水平流速では日本沿岸に沿って流れる黒潮が最も特徴的な構造で

ある。黒潮の幅は約 60km 程度、流速の最大値は 1.8m/s 程度であり、極めて現実海洋の値

に近い。現実の黒潮では大きく分けて直進路と蛇行路の 2 つが存在することが観測によっ

て示されており、モデルはこの時点で蛇行流路を取っている。ただしモデルでは非現実的

な蛇行流路が生じることがあり、これは渦解像モデルに共通する問題点である。深さ 1185m

の水平流速では、黒潮近傍だけでなく図の領域全体で中規模渦に伴う数 cm/s の流れが生じ

ており、この流速は注入 CO2 の輸送、希釈に決定的な役割を果たす。昨年度用いた解像度

1/4 度のモデルでは黒潮近傍以外の領域では中規模渦に伴う流れを再現出来ていなかった。 
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図 5.1.3-1： CO2 貯留実験開始時点、深度 100m での 1 月の月平均温度分布 

 

 

 

図 5.1.3-2： 貯留実験開始時点の 1 月月平均水平速度場。左図は深さ 100m、右図は深さ

1185m での水平流速。 
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（２）オイラートレーサー実験の代表的なケース 

 この節では代表的なオイラートレーサー実験 1a+1b の結果を示す。図 5.1.3-3 は深度

1185m に於けるオイラートレーサー濃度の時間発展であり、各時刻での月平均値が示され

ている。このケースでは約 1 度×1 度，深さ 1000m の水柱（131.4E-132.4E, 22N-23N, 

977m-2012m）に 1 年で相対濃度が 1.0 上昇するように濃度を加えている。1000万 tCO2/1year

投入シナリオでは相対濃度 1.0=1ppm に相当すると考えて良いので、以後５．１．３節はこ

のシナリオに沿って話を進める。もし、海洋による輸送、希釈が全く存在しなければ CO2

濃度は 1 年間で 1ppm、15 年間で 15ppm 増加する。実験では 15 年後、CO2 濃度が 1.0 を越え

るような領域は殆ど存在せず、海洋による希釈がかなり大きいことが解る。CO2 濃度が

0.3ppm を超えるような比較的高濃度の領域は、注入地点を中心とした領域に限定して存在

している。濃度の増加、希釈は時間的に一様に起るわけではない。このことを示したのが

図 5.1.3-4 であり、1 年間の CO2 濃度の時間発展と対応する水平流速が示されている。この

僅かな時間の間に濃度分布、及び最大濃度が大きく変動していることが解る。図(a)、CO2

貯留実験開始から 2 年目の時点では濃度分布は比較的等方的であり、濃度が 0.3ppm 以上の

領域はこの時点で北西へ移動している。この比較的高濃度の領域は 2.5 年後には南東流に

よって CO2 注入領域へと戻ってきていて、このときに濃度の増加が生じている。3 年後には

135.5E、20.5N 辺りを中心とする時計回りの強い中規模渦によって CO2 を注入された水塊は

大きく引き伸ばされ、濃度が低下している。まとめると、CO2 を注入された水塊は、注入地

点を中心として振動し、高濃度水塊が注入地点を横切る時に濃度が大きく増加する傾向が

ある。また、急激な濃度の減少は、渦によって CO2 濃度の高い水塊の引き伸ばし、切離が

生じたときに起こるようである。 

 

（３）注入深度による挙動の違い 

 次に注入場所を同じにして注入深度を変えた実験、実験 1a、1b、1c、1d の比較によっ

て、注入深度による挙動の違いを明らかにする。図 5.1.3-5 は注入開始から 16 年後の各深

度に於ける濃度水平分布である。注入深度が深くなる程希釈の効果が弱くなることが解る。

case 1a と case 1c を比較すると、濃度が 0.3ppm 以上の領域は明らかに 1c の方が大きい。

1c では濃度 0.7ppm 以上の領域は約 1 度×1 度に相当する面積を占めている。また、1c で

は海底地形によるブロックの効果が顕著に見られる。140E を中心とする伊豆海嶺から南南

東に延びる地形を東方へ越えていく CO2 の輸送は殆ど見られない。海底地形にブロックさ

れた CO2 は地形に沿って北上しているようである。地形のブロック効果は鉛直断面（図

5.1.3-6）においても顕著に見ることが出来る。1c に関してはこの効果が明らかであるが、

1b の場合にも濃度 0.2－0.25 ppm の緑色の領域が海底地形にブロックされていることが解

る。いずれにしろこの海域に注入した場合には CO2 が伊豆海嶺から南南東に延びる海嶺に

到達する可能性は極めて高く、海山への生態系影響を考える際にはこの地点が経験する濃

度を今後の計算によって見積もっておくことは非常に重要であると考えられる。 
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図 5.1.3-3： case 1a+1b（131.4E-132.4E, 22N-23N, 977m-2012m に連続投入）、深度 1185m

に於けるオイラートレーサー濃度の時間発展。濃度単位は相対濃度であり、1000 万

tCO2/1year 投入シナリオでは相対濃度 1.0=1ppm。以後の図は ppm で表示する。白抜きで示

されている箇所はこの深度に於ける海底地形の分布を示している。 
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図 5.1.3-4： case 1a+1b、深度 1185m に於けるオイラートレーサー濃度、及び水平流速

の 1 年間の時間発展。濃度分布(a)、(b)、(c)はそれぞれ水平流速(d)、(e)、(f)に対応し

ている。また、図(c)は図 5.1.3-3(a)と表示範囲を除いて同じである。 
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図 5.1.3-5： 注入場所を同じにして注入深度を変えた実験、1a、1b、1c、1d に於ける 16

年後の濃度水平分布。白抜きで示されている箇所は各深度に於ける海底地形の分布を示し

ている。 

 

 

 図 5.1.3-6 における最も重要な結果は、注入された CO2 は 1a、1b、1c に於いて、殆ど鉛

直方向には移動していないという事実である。海洋力学では物質は等密度面に沿って移動

すると考えられ、等密度面は一部の海域を除けば比較的水平面に沿う分布をするので、こ

の結果は驚くべきものでは無いと考えられる。海底貯留のケースだけ鉛直方向の輸送が他

のケースに比べて大きくなっているが、海底地形に沿う鉛直流によってこのような輸送が

生じていると考えられる。 
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図 5.1.3-6： 注入場所を同じにして注入深度を変えた実験、1a、1b、1c、1d に於ける 16

年後、緯度 22.5N での経度―深度断面上の濃度分布。経度方向の図示範囲は図 5.1.3-5 と

同じである。鉛直方向の図示範囲はケース 1d のみが 3000m－6000m であり、その他のケー

スでは 0－3000m。 

 

 

（４） 注入場所による挙動の違い 

 注入深度を同じにして注入場所を変えた実験 1a+1b、2、3、4、5、6 の比較によって、CO2

挙動の違いを明らかにするのがこの節の目的である。CO2 注入開始から 16 年後、深度 1185m

での濃度水平分布を図 5.1.3-7 に示す。大別するとケース 1a+1b、2、3 では希釈が比較的

弱く、3、4、6 では渦による希釈が非常に強い。ただ、希釈が弱いといっても海洋による

希釈が全く存在しなければ、16 年後の濃度は 16ppm になってしまうわけであるから、広範

囲の海域に於いて海洋による希釈効果が示されたとも言える。いずれにせよ、結果として

生じた CO2 濃度の希釈は各海域における渦活動と密接に関連していることが予想される。 
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図 5.1.3-7： 注入深度を同じにして注入場所を変えた実験 1a+1b、2、3、4、5、6 に於け

る 16 年後、深度 1185m での濃度水平分布。 
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図 5.1.3-8： 注入深度を同じにして注入場所を変えた実験 1a+1b、2、3、4、5、6 に於け

る 16 年後、注入サイトの中心緯度に於ける経度―深さ断面での濃度分布。 
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比較的希釈の弱いケースでは空間的な分布が等方的で無く、東西方向に偏っているのが

特徴的であるが、現在時点でこれが有意な結果であるかは何とも言えない。希釈の強いケ

ース 3 では沖縄列島の海底地形に沿った CO2移動が特徴的である。濃度は 0.2ppm 以下と低

いものの、台湾方向にも海底地形に沿って CO2 が輸送されており、そういう意味ではやや

不適切なサイトであるかもしれない。ケース４は全ての実験中で最も希釈が強い。図

5.1.3-2 での 1185m での水平流速に現れているように、この海域は日本から離岸する黒潮

の影響を強く受けており、流れの強さ、渦活動度の双方とも非常に強いので、CO2 の希釈が

促進されていると考えられる。 

 図 5.1.3-7 と同じケースの結果を経度―深度断面の濃度分布で示したのが図 5.1.3-8 で

あり、各注入サイトの中心緯度における鉛直断面が描かれている。いずれのケースにおい

ても鉛直方向の移動が殆ど生じていないのは重要な結果である。どのケースにおいても深

度の増加につれて希釈が弱くなっており、これは渦活動が深度とともに弱まることに密接

に関係していると考えられる。ケース 1a+1b では注入水塊が上層の一部を除くとほぼ東方

にのみ移動しており、長期的な挙動には平均流が重要な役割を果たすことが示唆される。 

 

（５）1 回注入ケース 

 この節では、実験開始時に 1 回だけ CO2 注入を行ったケースでの CO2 の輸送、希釈を示

す。注入サイトはケース 1a+1b と同じであるが、約 100km×100km×1000m の領域で CO2 濃

度が 1ppm の状態から実験を開始し（1000 万 tCO2 を一瞬で投入した場合に相当）、以後の注

入は行わない。図 5.1.3-9 に示されるように、投入後 3 年で 0.1 ppm を越える CO2 濃度は

存在しなくなり、投入後 12 年で最大濃度は 0.01ppm を切る。つまり深度 1185m では 3 年間

で濃度は 1/10 以下、12 年間で濃度は 1/100 以下に希釈されることが示された。 

 

５．１．４ 粒子追跡法を用いた数年予測の精度向上 

 昨年度は 1/4 度モデルに粒子追跡法を組み合わせて、1 回投入ケースの CO2貯留シミュレ

ーション実験を行ってきたが、今年度、1/10 度モデルを用いる事によって精度がどのよう

に向上したか以下に示す。研究の進行上、オイラートレーサーの計算に用いた OIFES の速

度データでは無く、既に計算された OFES の速度データを用いて粒子追跡計算を行った。将

来的には OIFES のデータを用いた計算を行ってオイラートレーサー計算の結果と比較を行

い、更に水塊の CO2 濃度の変化を詳しく追跡するためにこの方法を使用したいと考えてい

る。 

 初期位置によって色分けした粒子を深さ 2000m の平面に投入し、1/4 度モデル、1/10 度

モデルのそれぞれで 2 ヶ月追跡した結果を図 5.1.4-1 に示す。明らかに 1/10 度モデルの方

が粒子の移動、分散が大きい。これは図 5.1.3-2 で示された様に、1/10 度モデルでは 1/4

度モデルと異なり、この深度での黒潮から離れた領域に於ける渦活動をきちんと再現する

ことが出来ているからである。結果として、CO2 の輸送、希釈も 1/10 度モデルの方が大き

くなると推定される。 
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図 5.1.3-9： CO2、1 回注入ケース（ケース 1a+1b と同じ領域において、CO2 濃度が 1ppm

の状態から実験を開始し、以後の注入は行わない。）に於ける 1185m での水平濃度分布時間

発展。色の付け方はこれまでの実験に順ずるが、0.01 ppm、0.001 ppm の等値線を新たに

加えている。 
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図 5.1.4-1： 1/4 度モデル、1/10 度モデルそれぞれにおいて、深さ 2000m の平面に粒子

を投入し、2 ヶ月間の移動を追跡した結果。粒子は初期位置によって色分けされている。 

 

 

 次に粒子を 1 度×1 度、780m－1200m の領域に投入し、1/4 度モデル、1/10 度モデルのそ

れぞれで 3 ヶ月間追跡した時の実験結果を図 5.1.4-2 に示す。軌跡図から粒子の分散は

1/10 度モデルの方がやや強い事が示される。また、平均的な移動方向が両者の間で異なっ

ており、1/10 度モデルでは黒潮に沿って北上する粒子が少ない。図 5.1.4-2 では粒子の数

密度から濃度も計算しており、1/10 度モデルの方がやや濃度が下がる傾向が見られるもの

の、それほど顕著な差は両モデル間で存在しない。 

図 5.1.4-1 と 5.1.4-2 の結果を纏めると、1/4 度モデルと 1/10 度モデルの最大の違いは

黒潮から離れた深度の大きい領域における渦活動の強さであると言える。渦活動は粒子追

跡によって示されている様に CO2 の移動、希釈に大きな影響を及ぼすので、この領域での

CO2 の挙動予測はモデルの解像度によって精度が大きく影響されると言える。 
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図 5.1.4-2： 780-1200m に投入された粒子の 3 ヶ月間の軌跡及び相対濃度の変化。軌跡図

では投入深度によって粒子を色分けしており、黄色い粒子が最も浅い場所に投入されてい

る。 
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５．１．５ 観測との比較  

 モデルの予測精度を高めるには観測との比較によって、モデルで再現された海洋循環の

妥当性、オイラートレーサーによる CO2 の輸送及び希釈シミュレーションの妥当性の 2 つ

を検証する必要がある。海洋循環に関しては平均場、擾乱場双方を検証する必要があるが、

CO2 注入が行われる中深層の循環では平均場に対して渦による擾乱場が卓越するので、まず

は擾乱場に焦点を絞る。以下では、海面高度から計算した渦活動度について観測との検証

を行った研究を紹介する。擾乱場の観測データに関しては、衛星観測が可能な表面データ

の方が中深層データに比べて量的に遥かに充実しており、比較が比較的容易に行える。海

面高度は全水深に於ける順圧、傾圧構造を反映しており、ある程度は海洋中深層の渦活動

を検証するのに使えると考えられる。図 5.1.5-1 は Masumoto et al. (2004)によって示さ

れた、OFES と観測の海面高度アノマリーの標準偏差である。両者は良く一致しており、西

岸境界における渦活動の強い領域がモデルに於いても再現されていることが解る。来年度

は太平洋領域 OIFES の渦活動度に関しても同様に海面高度によって計算した渦活動度の検

証を行う。さらに CO2 注入の候補海域付近で係留系や Argo によって観測された絶対流速に

ついて、モデルの絶対流速との比較を行いたいと考えている。 

 次に CO2 の輸送、希釈に関するシミュレーションの妥当性に関する検証を行う。これに

関しては実海域で行った CO2 注入実験の結果と比較するのが最も良いが、各種の事情によ

って実海域実験はこれまで行われていない。よって、CO2 と類似の性質を持つトレーサー

との比較を行うことになる。このような目的には、海水中で化学変化を行わず、温度、塩

分のように海洋の流れとの相互作用の無いようなトレーサーが適切であるが、そのような

トレーサーの 1つがフロンである。以下では OFES に於いてフロン実験を行った Sasai et al. 

(2004)の結果を紹介する。観測、モデルそれぞれに於ける AJAX line でのフロン 11 の貯蓄

量を示したのが図 5.1.5-2 である。モデルは観測結果と良く一致しており、45S、55S のピ

ークを再現している。45S のピークは Subantarctic Mode Water が 1000m 程度の深さまで

沈み込むことで形成されており、55S のピークは Antarctic Bottom Water の沈み込みによ

って形成されている。このようにフロンの貯蓄量のシミュレーションにおいて OFES におけ

るオイラートレーサー実験の精度の高さが示されているので、CO2 の輸送及び希釈シミュレ

ーションに関しても十分な妥当性があることが期待できる。 
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図 5.1.5-1： (a)観測、及び(b)OFES シミュレーションによる、海面高度アノマリーの標

準偏差分布。シミュレーションの偏差は計算開始から 46 年目から 50 年目の 5 年間で計算

された値である。観測の偏差は TOPEX/POSEIDON と ERS の衛星データから作られた海面高度

アノマリーデータより計算された。（Masumoto et al. 2004 より引用） 
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図 5.1.5-2： 観測、モデルそれぞれに於ける AJAX line でのフロン 11 の貯蓄量。 (a)の

影をつけた領域は Dutay et al. (2002)によって、13 のモデルでこれまで得られている貯

蓄量の範囲をまとめたものである。(Sasai et al. 2004 より引用) 
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５．１．６ まとめと来年度の課題 

 注入サイトの選定、環境影響評価に寄与することを目的として、前年度に引き続き、数

10km－1000km 程度の空間スケール、数ヶ月－数 10 年の時間スケールに着目した CO2 の輸

送、希釈シミュレーションを行った。本年度はモデルの水平解像度を 1/10 度に上げること

によって、予測精度を向上させた。粒子追跡法を用いた検証によって、黒潮から離れた領

域の深層での渦活動が解像度によって大きく異なり、CO2 輸送、拡散シミュレーションの結

果に大きく影響してくることが確かめられた。また、地球シミュレータ上にオイラートレ

ーサーによる連続投入シミュレーションモデルを構築し、20 年の計算を行った。結果、海

洋の希釈効果は十分に大きく 1 年間で 1000 万 tＣＯ2 を連続注入していくケースで、CO2

濃度が 1ppm を越えるような領域は極めて僅かしか存在しないことが明らかになった。濃度

希釈には深度依存性があり、深くなるほど希釈効率が落ちる傾向がある。ただし、深度依

存性より注入サイトへの依存性の方が大きいことも明らかになった。希釈効率に関しては

渦活動の強さが密接に関係していると思われる。中規模渦による希釈のメカニズムとして

は水塊の引き伸ばし、切離が重要となることが示唆されている。 

来年度は長期間シミュレーションによって日本近海の濃度蓄積、各海域の経験する濃度

を明らかにする事が１つの課題である。現在 20 年目まで終了している、オイラートレーサ

ーによる貯留実験を継続し、トータルで 40 年から 50 年程度の計算を行う予定である。1500

ｍより深層では伊豆海嶺から南南東に連なる海山列のブロックの効果が本格的に出てくる

と予想している。また隔離効率に関しても、計算期間終了までに大気へとリークされた CO2

の量を計算することで、これまでの粗い解像度のモデルを用いて行った結果をある程度検

証することが可能であると考えている。解析手法としては、等密度面上の解析を新たに行

い、密度面を横切る CO2 の輸送がどの程度生じているのか調べる。中規模渦の最終的な拡

散への寄与を統計的な拡散係数として表現するような解析も行う予定である。また各種投

入ケースに於ける実験結果から、渦活動度と濃度の関係を定式化するような解析を試みる。 

もう 1 つの課題は濃度変化のメカニズムを明らかにする事である。方法としては水塊の

追跡に適した粒子追跡を主に用いる。水塊の濃度変化を詳しく追跡することでシア拡散な

どの役割を明らかに出来ると期待される。まずは粒子に濃度を組み込む作業に着手する予

定である。 

観測との比較に関しては、来年度は太平洋領域 OIFES の渦活動度に関しても海面高度に

よって計算した渦活動度の検証を行う。出来れば係留系や Argo によって観測された絶対流

速について、モデルとの比較を行いたいと考えている。 
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第６章 まとめと考察  

 

 ここでは各研究課題別に、第１章にて述べた 16 年度の目標が達成されたかについて

考察する。以下は第１章のものと同じ表である。  

 

課題  目標  節番号  

希釈促進技術  ①数値シミュレーション法を開発し、希釈率を予測する。 2.1 

②傾斜円柱の抵抗を測定する。  2.3 

③傾斜円柱まわりの流れを可視化する。  2.2 

④傾斜円柱の強制振動実験により VIV 挙動を予測する。 2.4 

曳航パイプ技

術  

⑤数値構造・流体解析による VIV 予測法を開発する。  2.5 

送り込み技術  ⑥パイプ内ガス置換法を開発する。  3.1 

⑦沖縄トラフにて CO2 液滴の上昇・溶解過程を観測する。 4.1 希釈観測技術

開発  ⑧沖縄トラフにて pH 鉛直分布を観測する。  4.2 

⑨沖縄トラフ実験結果により CO2 液滴の上昇・溶解モデ

ルを検証する。  

4.3 

4.4 

⑩小スケール海洋乱流の数値再現法を開発する。  4.5 

⑪メソスケール海洋拡散モデルを開発する。  4.6 

希釈挙動予測

技術  

⑫大スケール海洋拡散モデル－粒子追跡法を開発する。  5.1 

 

①数値シミュレーション法を開発し、希釈率を予測する  

 数値シミュレーション法は開発された。これにより希釈率が予測され、何もしない

と曳航パイプ後流において ∆pCO2 が 1000µatm（約 20 万倍希釈相当）以上の濃度にな

る海水の体積が 56％であったのに対し、放出ノズル上部後流に物体を設置することに

より、これを 10.2%に減少することが可能となった。今後この技術の最適化を図って

いくことにより、「超目標」の達成は十分可能と考えられる。  

 

②傾斜円柱の抵抗を測定する  

 耐航性能水槽にて傾斜円柱の曳航実験を行い、その抵抗を計測した。その結果、傾

斜角度 45 度以下では、通常のレイノルズ数 ( ) ν= UDRe をベースにして、コサイン則に

従った抵抗係数 ( )[ ]LDcosUDC
D

2

2

1 θρ=
θ

が一本のカーブで表現されることを示した。横

軸が通常のレイノルズ数であるのは、乱流遷移に関してはコサイン則の適用の必要が

ないことを示唆すると考えられる。このデータより、本プロジェクトの曳航パイプの

抵抗値を精度良く算出することが可能となる。  
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③傾斜円柱まわりの流れを可視化する  

 貯水落下式の水槽にて PIV 計測により傾斜円柱まわりの流れを可視化し、剥離位置

を観測した。これにより 5
1025 ×= .Re において、傾斜角 45°の方が 30°より剥離点が前

進し
D

C が大きくなることがわかった。この理由として傾斜による横流れ、および 3

次元境界層のねじれの増大が早期乱流遷移を引き起こすものと考えられる。このよう

な可視化実験は、傾斜ならではの流れの特徴を把握することを可能とする。  

 

④傾斜円柱の強制振動実験により VIV 挙動を予測する  

 耐航性能水槽にて傾斜円柱の強制振動実験を行って流体力チャートを作成し、固有

モードを固定することで、梁要素を用いた FEM により 500 m の長大パイプの VIV 振

動を予測した。解析結果から、パイプにかかる最大曲げ応力は一般に言われている疲

労限の 3/4 程度であるが、機械継手を用いる場合は疲労破壊の可能性があることを示

した。この手法はパイプの固有振動の各モード毎に VIV が減衰するか増大するか調べ

るものである。今回の実験のレイノルズ数は 10
4 の範囲であり、実際のものより 1 桁

小さく、境界層内は依然層流である。今後、乱流化するような大きなレイノルズ数の

実験にて流体力チャートを作成すれば、この手法を 3000 m の長大パイプに応用し、

曳航パイプの VIV を予測することが可能となる。  

 

⑤数値構造・流体解析による VIV 予測法を開発する  

 流体解析に準 3 次元（3 次元だが円柱軸方向に格子 1 層）CFD を用いて、予め行っ

た強制振動の計算結果の流体力をデータベース化し、構造解析に梁要素を用いた水中

線上構造物解析用の時間発展型 3 次元 FEM により、傾斜円柱の VIV 解析手法を開発

した。④との差異は流体力マップが CFD によるということだけでなく、構造解析用

FEM が時間発展的となっている点にあり、これにより、円柱の軸方向の位置により振

動数が異なる状態や、同じ位置において複数の振動数が重なる状態、振動数が時間変

化する場合等の解析が可能となった。今後これを用いて、3000 ｍの曳航パイプの VIV

解析を実施することができる。  

 

⑥パイプ内ガス置換法を開発する  

 CO2 と海水が接触するとハイドレートが生成し、パイプやノズルを閉塞する危惧が

ある。そこで、送り込み開始時と終了時にパイプ内の海水と液体 CO2 の置換について、

確実な置換法を確立した。乾燥空気あるいは窒素を中間物質とし、それをパイプ内に

予め入れておいた充填専用補助ラインを用いて、パイプ内全体に充填していく手法で

ある。これにより確実に実現可能な置換法が確立された。さらに補助ラインからの CO2

ガスの放出法を可視化実験により検討した。今後はこの置換法の、より高効率化を目

指した詳細設計のためのデータを得る。  
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⑦沖縄トラフにて CO2 液滴の上昇・溶解過程を観測する  

 16 年度開始時に研究計画の大きな変更を議論し、沖縄トラフの自然流出 CO2 の液

滴追跡観測を実施した。自然流出 CO2 の液滴を、ROV にアクリル円柱を保持させ、

液滴を捕獲し、液滴の上昇に従って ROV を上昇させて、上昇速度や液滴のサイズを

ビデオカメラにて観測した。上昇速度は、液滴捕獲円柱の境界層の影響を受けた可能

性があり、またビデオ画像による液滴の解像度が低く、サイズ計測も誤差を含む。今

後の改良が必要である。  

 

⑧沖縄トラフにて pH 鉛直分布を観測する  

 16 年度多発した台風の影響で観測期間の半減を余儀なくされ、周辺域の pH 分布の

計測は、鉛直 1 次元の分布の観測のみとなった。また当初の予定通りの優先順位に従

い、上記液滴追跡およびこの観測のみの結果となった。  

 

⑨沖縄トラフ実験結果により CO2 液滴の上昇・溶解モデルを検証する  

Phase 1 にて開発済みの液滴上昇モデルを用いて、沖縄トラフの液滴観測実験結果と

照合したところ、液滴溶解速度に関してほぼ一致する結果が得られた。一方、上昇距

離については、モデルは観測の約 1/2 となった。観測の際に、アクリルの液滴捕獲容

器が小さく、境界層の影響のため、結果が ROV の上昇速度に左右されてしまったこ

とが考えられる。これは今後の改善事項である。また、実際の海水中には不純物が多

く含まれ、上昇する液滴にはその二相界面に不純物が蓄積し、stagnation cap というあ

る種の膜を形成することが知られる。これについての基礎的検討を実施し、溶解速度

に関するモデルを提案した。  

 

⑩小スケール海洋乱流の数値再現法を開発する  

 生物影響は CO2 濃度に線形ではなく、濃度の大きな場合ほど影響は大きい。従って

ダメージの蓄積を考えると、放出直後の数時間が生物にとって重要になる。放出後の

拡散は乱流拡散であるため、海洋の小スケール乱流を精度良く計算機上に再現する必

要がある。約 3 m間隔で正四面体状に配置した流速計により、3 次元空間情報を wavelet

を用いて抽出し、これを低波数成分として CFD に強制的に与えることで高波数の乱流

を発生させる手法を開発した。  

 

⑪メソスケール海洋拡散モデルを開発する  

 500 ｍスケールの二相流 CFD 手法を開発し、CO2 液滴上昇プルームおよび溶解 CO2

水塊のプルームの挙動を解析した。固定点放出よりも曳航パイプからの放出の方が、

CO2 濃度や pH に関して変化を小さくできることが示された。今後、メソスケール（100 

km）モデルと小スケール（100 m）モデルを結合させ、Moving Ship 方式の船体運動を

含んだシミュレーションを実施し、海域における生物影響の評価を試みる。  
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⑫大スケール海洋拡散モデル－粒子追跡法を開発する  

 北太平洋北部 1 万  km スケールの海洋モデルにおいて、モデルの水平解像度を 1/10

度に上げることによって、予測精度を向上させた。また放出 CO2 に見立てたマーカー

粒子の追跡を Lagrange 的に追跡する手法を開発し装填した。これにより従来の Euler

トレーサー（濃度の移流拡散方程式の解析）の結果より数値拡散の小さな精度のよい

結果を得ることができた。数ヶ月から 10 年規模の時間スケールのシミュレーションを

実施したところ、初期値として１度×１度×1000m の領域で一様に与えた CO2 濃度は、

3 年後に 1/10 以下に希釈される。またこれには海域・深度依存性があることも判明し

た。  

 

以上より、16 年度の目標は概ね達成されている。さらに今後の研究方針を示すものと

なっており、例えば、希釈率の「超目標」のための希釈方法の模索、傾斜パイプの VIV

とパイプ・船体の相対挙動の予測・設計、パイプ内ガス置換法の実海域実験での検証、

生物影響モデルを内在した小スケールとメソスケールモデルの結合によるマルチスケ

ール・シミュレーションの実施、大スケールモデルにて拡散効果を追加した粒子追跡

法を用いた CO2 濃度広域分布の予測と隔離期間の予測等へとつながることが考えら

れる。  
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第７章 今後の課題  

 

 本研究（ＣＯ２希釈技術の開発）で対象としている個別の課題は、図 7-1 のように

図解することができる。大別すると、ＣＯ２を所要の初期希釈率で放流する「技術の

開発」と、放流後のＣＯ２の挙動と周囲への影響を推定するための「モデルの開発」

であり、前者は成立可能性の確認、後者は妥当性の確認がそれぞれ当面の目標である。

これらの成果が上がり集約されることを通じて、Moving ship 方式によるＣＯ２海洋隔

離を実施することの、経済面あるいは海洋環境面におけるインパクトの程度を提示で

きるようになるわけであるが、研究開発が進めば次には、「インパクトの程度を提示す

ること」に重心が移っていく必要がある。  

 「技術の開発」においては、希釈目標のみを追求するのであれば、多数の船を使っ

てＣＯ２を小分けにして低流量で放流すれば「超目標」も達成可能であろうし、船か

ら吊下げ曳航するパイプを用いてＣＯ２を送り込み、希釈しやすいように放流するこ

とに伴う技術的困難さも、十分な時間・労力をかけた船上作業や曳航の低速化でかな

り補えると考えられる。これらの解決策は、経済性を無視した安直なものであるので、

これまで本研究プロジェクト等では暗黙のうちに費用対効果が最適に近くなるような

システム・仕様の想定が図られていると言える。しかし、今後、一般社会と対話する

ためには、費用対効果が最適に近いことの明示的な説明を心がけて行う必要がある。

そしてそのためには、ここまでなら技術的に可能、という見極めと、稼働率概念の導

入による現実的設計点の設定が肝要であると考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 Moving ship 方式によるＣＯ２海洋隔離の希釈技術に関する課題の位置付け 
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放流船
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CO2 液滴ｻｲｽﾞ制御 

初期希釈増進技術
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具体的には、  

１） パイプのＶＩＶ挙動予測法の構築を進め、臨界レイノルズ数以上の領域におけ

る傾斜した長尺・可撓性パイプのＶＩＶを評価することができるようになるこ

とによって、疲労強度の観点で曳航速度限界を見極める。またＶＩＶに伴う平

均的な流体抵抗増加を定量化し、ＣＯ２放流船の必要馬力や燃料消費によるＣ

Ｏ２船外排出を評価する。これらの結果から、ＶＩＶ低減策の必要性の有無が

判断され、追加的な開発課題が明らかになる。  

２） パイプを介したＣＯ２の送り込み技術において、送り込み開始・終了時のプロ

セスを詳細計画する。できるだけ技術の確度を高めるための実証的な要素研究

が行われるのが望ましい。必要とされる機器・動力・サプライガス類を現実的

な範囲で具体化することによって、作業に要する時間なども含めて経済性への

影響要因が明らかになる。  

３） 洋上で輸送船から放流船にＣＯ２を積み替える作業に関し、基本的には既存の

液化ガス荷役技術の応用が考えられるが、港内のような静穏度が確保された水

域での作業ではないため、係船作業に要する時間評価、作業許容限界波高の見

極め（稼働率評価）を行う。これらによって、システム全体に必要な予備能力

（陸上の予備タンクや船の隻数）を現実的に計画し、経済性評価に反映させる

ことができる。  

 

 一方、「モデルの開発」においては、小スケール、メソスケール、大スケールのそれ

ぞれにおいてモデルの高度化が進むとともに、それらを結合して整合の取れた推定・

評価が次第に可能になってきている。今後も改良が重ねられて、専門家にも政策決定

者にも一般社会にも、説得力を有するツールとして整備していく必要がある。  

政策決定者や一般社会への説明においては、わかりやすさが重要であることは言う

までもないが、「（どのツールを使って）何を説明するのか」について考慮する必要が

ある。例えば小スケールのモデルでは、いずれ小規模の海洋実験などの結果と照合す

ることで妥当性の検証や現象の考察ができるようになると思われるが、そのプロセス

の後、ツールとしていかに使うのか。妥当性を表現するための図表と、一般社会に海

洋隔離を説明していく時の図表は、必ずしも同じではなかろう。あるいは大スケール

のモデルでは、ＣＯ２濃度の分布について大きな時空間での予測が可能になるが、そ

の結果を用いて何を評価するのか、あるいは何を訴えるのか。全体としては、モデル

の妥当性を訴える努力以上に、ケーススタディ（試計算）の結果が与える印象などへ

の配慮が重要になると考えられる。  
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第Ｖ編 国際的・社会的合意の形成 

 

第１章 課題と目標 

 

本研究開発は、海洋隔離に関する環境影響評価技術の開発と、気候変動枠組み条約

やロンドン条約等の国際的枠組みにおける温暖化対策技術としての明確な認知獲得、

及び国内における社会的合意形成のための技術開発を最終的な目標にしている。国際

的社会的合意の形成に関しては、本フェーズでは CO2海洋隔離能力の技術評価の中で、

CO2 隔離能力の技術評価と CO2 の隔離効果の経済評価を行うとともに、国際法上の位

置付けの検討を主に行う計画になっている。Ｈ16 年度では、ＩＰＣＣなど気候変動枠

組み条約、ＣＳＬＦ（炭素隔離リーダーシップフォーラム）、ロンドン条約等の国際的

な枠組みにおける認知獲得のための調査や、国際共同研究等の推進を目的にした。  

Ｈ16 年度の調査活動の目標としては、国際情勢・国内情勢の種々の状況変化に対応

して、下記の 6 点に重点を置いた。  

① IPCC 特別報告書に関しては、H14 年 11 月 IPCC のワークショップで、「CO2 の分

離回収・貯留に関する IPCC 特別報告書」の作成が承認され、H16 年度には、第１次

ドラフト、第 2 次ドラフトの作成が予定されたので、これらのドラフトへレヴュアー

がコメントを出す作業を支援することにした。また、最新の研究開発成果を査読付き

論文として公表することによって特別報告書に採択されるように努力することを目標

に加えた。また、平成 16 年 9 月の GHGT-7 の国際会議へは本研究開発の成果を投稿し、

査読付き論文としてされることを目標にした。  

② CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum）に関しては、平成 15 年 6 月に開催

された第１回閣僚級会合において日本は海洋隔離も CO2隔離技術の１つとして認知す

べきとの活動を行ったが、その後の課題として、ロードマップへの海洋隔離の組み込

みや CSLF プロジェクトへの海洋隔離の採択等がある。そのため、H16 年度は CSLF

の全体動向を調査把握するとともに、CSLF の中で海洋隔離技術の位置付けの向上に

勤めることを目標にした。また、そのために必要な国際共同研究の可能性を追求した。  

③ 国際法上の位置付けの変化に関しては、平成 14 年の OSPAR（オスロ・パリ条約）

会議から「CO2 を海洋へ入れる」ことの是非について法律的な検討や科学的な検討が

開始されている。この議論は、ロンドン条約の 96 年議定書が批准されると海底下も条

約の規制対象になるため、主に、海域地中貯留の分野から関心が持たれている。一方、

航走船舶方式の海洋隔離はそれを事業の目的とする場合は禁止対象として解釈されよ

うとしているため、この動向には注意が必要である。日本は OSPAR のメンバー国で

なく日本近海はその対象にはならないが、この場での結論がロンドン条約の場へ同じ
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結論で波及することが考えられるので、H16 年度はこれらに関する情報収集を目標に

した。また、地中貯留プロジェクトでは海域地中貯留が現実的な方法になりつつある

ため、この分野とも連携を取って情報収集に注力することにした。  

④ 国内の情勢変化に関しては、平成 15 年の総合科学技術会議による「地球温暖化対

策技術研究開発の推進について」の答申では、海洋中深層隔離は二酸化炭素貯留技術

開発の１つとして、平成 42 年（2030 年）までに１千万ｔ /年以上の CO2削減ポテンシ

ャルを持つ技術として開発すべきであるとされた。また、分離技術や高効率石炭ガス

化発電などとの連携利用もその課題とされた。とくに、高効率石炭ガス化発電は CO2

隔離技術を必要にしているため、大量処理が可能な海洋隔離技術に取ってはフォロー

の風が吹いてきているといえる。したがって、この分野への情報提供などの機会を重

視することにした。また、ロシアの京都議定書批准による議定書の発効の可能性もあ

ることから、RITE 訪問者への海洋隔離技術の紹介や、メディア関係への技術紹介等に

努力することも目標の１つとした。  

⑤ 国際共同研究に関しては、RITE と NIVA（ノルウェー水圏科学研究所）とで「海

洋生態系へ及ぼす CO2 の影響に関する共同研究」を締結したことを受け、その実施を

H16 年度の目標とした。また、MBARI（モントレー湾水族館研究所、米国）やペトロ

ブラス社（ブラジル）との共同研究の可能性を探る交渉も目標の１つとした。さらに、

H16 年 2 月に韓国から海洋隔離技術調査団が RITE を訪問したこともあり、H16 年度

は、KORDI（韓国海洋研究院）との共同研究の可能性検討も目標の１つとした。  

⑥ 海洋科学関連の学会に関しては、平成 16 年 5 月に UNESCO の「The Ocean in a 

High-CO2 World Symposium」開催が予定されたので、この会議による海洋科学分野で

の影響を調査把握することを目標にした。地球温暖化による海洋への影響 (海洋の温度

上昇による影響 )とは別に、大気中に増加した CO2 が自然プロセスにより海洋の表層へ

溶け込むことによる直接影響（海洋の CO2濃度上昇および酸性化による影響）が重要

との議論である。このことは、CO2 を中深層へ海洋隔離することの有効性を海洋科学

の分野と共同して議論する必要性が出てきたことを意味するため、この分野での国際

的な共同研究を推進するように関連学会関係者との情報交換に努めることにした。ま

た、海洋生態系の研究や、沖縄トラフの CO2自然放出域の観察や、CO2挙動モデルの

開発等では、JAMSTEC（海洋研究開発機構）や地球シミュレーターセンター等の研究

機関との協力が重要なため、これらの機関との連携に努めることも目標の１つとした。

さらに、海洋への CO2 の影響は海域地中貯留の実用化にともなって海底における CO2

リークのリスク評価上必須な研究になりつつあるので、この分野でも国際的な共同研

究の推進を行うように、その可能性を探索することにした。  
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第２章 ＩＰＣＣ特別報告書  

 

CO2 海洋隔離への国際的社会的合意を得るためには、ＩＰＣＣの場で海洋隔離技術

が CO2 抑制技術として有効であることを認知してもらう必要がある。「二酸化炭素の

分離回収貯留技術に関するＩＰＣＣ特別報告書」は海洋隔離技術の現状を科学的な資

料を基にレポートすることを目的にしており本研究開発の目的にも合致するため、本

年度も引き続きＩＰＣＣ特別報告書の作成、とくに、第６章の「海洋隔離」の作成に

協力するとともに、その元資料となる科学技術論文の発表に寄与することを目的に活

動した。  

本年度は、ＩＰＣＣ特別報告書のＦＯＤ（第１次ドラフト）、ＳＯＤ（第２次ドラフ

ト）へのコメント作成とＧＨＧＴ－７（第７回温室効果ガス抑制技術国際会議）への

論文投稿に注力することに注力した。なお、海洋隔離関係の日本からの執筆者メンバ

ーには、産総研の赤井氏（Coordinating Lead Author）、京都大学の白山先生、西南学院

大学の岩間先生、三菱重工の尾崎氏、RITE の大隅氏が入っておられるので、各メンバ

ーの方と連絡を密にするように努めた。  

ＦＯＤはＨ16 年 3 月に配布され、7 月 2 日までに Expert Reviewer からコメント

することになったので、本研究開発の海洋隔離関係者によって日本における研究

成果が十分に反映されているか検討し、レヴュアーへ提案した。なお、6 月 3 日に

は第４回「 IPCC 特別報告書作成に関する」検討委員会がみずほ総研にて開催され、

SPM（Summary for Policymaker）へのコメントが検討された。その後、ＦＯＤは 8

月 17-19 日に第３回リードオーサー会議で、集まったコメントをもとに検討された。

その結果を元にＳＯＤが作成され、H17 年 1 月に配布され、3 月 7 日までにレヴュ

アーからコメントが提出された。その結果は、4 月 26-28 日の第４回リードオーサ

ー会議で検討され、6 月には最終ドラフトが完成する予定である。なお、この間に、

H16 年 11 月 25 日には第５回の、H17 年 2 月 14 日には第６回の「 IPCC 特別報告書

作成に関する」検討委員会がみずほ総研にて開催された。  

ＧＨＧＴ－７（H16 年 9 月 5-9 日、バンクーバー）への論文投稿は本研究開発関係

者からは 7 件の口頭発表があり、内 4 件が peer reviewed paper に採択された 1-4)。

この他、ポスター1 件の発表があった。 

ＩＰＣＣ特別報告書では海洋隔離は地中貯留と同格の章立てで扱われており、この

レポートの発表によって CO2 の隔離技術として認知されることが期待できる。ただし、

まだ実証試験が行われていないことやロンドン条約等における解釈が確定していない

ことから、さらなる研究開発が求められると思われる。なお、ＧＨＧＴ－７での発表

はＩＰＣＣ特別報告書に採択される可能性が高く、今後の国際的社会的合意へも大い

に寄与するものと思われる。 

今後、ＩＰＣＣ特別報告書は H17 年 6 月 19 日までに最終ドラフトが作成され、8 月

8 日～9 月 5 日にＳＰＭ（Summary for Policymakers）を各国政府がレビューし、9 月
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19-26 日のＣＬＡ（Coordinating Lead Author）会議、及び、ＩＰＣＣ総会においてＳ

ＰＭと特別報告書が承認される予定である。その後、11 月 7-8 日のＣＯＰ－１１にお

いてＵＮＦＣＣＣへ特別報告書が提示される。したがって、今後、さらにこれらの動

きをフォローする必要がある。特に、海洋隔離技術が温室効果ガス抑制のための開発

すべき技術として認知されるか、地中貯留技術のようにＩＰＣＣの Inventory 

Guideline の検討対象（隔離した CO2 が排出権としてカウントされるルール対象）に

なるか、さらには、ＩＰＣＣ第４次報告書において気候変動対策技術として国際的に

合意されるかといった点が重要な課題である。 

表 5.2-1 IPCC 特別報告書 SOD へのコメント（海洋関係）  

from
page

from
line

to
page

to
line

Comment

6 13 6 22 The ocean storage cost shown in Table S2b does not correspond to that in Table TS7.

21 10 21 11 The ocean storage cost shown in Table TS7 does not correspond to that in Table S2b.

4 7 4 9 The ocean storage should not be limited for the "deep" in the description of "deep ocean waters".
Please be consistent with the related descriptions over Chapter 2 and also other chapters. (For example,
SPM describes "into the ocean water column or onto the deep seafloor.").

33 3 33 5 Ocean storage should not be limited to the "deep" in the description of "…hold CO2 are
geological formations and the deep ocean - …". (see "the deep and intermediate depths of the
oceans" in p.24 L12, Chapter 1, and the descriptions in SPM). The term of "deep ocean"
should be consistent over this report.

3 27 3 29 The ocean storage should not be limited to the "deep" in the description of "deep ocean waters". Please
be consistent with the related descriptions over Chapter 2 and other chapters. (SPM describes "into the
ocean water column or onto the deep seafloor", for example).

15 43 15 44 In 6.2.4, transport and mixing of injected CO2 is discussed in the far field. As a role of mesoscale eddy on
the far field, mixing effect is only discussed in the Box 6.4.  However, since the eddies transport injected
CO2 keeping its high concentration, we have to make explicit representation of mesoscale eddies, to
assess environmental impacts of the injected CO2 on the marine ecosystem.  From the viewpoint above,
there is a numerical study using explicit representation of mesoscale eddies (Masuda et al. 2004).  We
need to information not only near-field modeling studies but also far-field eddy-resolving modeling
studies. One of minimum modifications embedding the above information is only adding a citation to the
original sentence 'CO2 is transported by ocean currents and undergoes further mixing and dilution with
other water masses', i.e., modified as 'CO2 is transported by ocean currents and undergoes further mixing
and dilution with other water masses (Masuda et al. 2004)'.
References

18 25 18 29 <comment>
This paragraph should refer to not only Kheshgi et al., 2005 but also <Sorai.M ,Geochemical
Journal, vol 39, 29-45, 2005>
<reference>
Masao Sorai and Takashi Ohsumi
Ocean uptake potential for carbon dioxide sequestration
Geochemical Journal, vol 39, 29-45, 2005

20 45 21 3 <comment>
(Herzog et al., 2002) did not indicate benefit of carbon sequestration expressed as dollar per
ton carbon ($/tC). In order to overcome this probrem, (Tokimatsu et al., 2004) addressed to
evaluate the benefit in $/tC explicitly,  compared with the cost of its implementation, suggested
that the benefit well exceeds the cost of CO2 ocean sequestration.
<suggesting　paragraph>
Tokimatsu et al., (2004) evaluated the value of CO2 ocean sequestration explicitly expressed in
dollars per ton of carbon, suggesting that it well exceeds present-day estimated costs.
<reference>
Tokimatsu, K., Sorai, M., Kaya, Y., Magi, M., Murai1, S., and Ohsumi, T., 2004 "Evaluation of
benefits of CO2 ocean sequestration." In, E.S.Rubin, D.W.Keith and C.F.Gilboy (Eds.),
Proceedings of 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Volume
1: Peer-Reviewed Papers and Plenary Presentations, IEA Greenhouse Gas Programme,  



引用文献     

 

 1)  K. Tokimatsu, M. Sorai, Y. Kaya, M. Magi, S. Murai and T. Ohsumi，

Evaluation of Benefits of CO2 Ocean Sequestration，7th International 

Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 2004/9/5, in press 

 2)  J. Kita and T. Ohsumi, Biological impact assessment of CO2 ocean 

sequestration, 7th International Conference on Greenhouse Gas Control 

Technologies, 2004/9/5, in press 

3)   J. Minamiura and M. Ozaki, CO2 Release in Deep Ocean by Moving Ship, 7th 

International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 

2004/9/5, in press. 

 4) Y. Masuda, Y. Yamanaka, T. Hashioka, M. Magi, S. Murai and T. Ohsumi, 

A lagrangian method combined with high resolution ocean general 

circulation model to evaluate CO2 ocean sequestration，7th International 

Conference on Greenhouse Gas Control Technologies，2004/9/5, in press 
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第３章 CSLF 会議  

 

 炭素隔離リーダーシップ・フォーラム (CSLF：Carbon Sequestration Leadership Forum)

は、16 の国により設立されたメンバー・フォーラムである。ここでは、CO2 分離・輸

送・貯留の改善されたコスト効率の良い技術の開発を促進して、これらの技術を国際

的に利用可能にすることを目的としている。CSLF 憲章は 2003 年 6 月の第一回閣僚級

会合において合意され、2013 年まで継続することとしている。2003 年 6 月のワシント

ンでの CSLF 創立総会では、参加する国々が、CO2 隔離に関するフレームワークと政

策を管理する事務局（米国）を設置した。CSLF がこの創立総会で設置した政策ワー

キンググループおよび技術的課題に取り組む技術的なワーキンググループの機能は次

のとおりである。  

 

政策グループ：法的な問題、規制問題および財政問題について議論する。また、現在

の技術とのギャップを識別する。そして、これらの問題に関する国際ワークショップ

を開催する。  

技術グループ：グループによって議論された技術的な優先課題を抽出して CSLF ウェ

ブ・ページ上でテクノロジー・データベース (研究活動および国に特有の技術的なデー

タ (開発プロジェクト )を含んで )を開発する。  

 

 CSLF 設立以来、いくつかの重要な会議があった。  

2003 年 11 月にブリスベン（オーストラリア）で開催された CSLF の規定するワーク

ショップでは、法的な問題、規制問題および財政問題について議論してフレームワー

クを確立した。ワークショップでは、炭素隔離および貯留プロジェクトのライフ・サ

イクルにおける 4 つの側面（捕獲・輸送・注入・終了後処置）に基づいたインパクト

および管理されるそれらの規則でのギャップを識別するため、メンバー国がそれぞれ

の規則を調査することで合意した。  

 2004 年 1 月のローマ (イタリア )での政策グループおよび技術グループの会合では、

法的な問題、規制問題および財政問題の一層の検討を促進するために、7 月中旬まで

に政策グループ向けのレポートを作成すること、また CSLF プロジェクトの選択のた

めのガイドラインについて議論された。  

 さらに CCS（Carbon Capture and Sequestration、以下 CCS と称す）の国際的な技術開

発用のフレームワークを推進させるために、3 つのワークショップが召集された。  

2004 年 6 月にはロンドンで、CSLF 利害関係者によるワークショップが開催された。

2004 年 7 月にはパリで IEA/CSLF 法的問題ワークショップが開催され、CCS に関係の

ある既存の法体制での不確実性を識別・検討し解決する目的で、メンバー国で適切な

国際協定を調査し、CCS プロジェクトに関係のある権利および義務に関する法的な確

実性および明瞭を提供する国際法への変更等について、必要な議論を行なった。引き

－ 578 －



続いてロンドンで CSLF の法的・規制・財政問題特別対策本部会を開催した。この会

では、9 月の閣僚会議への CCS のためのフレームワーク用の草案指針について議論し

た。  

2004 年 9 月のメルボルンでの CSLF 会合は、第二回 CSLF 閣僚級会合であり、17 ヶ

国・機関からの参加があった。ここで、各国の推薦を受けた 10 の CO2 隔離プロジェ

クトが CSLF により承認された。また、重要な成果として、「CSLF 技術ロードマップ

(Carbon Sequestration Leadership Forum,2004)」が承認されたことや、３つの技術グルー

プタスクフォースが設立されたことが挙げられる。さらに、各国の CO2 隔離に関する

規制のギャップ分析の結果を基に、法律・規制・財政問題タスクフォースからの「CO2

回収貯留プロジェクトに関する規制問題の検討 (Considerations on Regulatory Issues For 

Carbon Dioxide Capture And Storage Projects)と題した報告書が提出された。  

 

技術ロードマップの中で海洋隔離については、手法のひとつとして紹介され、原理

上、深海は数百年間 CO2 を保持する対応能力を持つとされている。また、海洋注入の

研究では、CO2 注入点付近の環境上の影響がポイントとなっている。  

 同じロードマップの中で、海洋隔離の実現可能性について日本および米国で小規模

な室内実験が行われてきたと記述されており、海洋における CO2 挙動の説明と予測、

ならびに海洋生物系への影響を対象としているとされた。海洋の潜在的 CO2 貯留容量

は非常に大きいとされているが、特に潜在的環境影響および貯留の長期有効性を考慮

してその貯留能力を活かすと言及されている。  

 RITE では、CSLF の認証プロジェクトとしてノルウェーの水圏科学研究所（NIVA）

との共同プロジェクトを検討したが、NIVA の事情により提案に至っていない。  

 

 なお、CSLF に関しては Web サイト（http://www.cslforum.org/）が公開されている。 
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第４章 ロンドン条約会議  

 

４．１ はじめに  

 

CO2 海洋隔離に関して、法的側面から強い規制力を持つ国際法に「ロンドン条約」があ

る。CO2 が本条約における解釈でどのように位置づけられるのか国際的判断は容易ではな

く、最終的な判断に至るまではしばらく時間がかかりそうである。本章では、ロンドン条

約について、その概要および CO2に関する最近の動向について整理して述べる。  

（参照  ロンドン条約公式サイト http://www.londonconvention.org/）   

 

 

４．２ ロンドン条約の概要  

 

４．２．１ ロンドン条約  

「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」（正式名称：

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972、

略称：ロンドン条約（London Convention）。以下、ロンドン条約と称す）は、陸上発生の

廃棄物その他の物の海洋投棄による海洋汚染を防止し、海洋環境の保全を図ることを目的

とした条約である。1975 年に国際発効し、日本は 1980 年に批准しており、現在、締約国

は 81 カ国である。本条約は 22 条の条文と 3 つの付属書から構成されている。  

付属書では、海洋投棄の禁止、許可を規定しており、付属書Ⅰに列挙された物資の海洋

投棄は全面禁止、締約国に委ねられた特別許可によって投棄が許可される物質を付属書Ⅱ

に、一般許可による投棄の許可を付属書Ⅲに規定している。  

 

４．２．２ ロンドン条約 1996 年議定書  

「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996 年の議

定書」（正式名称：1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by 

Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 and Resolutions Adopted by the Special Meeting、略

称：ロンドン条約 96 年議定書（London Protocol）。以下ロンドン条約 96 年議定書と称す。）

は、ロンドン条約を全面的に改正した議定書である。現在未発効であるが、すでに 21 カ国

が批准（このうち 18 カ国はロンドン条約締約国でもある）しており、発効条件を満たすの

も近いと見られている。29 条の条文と３つの付属書によって構成されている。  

ロンドン条約からロンドン条約 96 年議定書への大きな改正点として、まず、ロンドン

条約では海洋投棄の禁止および許可を規定していた体制から、海洋投棄の禁止を前提とし

た体制へ変更した点があげられる。付属書Ⅰに掲載の物質を除き、投棄は禁止される。た

だし付属書Ⅰに掲載の物質も投棄が検討できる物質であり、投棄には許可を必要とする。  

次に、一般的義務に予防的アプローチを導入したことが挙げられる。予防的アプローチ
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は近年の環境保護条約で多く取り入れられているアプローチで、環境に影響をもたらすお

それのある物質あるいは活動に対して、その物質や活動とこれらの結果との間に科学的な

因果関係が不確実であっても防止措置をとることをいう。さらに、「海洋」の拡張や「投棄」

についての再定義が条文の改正点として挙げられる。  

上述のように、ロンドン条約およびロンドン条約 96 年議定書は海洋環境の保全を目的

とした条約であり、CO2 に関する論点では「CO2 は廃棄物か否か」などがある一方で、起

草時において CO2隔離は想定されていなかったという実態もある。CO2隔離がこれらの条

約でどのように解釈されるか、最近の議論について述べる。  

 

４．３ ロンドン条約における CO2 隔離に関する議論  

 

４．３．１ これまでの議論  

1999 年 11 月に開催されたロンドン条約第 21 回締約国会合において、CO2の海洋投棄に

関する話合いが持たれた。この際、化石燃料発電施設を発生源とする CO2が産業廃棄物に

あたるかどうかについての議論が行われたが、コンセンサスには至らなかった。議長より

「CO2の海洋隔離が産業廃棄物の投棄に該当するか否かについては検討の余地がある。」と

して、「ロンドン条約科学者会合（Meeting of Scientific Group、以下 SG 会合）において今

後の研究動向をフォローし、環境への影響を十分に検討した上で、締約国会合は法的、政

策的、制度的な面から条約または議定書の改正の必要性も含めて検討する。」とされ、これ

までは SG 会合において、 IEA や米国から CO2海洋隔離の実験内容等について報告がなさ

れてきた。  

 

４．３．２ 本年度におこなわれた議論  

近年では、2003 年 10 月に開催された第 25 回締約国会合で、英国からロンドンで開催予

定の「CO2 回収及び地中隔離により起こりうる海洋環境への影響に関するセミナー」に関

して、2004 年 5 月の第 27 回 SG 会合にて、その結果報告をする予定であったが報告はなか

った。  

2004 年 11 月に開催された第 26 回締約国会合では、英国から、海洋環境での CO2隔離に

関して、ロンドン条約およびロンドン条約 96 年議定書における問題について議論するため

のワーキンググループ（WG）設置の提案が行われた。  

(1) ロンドン条約第 26 回締約国会合 

ワーキンググループ（WG）設置に係る英国提案について、複数の国が賛成するととも

に、本 WG への参加を表明した。また、TOR（Terms of Reference）が合意され、これに則

り英国を議長として WG が進められることとなった。この TOR では、本 WG で扱う CO2

隔離は海底下の地中（geological structures）隔離に限定するが、将来的には他の問題を扱

う可能性があるとした。  

(2) 地中への CO2隔離に係るワーキンググループのための TOR 

1. ロンドン条約及びロンドン条約 96 年議定書との整合性を締約国会合にて検討できる

－ 581 －



－ 582 －

ように、CO2地中隔離に関して科学者会合中で検討すべき主要な要素として次の事項

を含めて明らかにすること  

1. CO2 地中隔離に関してロンドン条約及び議定書の解釈を整理すること（法

的事項）  

2. CO2地中隔離に関する環境リスクとベネフィットについて評価すること（知

識のギャップを明らかにすることも含める）（科学的事項）   

3. CO2 地中隔離に関する新規又は追加的規制の必要性について検討すること

（追加作業）   

4. UNFCCC/CSLF/IPCCといった他機関が実施している CO2隔離に関係する作

業に対して、条約及び議定書が役割を持つかどうかを検討すること（他機

関への役割）   

2. 科学者会合中作業で見解を得ること事に関して、科学者会合の可能な役割および作業

を含めて明らかにすること。  

3. プレナリー（締約国会合）に議論の結果を報告すること。  

 

また、今後の SG 会合の Future Work Program において、新たに CO2隔離を議題として、

ハイプライオリティーでの活動を 3 年間予定することを SG 議長が提案、了承された。  

 

４．４ ロンドン条約における今後の動向  

 

ロンドン条約における CO2隔離に関する法的な解釈は、海域地中隔離の是非を検討する

ためのワーキンググループ設置が決まり、また次回科学者会合でも CO2地中隔離が正式議

題となることが決まるなど、地中隔離が先行して議論を進めていくことになった。将来的

には、地中隔離以外の隔離技術について議論する可能性もあるので、今後も最新の動向を

見据えつつ、CO2 海洋隔離に関する法的議論に備えることとなろう。しかし一方で、ロン

ドン条約９６年議定書の批准が近いと思われる動きもあり、これらの動向から考えると、

国際的な法規制に関して長期的な対応戦略を検討する必要があると思われる。  

 

 



第５章 国際共同研究 

 

５．１ ＮＩＶＡとの共同研究 

 

５．１．１ 共同研究の概要 

（１）経緯 

本プロジェクトでは、CO2 海洋隔離技術の実海域実験および実用化に向けて、国際

共同研究を推進することで、国際法上の合意と社会的認知の向上を目指している。

CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum）に関して、平成 15 年 6 月に開催された

第１回閣僚級会合において日本は、海洋隔離も CO2 隔離技術の１つとして認知すべき

との活動を行った。この過程で、RITE と NIVA（ノルウェー水圏科学研究所）とで「海

洋生態系へ及ぼす CO2 の影響に関する共同研究」を平成 16 年 4 月に締結した。また、

海域地中貯留の環境影響評価が、IEA の GHGT-7 や欧州の CO2GeoNet 等において新た

な研究課題として取りあげられており、そのようなニーズを背景に海洋隔離プロジェ

クトの成果を本共同研究に適用すべく計画している。  

 

（２）目的 

本共同研究「海洋生態系へ及ぼす CO2 の影響に関する共同研究」は、以下に示す海

洋生態系に対する CO2 の環境影響の理解を促進することを目的としている。  

①  浅海海洋環境に対する CO2 の直接影響  

②  海域地下に貯留された CO2 の海底からの漏出による海洋環境への CO2 影響  

③  大気中から深海環境へ現在進行しつつある CO2 の浸透による間接的影響  

④  炭素隔離を目的とする CO2 導入による深海生態系の反応  

 

これら環境影響の理解促進のために、平成 17 年度夏季にノルウェー海域におけるベ

ンティックチャンバー実験 (BC 実験 )、および陸上施設におけるメソコスム（マイクロ

コスム）実験 (MC 実験 )を目指している。この実験では、以下の成果が期待される。  

①  海洋生態系に対する CO2 影響のリスク評価手法のための基礎的知見の把握  

BC 実験と MC 実験を比較することで、リスク評価手法としての海洋生物影響

実験の方向性を決定するための知見を取得する。  

②  海洋環境に対する CO2 影響のモニタリング手法のための基礎的知見の把握  

長期間の低 CO2 濃度の実験により、最適な指標生物の選定し、蓄積される CO2

影響を把握することで、CO2 影響のモニタリング手法の基礎を確立するための

知見を取得する。  

 

（３）研究期間および年次計画 
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本共同研究の実施期間は、平成 16 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日（平成 17 年度

以降はＭＥＴＩ補助事業の継続が前提）を計画している。各年度の主な計画は、以下

のとおりである。  

平成 17 年度：  ベンティックチャンバー実験とメソコスム実験の実施計画の策

定  

平成 16 年度：  ノルウェー海域におけるベンティックチャンバー実験とメソコ

スム実験の実施  

平成 18 年度：  報告書の作成  

 

（４）実施体制 

 本共同研究の実施体制を、図 5.1.1-1 に示した。  

白山教授

ノルウェー 日本

KANSO RITENIVANIVA

SC：村井・大隅・Golmen他

WG JAPAN：間木他WG Norway：Berge他

白山教授

ノルウェー 日本

KANSO RITENIVANIVA

SC：村井・大隅・Golmen他

WG JAPAN：間木他WG Norway：Berge他

 

図 5.1.1-1 実施体制  

 

５．１．２ 平成１６年度の活動報告 

（１）平成１６年度の活動概要 

平成 16 年度の主な活動状況を表 5.1.1-1 に示した。  

 

表 5.1.1-1 ノルウェー訪問日程  

日時  内容  

2004 年 4 月 1 日  NIVA－RITE での共同研究に関する同意書に署名  

2004 年 9 月 16 日 第１回打合せ：組織体制、研究概要の確認  

出席者：西堀・渡辺・石田（KANSO）、村井・大隅・喜田・三戸・栗原（RITE）

2004 年 10 月 5 日 第２回打合せ：実験内容、期待される成果、日本側の方針確認  

出席者：白山（京大）、西堀（KANSO）、村井・大隅・間木（RITE）  

2004 年 10 月 7 日 第３回打合せ：BC 視察および RITE-NIVA 共同研究の意見交換  

出席者：L. Golmen(NIVA)、西堀 (KANSO)、川上・中村・金子 (日油技研 )、

大隅・喜田・間木 (RIE) 

2005 年  

2 月 21 日～24 日  

ノルウェーNIVA 訪問：実験施設、作業船、候補海域の情報収集  

参加者：渡辺・石田 (KANSO)、間木 (RIE) 

 

（２）ベンティックチャンバー見学 

平成 16 年 10 月 7 日に、NIVA の L. Golmen 博士の来日に合わせて、ベンティックチ

ャンバーの見学会が実施された。ベンティックチャンバー本体は、メンテナンスのた
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めに日油技研工業株式会社（埼玉県）に保管されていた。日油技研工業の技術者より、

ベンティックチャンバーの構成、作動原理、実験方法等の説明を受け、活発な意見交

換が行われた。以下に、ベンティックチャンバーの仕様を示す。  

 

表 5.1.1-2 ベンティックチャンバーの仕様  

 装置  内容  

１  本体  

寸法         ：D451mm×W499mm×H1484mm(水中コネクタを除く ) 
空中重量約   ：1308kg（密閉タンク内の海水を含む）  
水中重量約   ：118kg（バラスト切離後： -130kg）  
最大使用水深：3000m 
動作環境     ：0℃～+40℃  
最大使用期間：2 週間  

２  
採泥システム  

(スターラー込 ) 

搭載台数  ：3 台（最大）  
チャンバー内：D200mm×W200mm×H273.5mm 
材質        ：ポリアセタール，硬質塩化ビニル (チャンバー内前面 )他  
機能    ：チャンバー貫入・貫出、シャッター開閉  
 スターラー (回転速度 8～76rpm、12 段階調整可能）  

３  

ロゼット  
クランプ  
駆動式  

採水システム  

採水本数   ：11 サンプル  
採水・注入量 ：採水量は合計 1200ml(1 サンプルで最大 300ml)  
採水間隔       ：10 分以上で任意  
密閉タンク容量：10 リットル  
採水      ：アルミニウムバッグ  
チューブ       ：シリコンチューブ  

４  センサー  搭載センサー ：ｐＨ、ＤＯ、水温、圧力  

 

 

   

図 5.1.1-2 ベンティックチャンバー  

(a)本体、 (ｂ )チャンバーユニット  
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（３）ＮＩＶＡ訪問 

（ａ）目的 

平成 17 年度夏季に、ノルウェー海域におけるベンティックチャンバー実験 (BC 実験 )、

および陸上施設におけるメソコスム（マイクロコスム）実験 (MC 実験 )を実施するため

に、ノルウェーの NIVA 等を訪問し、実験内容、実験施設、作業船、実験候補サイト

などの情報収集を行った。  

 

（ｂ）行程および概要  

 ノルウェーにおける訪問先および調査・打合せの概要を、表 5.1.1-3 および表 5.1.1-4

に示した。  

 

表 5.1.1-3 ノルウェーの訪問機関・大学および調査・打合せの概要（その１）  

 日時   訪問・打合せ場所  概要  

1 2 月 20 日    日本出発→ノルウェー・オスロ着  

2 2 月 21 日  AM 

 

NIVA オスロ本部  

 

･ Dr.Berge と対面。国際共同研究に関する状況説明を実

施。国際共同研究は、ノルウェー側は、事実上 Dr.Berge

が進めることになるとの説明を受けた。 

  PM NIVA ｿﾙﾍﾞｸﾞｽﾄﾗﾝﾄﾞ

海洋研究ｾﾝﾀｰ(MFS)

･ Dr.Berge の案内で海底泥を入れた擬似現場実験施設

などを視察した。  

   港  ･ NIVA 所有の調査船を視察。ベンティックチャンバー

（BC）実験が可能なことを確認した。  

3 2 月 22 日  AM 

 

NIVA オスロ本部  

 

・国際共同研究に関する打ち合わせを実施。  

研究の成立（ﾉﾙｳｴｰで実施する理由）には、RITE とし

てノルウェー側が①ﾒｲｵﾍﾞﾝﾄｽ種類の同定② 14C を使っ

たﾄﾚｰｻｰ実験ﾀｲﾑｺｰｽﾃﾞｰﾀの取得（いずれも日本ではでき

ない）が可能なことが前提である旨伝えた。①はノル

ウェーで可能か検討してもらい、②は後日詳細技術を

日本側から提示し、実施可能性を再確認する。  

・BC 実験の説明を実施した。 (他の研究者数名を含む ) 

  PM  ベルゲンへ移動  

4 2 月 23 日  AM 

 

 

NIVA ベルゲン支所

 

・NIVA の Bergen 支所では Dr.Dominique による NIVA

研 究 内 容 に つ い て 簡 単 な 説 明 を 受 け た 。 ま た 、

Dr.Golmen による BC 実験を踏まえた GEO-NET への

Proposal ﾄﾞﾗﾌﾄの説明を受けた。BC の説明を行った。

   海洋研究所（IMR）

 

・Institute of Marin Research では女性の研究者と打ち

合わせ、BC が Deep-sea Coral 実験に使えないかどう

かに興味を示していた。また、同署では、所有する観

測船を使って BC 実験が可能か、ｽｹｼﾞｭｰﾙ、実施体制な

ど検討してもらうことになった。ﾒｲｵﾍﾞﾝﾄｽの同定は有

孔虫が可能、線虫は不可能とのことであった。  
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表 5.1.1-4 ノルウェーの訪問機関・大学および調査・打合せの概要（その２）  

 日時   訪問・打合せ場所  概要  

4 2 月 23 日  PM ベルゲン大学  ・Bergen 大学では、Prof. B. Kvamme からﾉﾙｳｴｰ CO2

地中隔離に関する研究成果の説明を受けた。Eu6 によ

る GEO-NET へ本研究の情報を流すことを Golmen に

薦めていた。BC の説明を行い、興味深いと評価を受

けた。  

5 2 月 24 日  AM 

 

港  ・調査船として NIVA が傭船実績のある民間船を視

察した。クレーンの能力は最大 60 トン。この他

に、より大きな船も所有しているとのこと。  

   ベルゲン大学  

 

・Prof. P. Haugan から深海 Lake タイプの隔離に関する

実験結果、拡散ﾓﾃﾞﾙ結果の説明を受けた。BC の説明を

行い、興味深いと評価を受けた。  

・海洋調査用施設の視察を行い、もし BC 実験が Bergen

大学を基点として実施されるのであれば、倉庫、岸壁

など使っても構わないとのことであった。  

  PM ホテルロビー  ・Dr.Golmen から実験候補地としてﾌｨｵﾙﾄﾞでは、Oslo、

Bergen2 箇所、Alesund、外洋では GEO-NET にとっ

てスプレイナーのサイトも面白いとの意見があった。

・Alesund のフィヨルドでは、実際に CO2 地中隔離が

想定されており、Alesund 大学が頻繁に調査を行って

いるので、データは豊富、また、船も容易に探すこと

ができる旨の説明があった。（今回は訪問していない）

・いずれの地点についても NIVA 側でベースラインデー

タ（生物相、流速、溶存酸素など）がどの程度整備さ

れているかを調べ、RITE に連絡し、今後、e-mail で

相互連絡して実験候補地を絞り込むこととなり、BC

を輸送する最終ラインである６月までに再訪問し、よ

り具体的な内容を決めることとした。  

6 2 月 25 日  AM  ベルゲン発  

7 2 月 26 日  AM  日本着  
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（ｃ）施設見学 

 ベンティックチャンバーの組み立て・分解・保管、実験の前処理、採取サンプル後

処理などのスペース・実験室、作業船について視察した。  

 

①ベンティックチャンバー作業・保管場所  

・オスロ（NIVA 本部）  

オスロ本部の玄関左に、観測機器の搬入・搬出のための出入り口がある。ここには

民間の観測機器開発会社が入っており、NIVA の観測機器の開発・調整等を行ってい

るという。入り口高さが 3m 程度のため、ベンティックチャンバー本体を入れること

は困難である。  

 

図 5.1.1-3 NIVA 本部の作業・保管場所  

 

・ソルベグストランド（オスロ郊外、NIVA 海洋研究センター）  

ここは港に直結しており、後述する NIVA 所有の調査船（R/V TRYGVE BRAARUD）

の母港でもある。ただし、オスロからの陸路は極めて道幅が狭いため、ベンティック

チャンバーの輸送用コンテナを運び込むことは難しい。オスロで組み立て後、船で運

ぶのが望ましい。後述するが、内部には、数箇所の分析・実験室があり、各種分析装

置が備えられている。  

 

図 5.1.1-4 ソルベグストランド海洋研究センターの作業・保管場所  

 

・ベルゲンの港  

 ベルゲンの港には、NIVA ベルゲン支所が使用している倉庫がある。内部のスペー
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スは十分であるが、入り口の高さが不足していると思われる。ここで、後述する民間

の作業船 SOLVIK を見学した。  

 

・ベルゲン大学  

 ベルゲン大学の倉庫・工作室を見学した。この場所は港の直ぐ近くであり、また周

辺道路も広いため、輸送の問題はない。倉庫入り口は、ベンティックチャンバーの搬

入には、高さは十分であるが、幅が狭い。ウインチ、フォークリフトは備わっている。

実際は、別のハイテクセンター (右下の写真 )の右側の建物の 1階が倉庫になっており、

利用は可能とのこと。  

 

図 5.1.1-5 ベルゲン大学の倉庫・作業場所  
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②作業船  

・NIVA の調査船（オスロ）  

NIVA 所有の調査船（R/V TRYGVE BRAARUD）を視察した。ウインチ、作業スペー

ス、その他航海・観測計器も充実している。また、専門の作業員も数名乗船しており、

作業上の問題はないと思われる。ただし、作業はオスロフィヨルドに限られる。オス

ロとソルベグストランド海洋研究所との間のベンティックチャンバーの輸送はこの船

で可能であり、また港の敷地内に保管可能である。オスロフィヨルド内の実験ポイン

トから海洋研究所まで比較的近く、研究所には実験設備が整っているため、チャンバ

ーの回収後直ちに後処理作業が可能と思われる。  

 

 
図 5.1.1-6 調査船の概要
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図 5.1.1-7 調査船の構造  
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・民間作業船（ベルゲン）  

NIVA が調査船として傭船実績のある民間船（SOLVIK）を視察した。対象の船舶は、

小型であるため外洋での BC 実験は実質的に不可能と思われる。しかし、フィヨルド

内の静穏な海域であれば、可能と思われた。デッキスペースは、ベンティックチャン

バーがかろうじて収まるスペースである。クレーン能力は最大 2,400kg であり、空中

重量 1.5 トンのベンティックチャンバーの設置回収の能力を有している。また、

KONGSBERG SIMRAD 社製の音響測深器を備えており、設置前に行う実施サイトの海

底状況を把握することが可能である。この他に、船体の大きな船も所有しているとの

ことであったが、詳細は不明である。  

 

 

 

図 5.1.1-8 民間の作業船  
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・ IMR およびベルゲン大学の観測船  

今回は、観測船が航海中であったため見学はできなかったが、資料を数点収集した。

これらの調査船を利用する場合、実験対象海域への航海計画が決められているため、

数週間の航海に参加する形態をとることになり、一航海中に設置と回収を行うことに

なる。サイトとしては、ベルゲン近くのフィヨルド内である。  

図 5.1.1-9 ベルゲン大、IMR の調査船  

 

・その他  

 ノルウェー中部の Alesund の、ロールスロイス財団や Alesund 大学が、本研究に興

味を持っており、ここでのボランティアシップの利用可能性もあるとのこと。今回は

訪問していないため、詳細は不明である。  
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③サンプル処理 

・MIVA ソルベグストランド海洋研究所（オスロ）  

 ソルベグストランド海洋研究所の内部には、実験、分析室があり、測定に必要な装

置ならびに備品が備わっている。ベンティックチャンバー実験の前処理および後処理

には、極めて便利と思われる。  

 

図 5.1.1-10 MIVA ソルベグストランド海洋研究所内の実験・分析設備  

 

・IMR（ベルゲン）  

IMR は外洋域を対象に調査研究を行っている機関である。水産関係の研究も含まれる。

このため、大型の調査船を所有している。研究施設としては、水族館に併設されてお

り、生物関係研究も盛んに行われている。分析室は最新の設備が整っており、作業は

しやすい。  

 

図 5.1.1-11 IMR 内の実験・分析設備  
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④メソコスム実験施設 

・MIVA ソルベグストランド海洋研究所（オスロ）  

 ソルベグストランド海洋研究所のメソコスム実験施設は、現在稼動していないとの

こと。実際は、採泥器 (下段中央 )で採取した底泥を小型容器 (上段右 )に移しての実験の

ようである。海水の温度調節は出来ず、オスロフィヨルド内の３つの水深の採水水温

となる。恒温条件での実験は現状では出来ない。この他に、CO2 溶解水を用いた、卵

稚子の影響実験を行っていた (右下の写真 )。  

 

図 5.1.1-12 メソコスモ実験設備  

 

（ｄ）実験サイトの候補 

 今回の訪問で、実験サイトの候補が 6 箇所挙げられた（表 5.1.1-5、図 5.1.1-13 参照）。

実験際との決定には、実験サイトの環境条件、作業船の確保、超研究の協力機関・団

体、NIVA の調査研究費の獲得などの課題を解決する必要がある。  

 

表 5.1.1-5 実験候補サイトの一覧  

No 都市名  名称等  情報保有機関  水深  

1 Alesund ①RUNDE Island Univ. Alesund 100-200m

   ②BREIDSUND  ap.250m

2 Bergen ③KORSEFJORD Univ. Bergen 100-200m

   ④FENSFJORD IMR 100-200m

3 Osro ⑤OSROFJORD NIVA 100-200m

4 Offshore ⑥SLEIPNER (South West of Bergen) - ap.800m

 

 

－ 595 －



 

 

 

 

 

図 5.1.1-13 実験候補サイト  
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５．２ ペトロブラスとの共同研究 

 

５．２．１ 目的 

高二酸化炭素濃度海水による海洋生態系への影響評価に関するペトロブラス社とRITEによる共同

研究の立ち上げ、および、Moving Ship 方式による二酸化炭素投入パイプの曳航時の挙動に関する

現場実験の可能性探索 

 

５．２．２ これまでの経緯： 

・２００４年０３月 東京大学の鈴木教授及び RITE 長崎分室の尾崎氏によりブラジルのペトロブ

ラス社中央研究所（CENPES）を訪問し上記目的に基づいた共同研究を打診 

・２００４年０５月 鈴木教授及び尾崎氏による訪問を受け RITE 茅所長よりペトロブラス社（ブ

ラジル）に対し文書にてパイプ実験及び二酸化炭素による海洋生態系に対する影響評価に関する

共同研究に関する提案を送付 

・２００４年０７月 ペトロブラス社本社の Ferrari 氏より RITE によるパイプ実験の提案を受け入

れる方針であること、さらにそれと引き替えに RITE より PETROBRAS へ提供可能な技術提案を

希望 

・２００４年０８月 鈴木教授、尾崎氏及び京都大学白山教授により CENPES を訪問し、ペトロブ

ラス社の研究者 da Silva 氏及び Santos 氏との打ち合わせ。及び鈴木教授、尾崎氏、白山教授によ

るセミナ発表及び曳航パイプに関する研究と海洋環境影響評価に関する研究提案を実施。また１

３日には CENPES 主催により地球温暖化対策セミナープログラムが実施され、ペトロブラス研究

者、マネージャー、大学関係者、政府関係者、企業及び NGO 団体など約１００名が参加。１６日

サンパウロ大学のニシモト氏ならびにカンピーナス大学のモロオカ教授と打ち合わせ 

・２００４年１０月 CENPES の Souza 氏よりパイプ実験ならびに二酸化炭素による海洋生態系へ

の影響評価に関する共同研究について今後さらなる交渉を進めていきたいという意向が茅所長

へ伝えられた 

・２００４年１２月 白山教授より Santos 氏に対し二酸化炭素による海洋環境への影響評価に関

する共同研究に関する具体的な交渉開始を打診、交渉に当たってはポルトガル語が堪能な京都大

学の栗原氏に交渉の窓口役を依頼 

・２００４年１２月 京都大学（栗原氏）及び RITE（村井、喜田、大石）により二酸化炭素によ

る海洋環境への影響評価に関する共同研究提案の内容を打ち合わせ 

・２００４年０１月 RITE に代わって京都大学（栗原氏）より Santos 氏に対し二酸化炭素による

海洋環境への影響評価に関する共同研究に関する研究提案書（内容に関しては５．２．３．参照）

を送信し、先方の考えを打診 

・２００４年０３月 ペトロブラスから共同研究提案に対する回答があり、二酸化炭素の影響評価

に限定した共同研究は難しいが、やや幅広い海洋生物の共同研究なら関心があると判明、（先方

の RITE への期待に関しては５．２．４．参照） 
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５．２．３ 共同研究提案書内容の要約  

１）研究題目 

 北太平洋域（日本）及び南大西洋域（ブラジル）の海洋生物に対する二酸化炭素濃度の変化に対

する影響評価の地域間差を明らかにすること 

２）研究目的 

 High CO2 World における高二酸化炭素濃度による海洋環境への影響評価と海洋隔離の有効性を

明確にすることは、海洋隔離に対する国際的・社会的受容性を高めるために、喫緊の課題となって

いる。しかし、従来の研究では対象が西部太平洋域の生物に限られており、南大西洋域の生物に対

する影響評価は殆ど明らかにされていないのが現状である。本研究の目的は、様々な海域の動物を

用いた実験に基づいて、二酸化炭素の汎世界的な直接影響を解明することにある。 

３）共同研究提案内容 

（１）北太平洋及び南太平洋の海洋生物に対する高二酸化炭素による急性致死影響（LC50）及び

亜致死的影響(成長率、生殖率、発生速度等)の地域間比較    

（２）異なる緯度に生息する生物（高緯度域及び低緯度域）に対する高二酸化炭素による急性致死

影響及び亜致死的影響の比較 

（３）高二酸化炭素濃度及びその他の環境因子（温度の上昇、酸素濃度の低下、栄養塩濃度の変化）

による生物への相乗作用影響評価 

（４）北太平洋及び南太平洋において安定同位体法を用いた食物連鎖の解明による深海生態系の把

握及び比較 

（５）北太平洋及び南太平洋域間における深海生物に対する高二酸化炭素による急性致死影響及び

亜致死的影響比較 （ベンチックチャンバーを用いた深海底性生物に対する二酸化炭素によ

る影響の現場実験、高圧チャンバーを用いた深海魚に対する二酸化炭素の影響評価） 

 

５．２．４  ペトロブラス社のRITE への期待（共同研究提案への回答） 

・ 受信日時：2004 年 3 月 16 日 

・ 先方発信者：Marcia A. Estevao dos Santos 

・ 回答内容： 

CO2 ocean storage is not part of our research strategies for CO2 sequestration at the moment. However, as 

mentioned before with Dr. Shirayama and Dr. Suzuki, we are interested in other technologies related to 

CO2 sequestration as for instance CO2 removal through membrane contactors and also process of turning 

microalgaes into bio-diesel.  

 

In therms of deep water environmental studies, we are carring out a project about biodiversity in deep 

water along the shore of Rio de Janeiro State (Campos Basin). But, we haven't done yet studies on 

community structure and food web in deep water. This aspect could be also a relevant subject for a 

collaborative study.  

Another topic of our interest is deep water bio fouling (banarcle). We don't know the main deep water bio 

fouling processes (dephts higher than 200 m). We would like to advance in this knowledge.  
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Regarding your research proposal, we agree with you that is very important to understand the process in a 

global and not only in a regional scale. In spite of not beeing interested in CO2 ocean storage, we would 

like to know more about the experiments mainly related to the logistics aspects such as oceanographic 

ship, trained people, laboratory analysis etc. 

 

日本語訳（要約） 

現在のところ二酸化炭素の削減方法として海洋隔離よりもむしろメンブレムコントラクターに

よる二酸化炭素の分離回収技術或いは微生物によるバイオディーゼル合成技術に高い関心を抱

いている。 

一方で、我々は深海生態系に関する研究として既にリオデジャネイロ州の沖合における深海生

物の多様性に関する研究を行っている。しかし生物の群集構造或いは食物連鎖に関する解析は

行っておらずこの点において、我々は RITE との共同研究を行う事に高い関心を抱いている。

また加えて、我々は深海（200 m 以深）における付着汚損生物（フジツボ等）に関する研究に

も興味があり、このテーマに関する知見を深めていきたいとも考えている。 

RITE より提示された研究提案書に関しては我々も特定地域に対する影響だけではなく、地球全

体を視野に入れた機構解明に関する研究が重要である事に同意する。従って、現在のところ二

酸化炭素の海洋隔離に関心は高くないものの、RITE の研究に関する海洋調査船、研究員、分析

機器などの情報提供を願う。 

 

５．２．５  今後の進め方について 

・ ペトロブラス社（中央研究所）との共同研究：先方は日本の海洋生物に関する研究成果につい

て知りたがっているので、当面、本事業で得られた成果を提供することから始めることが良い

と思われる。その後、共通の関心テーマを絞り込む方向で進めるべきと思われる。 

・ ブラジルとの連携打診：ブラジルは CSLF のメンバーであり、IPCC の活動にも積極的に貢献

していることから、CO2 削減技術には強い関心を持っている。したがって、そのような場で、

海洋隔離のみでなく、広く地中貯留の技術も含めて、長期的な観点からブラジルと日本との共

同研究の可能性を探る努力が必要と思われる。当面は、海域地中貯留では CO2 の海洋への影

響評価技術についての知見が必要であり、種種の会合の場で共通のテーマにならないか打診す

べきと思われる。 
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５．３ KORDI との交流  

 

韓国における CO2 海洋隔離技術の研究開発動向に関する情報収集を、KORDI (Korea 

Ocean Research & Development Institute)との交流を通して行った。以下にその概要を記

す。  

 

５．３．１ 経緯  

・ 2004 年 2 月 27 日：KRISO (Korea Research Institute of Ship & Ocean Engineering) / 

KORDI (Korea Ocean Research & Development Institute)の研究者 4 名が海洋隔離プロ

ジェクトの情報収集のため RITE を訪問した。来所者は下記のとおりであった。  

Seong-Gil Kang, Ph.D. 

NOWPAP MERRAC, Senior Consultant, KRISO/KORDI 

P.O.Box 23, Yuseong, Daejeon, 305-600, Republic of Korea, Tel +82-42-868-7281, Fax 

+82-42-868-7738, Email kangsg@kriso.re.kr 

Suak-Ho Van, Ph.D. 

Marine Transportation Systems Research Division, Principal Researcher, 

KRISO/KORDI 

Yuseong P.O.Box 23, Daejeon, 305-600, Korea, Tel +82-42-868-7242, Fax 

+82-42-868-7274, Email shvan@kriso.re.kr 

Sang-Hyun Kim, Ph.D. 

Marine Transportation Systems Research Laboratory, KRISO/KORDI 

Yuseong P.O.Box 23, Daejeon, 305-600, Korea, Tel +82-42-868-7232, Fax 

+82-42-868-7274, Email kimsh@kriso.re.kr 

Rho-Taek Jung, Ph.D. 

Marine Safety and Pollution Control Division, Senior Research Fellow, KRISO/KORDI 

Yuseong P.O.Box 23, Daejeon, 305-600, Korea, Tel +82-42-868-7215, Fax 

+82-42-868-7738, Email rtjung@kriso.re.kr 

RITE が実施している海洋隔離プロジェクトについてプレゼンテーションを行い、

意見交換を行った。韓国においても海洋隔離プロジェクトを立ち上げ、将来的には

日本との国際共同研究も検討したいとのことであった。  

 

・ 2004 年 12 月 3 日：Dr. Seong-Gil Kang のメールにより韓国で検討されている CO2

海洋隔離プロジェクトについて下記情報を得た。  

1) プロジェクトのタイトル（案）：R&D project on CO2 Ocean Sequestration 

2) 研究開発期間（案）：2005 年 -2014 年  (10 年間 )、ただし契約は年度契約となる

見込みである。  

3) 2005 年度予算は決定しておらず、議会の最終承認を待っている。  

4) 国内組織は決定していないが、KRISO が主体となり、大学、公立・私立研究機

－ 600 －



関を含む研究チームを検討している。   

6) 国際共同研究を望んでおり、RITE プロジェクトとの協力関係も検討したい。  

 

・2004 年 12 月 13 日：韓国を訪問した石松教授（長崎大学水産学部附属海洋資源教育

研究センター）より下記の情報を得る。  

1) KRISO の国へのプレゼンテーションには RITE 資料が多く使われていた。  

2) 2004 年 9 月に釜山にある韓国水産科学院が日本・韓国・ロシア間の CO2 ビュー

ローを立ち上げた。詳細は不明。  

 

・2005 年 1 月 17-20 日：ソウルで"The 1st International Sympsium on CO2 Reduction & 

Sequestration"が開催された。本プロジェクトの関係者では岡崎教授（東京工業大学、

本プロジェクト技術委員会委員長）が講演された。  

 

・2005 年 2 月 14 日：Dr. Rho-Taek Jung からの電話により下記情報を得る。  

1) KRISO/KORDI が研究公募に応募している。  

2) CDRS(Carbon Dioxide Reduction & Sequestration R&D Center,)は主として地中貯留

に関わっている。  

 

５．３．２ まとめ  

CO2 海洋隔離技術の実用化のためには国際的な認知を得る必要があり、このために

海洋隔離技術の研究開発プロジェクトを開始しようとしている韓国との共同研究を推

進することは意義があると考えられる。引続き韓国との情報交換を積極的に行う必要

がある。  

－ 601 －



第６章 まとめと考察  

 

国際的社会的合意の形成に関して第１章の目標を立て実施したＨ16 年度の成果を

第２章から第５章に報告したので、本章ではこれらの成果についてまとめ、考察する。  

 

① IPCC 特別報告書：「CO2 分離回収・貯留技術に関する IPCC 特別報告書」の作成

支援と、GHGT-7 への論文投稿を目標にしたが、特別報告書に関しては FOD や SOD

へのコメントをだすことが出来た。また、GHGT-7 に関しては、４編の査読付き論文

が採択された。当面の課題には対応できたが、海洋隔離技術が IPCC の場で気候変動

対策技術として認知されるか否か、今後の動きをフォローする必要がある。現状では、

CO2 海洋隔離技術が排出権のインベントリーにカウントされるレベルまで認知される

とは思えないが、実海域実験実施をサポートしてくれるレベルの認知は期待したい。

また、そのためのＰＯ戦略の検討が必要である。  

 

② CSLF 会議：CSLF ロードマップへの海洋隔離の組み込みや、CSLF プロジェクト

への海洋隔離の採択等を目標にしたが、前者については海洋隔離も CO2 貯留技術の１

つとして記載されたが、CSLF プロジェクトへの採択はノルウエーサイドが共同提案

に賛同しなかったため実現しなかった。海洋隔離技術に対する国際的な認知が不十分

なことが分かったので、更なる技術紹介や有効性の説明に注力する必要がある。一方、

地中貯留技術の実適用が世界的に進もうとしているが、その動向を把握し、地中貯留

技術のみでは技術リスクがあると思われるので、海洋隔離技術のような代替技術の開

発がリスク低減に役立つことや、地中貯留が不利な国も想定されること等をアピール

する必要があると思われる。  

 

③ ロンドン条約会議：OSPAR 会議において CO2 を海洋へ入れることの法的な是非が

検討されたほか、海洋隔離を含めたワークショップの開催で技術的な課題の紹介もお

こなわれた。また、ロンドン条約の締約国会議で海域地中貯留の是非を検討するため

のワーキンググループ設置が決まり、次回科学者会合でも CO2 貯留が正式議題となる

ことなどが決まった。これらの動きを各会合へ出席して入手した人から情報を収集し、

今後の海洋隔離技術開発への影響を検討した。一方、９６年議定書の批准が近いと思

われる動きもあり、これらの動向から考えると、国際的な法規制に関して長期的な対

応戦略を検討する必要があると思われる。  
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④ 国際共同研究：NIVA（ノルウエー）との共同研究については、H17 年度にノルウ

エー海域において海底生物への CO2 影響実験を実施するための準備をおこなった。こ

の過程でノルウエーサイドでは海域地中貯留関係者からの関心が高く、共同研究への

参画希望があった。すなわち、本研究開発プロジェクトのベンティックチャンバーの

技術が国際的に高く評価されている。したがって、今後、本技術は、さらに多くの国

際共同研究において活用できると思われる。ペトロブラス社（ブラジル）との共同研

究打診については、先方が CO2 海洋隔離技術の開発には関心が低く、海洋生物への

CO2 の影響評価技術の修得に関心がある程度であることが分かった。当面は、情報交

換に留め、新たな情勢の変化を期待すべきと思われる。KORDI（韓国）との共同研究

打診については、先方へは十分な情報提供をおこなった。その結果、韓国において海

洋隔離研究のための予算が獲得できる見込みとの情報が入っている。予算が獲得でき

たら、日本との共同研究を希望したいとの非公式な話があるので、今後、共同研究の

具体的な可能性を検討する必要がある。  

 

⑤ その他：H16 年度の論文発表件数は 17 件、講演は 22 件、特許出願は 1 件、報道

は 4 件あった。これらの活動は社会的合意形成にも寄与したと思われる。H17 年 2 月

に京都議定書が発効したこともあって、海洋隔離技術への関心も高まったが、CO2 地

中貯留がいよいよ実適用される状況にあるため、海洋隔離への関心は相対的に低かっ

た。また、海洋隔離は CO2 が大気へ戻ってしまうとか、海洋を酸性化して生物へ影響

が出るのではないかといった不安の声が、科学技術分野の識者からも依然として聞か

れる状況にある。したがって、このような観点からもＰＯ戦略を見直す時期にあると

思われる。とくに、映像などの理解しやすい形の情報提供や、科学技術分野の識者へ

の丁寧な説明などに一層の努力が必要である。  
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第７章 今後の課題  

 

 本フェーズの研究開発が目的にしている実用化とは、日本近海の CO2 隔離想定海域

における CO2 放出による環境影響を予測できるようにすることである。そのため、生

物への短期急性影響を予測できるモデル開発と長期影響予測のための生態系モデルの

開発を目標にして、海洋環境の基礎データ把握、深海生物群集や生息環境の把握、海

洋生物への CO2 影響の把握、生物影響モデルの開発等を行った結果、平成 16 年度末

までに急性影響予測モデルの開発と生態系の基本モデルの構築に目途を付けることが

できつつある。また、CO2 希釈技術の開発では、得られた CO2 分布予測モデルの成果

が急性影響予測モデルの開発に役だった。さらに、国際法上の位置付け調査では、IPCC

特別報告書やロンドン条約等の新しい動きの中で今回の成果が大いに活かされる可能

性を見出した。今後、平成 18 年度末まで環境影響評価技術の開発を進展させれば、

短期急性影響予測技術の高度化や生態系モデルの構築が進み、本技術は今後の更なる

環境影響予測技術開発を経て実用化の域に達するとの見込みである。  

 

 しかし、図７ -1 に示すように、CO2 海洋隔離技術の実用化を最終目標として考えた

場合、それに先だって事前に解決する必要がある課題は多い。表７ -1 参照。  

 

表７ -1 CO2 海洋隔離技術の実用化への課題  

① 社 会 的

合 意 形

成  

・ 実海域実験実施による環境影響極小化の説明強化  

・ 国内の海洋開発関連機関および関連省庁との連携強化  

・ 国際共同研究、国際ワークショップによる新たな国際協調枠組み

の確立  

・ 化石燃料使用量増大の懸念の払拭  

②コスト  
・ 貯留コストの見通し明確化  

・ LCA(Life Cycle Assessment)の試算  

③ 技 術 開

発  

・ 実海域実験の進め方の明確化  

・ 実用化段階における技術リスクの解決  

④法規制  
・ ロンドン条約における CO2 取り扱いへの対応  

・ 排出インベントリーへの対応  

 

国際的社会的合意形成の課題については、下記の課題がある。  

①社会的合意形成  

 本事業によって、海洋隔離技術が生物に及ぼす急性影響を極小化できるという見通

しが得られたが、このことを一般社会に積極的に説明して理解を得る必要がある。こ

の点を実現するためには、以下の対応策がある。  

・環境影響を極小化した技術であることを実海域実験によって実証すること。ただし、



「実験実施にあたっての国内許認可の調査」および「産業活動および自然条件等を

考慮した隔離想定海域の選定」については本事業で既に調査検討している。  

・国内の海洋開発関連機関（海洋研究開発機構、海上技術安全研究所、造船学会等）

および関連省庁等との連携を強化し、実海域実験の実施を確実なものとすること。  

・国際共同研究の推進、国際ワークショップの開催等によって新たな国際協調の枠組

みを確立し、国際的な合意形成を促すこと。  

・化石燃料使用量増大の懸念の払拭については、同様の問題を抱え実用化が先行して

いる地中貯留の動向を見て対応すること。  

④法規制  

 国際的な法規制の下で、海洋隔離技術が温暖化対策技術として位置づけられる必要

がある。このためには、以下の対応策がある。  

・ロンドン条約対応では、科学者会合において海洋隔離技術による環境影響が軽微で

あることを主張し理解を得ることを基本方針にしてきており、今後もその方針を原

則とする。ただ、将来、海洋へ投入してよい物質リスト（リバースリスト）に CO2

を加えるべく、CO2 の環境影響評価研究を進める必要がある。  

・排出インベントリーに関しては、海洋隔離を実施した CO2 を排出削減量としてカウ

ントしてもらえるように関係先へアピールする必要がある。  

 

これまで、国際法上の位置付けの検討に関しては、国際法上の合意と社会的合意を

得て、実海域実験の許認可取得が可能な状況を創出することを目標に、実海域実験の

許認可取得プロセスの調査、また、海洋隔離に関わる国際法のロンドン条約や OSPAR

条約の動向調査、IPCC 特別報告書の作成協力や CSLF への貢献、RITE ホームペー

ジへの掲載等の活動を実施してきた。したがって、今後、これらの活動を継続的に実

施するとともに、国際的な協力体制を整えるために、国際共同研究の強化を図ること

で、海洋隔離の国際的・社会的認知度の向上を図ることが重要である。とくに、CO2

海洋隔離技術の実用化にあたっては、国際共同研究を推進することで、国際法上の合

意と社会的認知の向上を目指すことが有効と考えられる。国際共同研究に関しては、

米国やブラジルや韓国との交渉を継続しており、また、ノルウェー（NIVA）との共同

研究の交渉もスタートできたので、今後も海洋隔離の国際的・社会的認知度の向上を

図るために、海外との共同研究の強化、ロンドン条約や OSPAR 条約等の動向把握、

IPCC や CSLF 等への協力が必要である。なお、国際的社会的合意形成の状況を真摯に

反省すると、まだまだ海洋隔離に対する理解が一般の人にはもちろん、科学技術分野

の専門家にも十分理解されていない事実があるので、ＰＯ（パブリックアウトリーチ）

に関して基本に戻って、その強化に努める必要がある。  
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   図７-1 海洋隔離技術実用化への課題 

 

 なお、Ｈ17 年 1 月 24 日と 3 月 1 日に開催された「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環

境影響予測技術開発：プロジェクト評価検討会」（委員長：西尾茂文・東大生産技術研

究所長）の結果、及び、3 月 25 日に開催された「産業構造審議会産業技術分科会第１

２回評価小委員会」と、4 月 21 日に予定されている「同第１３回評価小委員会」にお

けるご意見を参考にして、CO2 海洋隔離の今後の進め方を見直す必要がある。  
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