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概要 

 

１．CO2 海洋隔離能力の技術評価 

海洋隔離技術の地球温暖化対策としての有効性を明らかにするとともに、国際的・社会的合意

形成のあり方について検討した。 

本年度は、海洋隔離に関連する海外の動向調査、国際共同研究の可能性調査、PO(Public 

Outreach)の進め方の検討等を行った。海外の動向調査では、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及びロンドン条約等への対応も図った。PO の検討では、ベネフィットと環

境影響のコアストーリーの検討、中長期ロードマップや短期アクションプランの検討、PO マテリアル

の作成、アンケート調査等を行った。なお、海洋隔離の有効性の検討については、CO2 希釈技術

開発の中で海洋隔離による海洋表層酸性化の抑止効果についてモデル計算を行なった。 

 

２．環境影響評価技術の開発 

CO2海洋隔離実施時において海洋環境に与える CO2の影響を予め明確にしておく必要がある

ため、環境影響評価技術の開発を行った。 

本年度は、海洋の現況把握とモデル解析技術の開発、並びに、生物影響予測技術の開発を実

施した。前者では隔離想定海域における海洋観測と現存量調査のための観測航海、中深層生物

の食物連鎖構造解析、中深層の生態系モデル開発等を行った。後者では、深海性魚類への生理

影響実験、魚類への急性影響実験、魚類死亡率モデルの高精度化、プランクトンへの CO2 暴露

実験、微生物多様化の評価手法開発、ベンティックチャンバー現場実験、CO2予測無影響濃度の

検討、生態リスク評価手法の検討、CO2 注入可能量の推定等を行った。なお、魚類への急性影響

実験では非定常実験や温度補正実験を行った。また、ベンティックチャンバー現場実験ではノルウ

エー水圏科学研究所とフィヨルドにおいて共同実験をおこなった。 

 

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方法の要素技術開発を行うととも

に、その成果の環境影響評価技術への適用を図った。 

本年度は、CO2 送込み技術、パイプ曳航技術、CO2 海洋輸送と希釈放流全体システム等

Moving Ship方式希釈技術に関する開発を実施した。パイプ内 CO2置換実験、パイプ曳航水槽

実験、パイプ過励振（VIV）発生メカニズム解明実験、並びに、VIV の数値解析等を行った。全体

システムの検討では海況を考慮した物流シミュレーションを行い、設備規模や係船方式等の検討

を行った。また、CO2 拡散予測・観測技術の開発を実施し、移動格子法による中規模 CO2 拡散予

測技術や、北西太平洋海域における CO2希釈水塊挙動予測技術の高精度化、及び CO2挙動観

測技術の開発等を行った。 
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Abstracts 

 

1. Technological Assessment of CO2 Ocean Sequestration Capability 

For mitigation of global warming, effectiveness of CO2 ocean sequestration technology and 

international consensus / public acceptance for CO2 ocean sequestration have been studied since 

FY-2002. 

In FY-2005, oversea survey of ocean sequestration, capability survey of international 

collaboration and study of PO (Public Outreach) were carried out.  In terms of the oversea 

survey, continuous approaches to the meetings of IPCC, CSLF and London Convention were 

taken.  As to the study of PO, the core-story on the risk and benefit of ocean sequestration, the 

mid-and-long term road map, the short term action plan were developed and preparation of PO 

material and a questionnaire survey on social acceptance were promoted.  As for effectiveness 

of CO2 ocean sequestration, effects of this technology to restrain acidification of ocean surface 

were examined with a simulation method. 

 

2. Development of Environmental Impact Assessment Technology 

Environmental assessment technologies were developed to clarify CO2 impact on marine 

environment prior to actual implementation of CO2 ocean sequestration. In this fiscal year, 

studies on accumulation of environmental data and development of a numerical simulation 

of present ocean state and on development of biological impact assessment technologies 

were pursued.  In the former studies, oceanographic survey including biomass 

measurements at suppositional area of CO2 ocean sequestration, analysis of food-web 

structure of mid-depth and development of ecosystem model were carried out.  In the 

later studies, various researches were carried out such as physiological experiment on 

deep-sea fish, experiment of acute CO2 impact on marine fish, upgrading of mortality 

model for fish, CO2 exposure experiment on plankton, development of assessment 

technique for microorganism biodiversity, field experiment using benthic chamber 

apparatus, determination of Predicted No Effect Concentration of CO2, development of 

risk assessment technique for ecosystem and determination of possible quantity of CO2 

injection.  Furthermore, as part of the experiment of acute CO2 impact, effects on CO2 

tolerance of marine fish were investigated under varying CO2 conditions and sea water 

temperatures. 

  And as CO2 exposure experiments on meiobenthos, joint research with NIVA was 

performed at fjord in Norway using benthic chamber apparatus of RITE. 
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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-2005, development of CO2 dilution technologies using Moving Ship method was 

carried out such as liquid CO2 feed technology into injection pipe, pipe tow technology, 

assessment technology of integrated system including maritime transport of CO2 and CO2 

discharge into the ocean, and so on. For technologies of CO2 feed and pipe tow, several 

experiments were implemented such as CO2 substitution experiment in pipe, pipe tow 

experiment using water tank, VIV (Vortex induced vibration) experiment to clear its generation 

mechanism, numerical analysis of VIV and so on. In examination of integrated system, the 

design of land facilities and CO2 vessels and the mooring method for the transshipment in the 

open sea were studied by using operation model in consideration of oceanographic condition. 

Moreover, development of the technologies for prediction and observation of CO2 distribution 

in the ocean was carried out. For the prediction of CO2 distribution, meso-scale simulation 

technology using moving and nesting grid technique was developed, and accuracy of the 

simulation to predict the behaviour of CO2 dissolved water in the western north pacific region 

has been improved. Technologies for observation of CO2 droplets behaviour and measurement 

of pH distribution in the ocean have been improved. 

 

 

－3－



 

 

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。 

 

1



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４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） 環境影響評価技術の開発  

（２） CO2希釈技術の開発  

（３） 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２．１．２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。  

 

２．１．２ 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２．１．１の

環境影響評価技術への適用を図る。。  

 

２．１．３ 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。  
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２．２ 平成１７年度実施内容 

 

２．２．１ 環境影響評価技術の開発  

（１）海洋の現況把握とモデル解析  

１） 海洋観測  

２） 現存量  

３） 食物連鎖解析  

４） 生態系モデル  

 

（２）生物影響  

１） 生理影響実験  

２） 魚類への急性影響実験  

３） 魚類死亡率モデルの改良  

４） プランクトン等への暴露実験  

５） 微生物多様性  

６） ベンチックチャンバー現場実験  

７） CO2の予測無影響濃度（PNEC）  

８） HEPを用いたCO2海洋隔離の生態リスク評価の検討  

9） PNECとシミュレーション結果の比較による環境影響評価  

    

２．２．２ CO2希釈技術の開発 

（１） Moving Ship方式希釈技術の開発  

１） CO2海洋輸送・希釈放流全体システム 

２） CO2送り込み技術  

３） パイプ曳航技術  

 

（２）CO2拡散観測技術の開発 

１） 沖縄トラフ海底観測の手法開発 

２） CO2海洋中層隔離モニタリング手法の開発  

 

（３）CO2 拡散予測技術の開発  

１） 移動格子による中規模海域でのCO2拡散シュミレーション 

２） CO2希釈水塊挙動のシュミレーション 

３） 海洋隔離による海洋表層酸性化の抑止効果  
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２．２．３ 国際的・社会的合意の形成  

（１）海外の動向 

１） ＩＰＣＣ  

２） ＣＳＬＦ 

３） ロンドン条約 

 

（２）国際共同研究 

１） ＲＩＴＥ－ＮＩＶＡ共同研究 

２） 韓国・カナダ他 

 

（３）Ｐublic Ｏutreachの検討 

１） ＰＯの進め方についての検討 

・ＰＯ検討ＷＧ活動概要 

２） ＰＯマテリアルの作成 

・リーフレット 

・アニメ 

・ＲＩＴＥ－ＷＥＢサイト 

３） 理解促進状況の調査  

   ・アンケート及びＷＥＢによる調査 
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２．２．４ 研究実施場所  

研究実施場所を表2.2.4-1に示す。  

表2.2.4-1 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) 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  

(4) 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  

(5) 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  

(6) 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  

(7) 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  

(8) 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  

(9) 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

(10) 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  

(11) 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  

 

２．２．５ 実施期間  

自 平成１７年４月  １日  

至 平成１８年３月３１日  
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２．２．６ 実施計画日程  

実施計画日程を表2.2.6-1に示す。  

 

表2.2.6-1 実施計画日程  

 

        平成17年 

 

平成18年 

 

                      年月 

 

項目 

 

４

 

５

 

６

 

７

 

８

 

９

 

10

 

11 

 

12 

 

１ 

 

２ 

 

３

            

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

１．環境影響評価技術の開発 

（１）海洋の現況把握とﾓﾃﾞﾙ解析 

（２）生物影響 

 

 

 

２．CO2希釈技術の開発 

（１）Moving Ship方式希釈技術の開

発 

（２）CO2拡散観測技術の開発 

（３）CO2拡散予測技術の開発 

 

 

 

３．国際的・社会的合意の形成  

（１）海外の動向 

（２）国際共同研究 

（３）Ｐublic Ｏutreachの検討 
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チームリーダ 
前田  浩  

２．２．７ 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  

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 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  

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  
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２．２．８ 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 

間木 道政 上に同じ 主任研究員 海洋隔離技術評価 

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 

橋詰 則子 

中西 公美子 

 

上に同じ 
上に同じ 

研究員 
研究員 

上に同じ 
上に同じ 

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 

黒岩 隆夫 

南浦 純一 

上に同じ 
上に同じ 

主任研究員 
研究員 

上に同じ 
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 

太田  真 

谷垣 信吉 

 

上に同じ 
上に同じ 

研究員 
研究員 

上に同じ 
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 

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 

豊田 幸詞 上に同じ 主任研究員 上に同じ 

飯田 俊也 

石田  洋 

上に同じ 
上に同じ 

研究員 
研究員 

上に同じ 
上に同じ 

嶋本 晶文 上に同じ 研究員 上に同じ 

杉本智哉 

遠藤 幸宏 

上に同じ 
上に同じ 

研究員 
研究員 

上に同じ 
上に同じ 

西村 真 

藤田 義彦 

播本 孝史 

上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 

研究員 
研究員 
研究員 

上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 

井岡  昇 

木村 宗人 

福原 達雄 

岸  靖之 

上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 

研究員 
研究員 
研究員 
研究員 

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

古澤 一思 

平田 淳洋 

藤井 武史 

遠藤 真也 

山内 たか子 

神野 有子 

 

茅   陽一 

 

岡村 繁寛 

 

村井 重夫 

 

戸高 栄二 

森影 有佳里 

上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 

 
RITE研究所 
 
RITE研究企画グループ 
 
CO2海洋隔離プロジェクト 
 
上に同じ 
上に同じ 

 

研究員 
研究員 
研究員 
研究員 
研究員 
研究員 
 
所長 
兼主席研究員 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 
兼主席研究員 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 
兼主席研究員 
主任研究員 
研究員 
 

上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 
上に同じ 

 
全体総括 
 
上に同じ 
 
上に同じ 
 
上に同じ 
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 CO2送り込みパイプの渦励振

拳動とCO2の洋上積み替え方

式に関する研究 

染矢   聡 大学院新領域創成科学研

究科 
（独）産業技術総合研究所

よりH17.10.1付にて出向 
 

助教授 CO2希釈に関するCO2送り込み

技術の基礎的検討及びPO(パブ
リックアウトリーチ)に関する

検討 

 

（３）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

れた投入管の流動抵抗と乱れ

特性に関する研究 

 

（４）北海道大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

山中 康裕 大学院地球環境科学研究

院 
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に

関する研究 
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（５）(独)産業技術総合研究所 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

竹村 文男 エネルギー技術研究部門

分散システムグループ 
主任研究員 二酸化炭素の海洋隔離に伴う

環境影響予測技術開発(Moving 
Ship方式による液体CO2の海

水中への溶解・拡散に関する数

値実験) 

 

（６）(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 

 

環境科学研究所 化学環境

領域 
環境科学研究所  

主任研究員 
 
研究参事 

CO2海洋中層隔離モニタリン

グ手法の開発 

 

２．２．９ 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 

 

２．２．１０ 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 

 

（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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２．２．１１ 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（H17.4～H18.1） 
人事異動にて交代（H18.2.～H18.3） 

事務局部長 

事務局部長 

佐原 一弘 

福島  透 

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 戸高 栄二  

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 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（H17.4,5）

 出向から帰任 （H17.6～H18.3） 

主任研究員 

総括研究員 

青木 繁明 

原田 晃 

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 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻 
（独）産業技術総合研究所よりH17.10.1付にて出向 

助教授 染矢  聡 
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第３章 平成１７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 環境影響評価技術の開発 

 

３．１．１ 海洋の現況把握とモデル解析 

（１）海洋観測 

隔離想定海域のベースライン情報を得るために、平成 14 年度より海洋調査を実施し

てきた。2005 年までの調査から、隔離想定海域においても 1,000m 以深での変動は比較

的小さいことがわかってきた。しかし、その中でも 2003 年は、1,000m 付近でも他の年

度と異なる状況が観測されたため、周辺海域での長期観測を実施している気象庁の観測

結果をもとに比較検討した。その結果、2003 年は周辺海域が暖水渦に覆われたため、他

の年とは表層から中層にいたる水塊構造が異なっていたと考えられた。 

 また、3 年間の沈降フラックスの観測から、沈降フラックスの主組成では炭酸カルシウ

ムが約 60%を占め、組成の季節的な変動は小さいことが明らかとなった。フラックスの

量は年により変動が観察された。また、季節的には春から夏にかけて大きな極大値が秋

から冬にかけて極小値がみられた。季節的な偏差は深層で大きかった。 

 このような経年的な変動はいずれの海域においても生じることから、CO2 濃度の増加の

影響を把握するためには、その海域における変動幅を把握することが重要となる。 

 

（２）現在量 

４年間の現存量調査結果を比較した。植物プランクトンの組成は、2005 年は微小鞭毛

藻類が優占、ハプト藻が減少した。しかし、現存量は 2004 年が他の 3 年に比べて少な

く、組成と現存量の間に関連性はみられなかった。バクテリアは POC の分布に近似し、

懸濁物質との関連が示唆される。現存量は、2004 年で最もおおく、冬季の 2003 年が最

も少なかった。多細胞動物プランクトンは、表層と中層に比べて深層で著しく減少し、

かつ優占分類群はカイアシ類、ヒドロ虫類とヤムシ類と単純化していた。 

 以上のように、物理的化学的には 1,000m 以深は経年的な変動は小さいが、生物組成、

現存量の変化は大きい。中深層の生物は表層で生産される沈降フラックスに依存して生

活するため、表層の変化を間接的に受けるためと考えられる。海洋環境の変化でみられ

るように、隔離想定海域は 1,000m 以浅では経年間の変化が認められ、表層環境の変化

が間接的に中深層生物の変化をもたらすことが示唆される。 
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（３）食物連鎖解析 

昨年度に引き続き、隔離想定海域および塩釜沖の試料の解析を行った。この結果、同

一種における安定同位体比の変動幅を明らかにすることができた。また、ヤムシ類は肉

食性のカイアシ類とほぼ同じ安定同位体比を示したことから、餌をめぐって競争関係に

ある可能性が示唆された。さらにヨコエソ類は安定同位体比が魚体の成長に伴い変化す

ることから、成長に伴い食性が変化することが予想された。 

中深層生物の一次食資源としては、懸濁物質より沈降物質が重要であることが示唆され

た。 

 

（４）生態系モデル 

高次消費者として肉食性のヤムシ類をコンパートメントとして追加、さらに隔離想定

海域で測定された沈降フラックスの季節変動パターンを組み込むことによる高度化を

図った。改良した生態系モデルについて、CO2 影響として 4 種類のシナリオを仮定し、

感度解析手法による影響予測を試みた。その結果、食物連鎖の高次の動物で影響が大き

くなること、沈降フラックスを介して下層の生物現存量の増加をもたらす可能性が示唆

された。 

 

３．１．２ 生物影響 

（１）生理影響実験 

深海性魚類のザラビクニンを用いて CO2への耐性試験を行ったところ、2%区で 72 時

間の死亡個体が生じ、3%区では 48 時間で全個体が死亡した。水温が異なるため、直接

的な比較は困難であるが、冷水性の浅海魚に比べても耐性が弱く、深海魚の CO2 は耐性

が低い可能性が認められた。 

 また、CO2感受性と CO2耐性に関連すると考えられる鰓および鰓の塩類細胞の形態を観

察したところ、ザラビクニンの鰓弁長、鰓弁密度や鰓表面積は、ブリ、ヒラメやタイな

どの浅海魚に比べて低い値を示した。鰓の構造が深海魚の CO2耐性を予測するための指

標となりうる可能性が残されており、多様な種による調査が必要である。 

 

（２）魚類への急性影響実験 

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上でもっとも

重要な要因と考えられる水温について、変動した場合の影響をアオギスを用いて検討し

た。その結果、アオギス稚魚は水温が低いほど、CO2 に対する耐性が低下した。この原

因として、生理学的緩衝能の低下によると推察された。 

 また、急性致死影響モデルの検証を行うために CO2放出時に想定される CO2 分圧の変

化パターンを含む複数種の曝露パターンを想定した非定常曝露実験にシロギス稚魚を

13



用いて実施した。その結果、急激な CO2 分圧の変動が魚類の死亡を誘発するが、緩慢な

変化では致死率が低かった。このことは、魚類における酸塩基緩衝機能の発現が重要で

あることを示している。また、死亡パターンの解析から、酸塩基緩衝機能として炭酸イ

オン緩衝系以外に、他のメカニズムも作用している可能性が示唆された。 

 

（３）魚類死亡率モデルの改良 

魚類の非定常モデル結果における致死作用をもとに、パラメーターの調整を行うこ

とによる魚類死亡率モデルの精度向上をはかった。この結果、CO2 分圧の正の濃度変

化に対しての精度は向上したが、CO2 分圧の負の濃度変化に対しては観察結果との整

合性が低かった。CO2 の魚類の生理作用に及ぼす影響について、より詳細な情報が必

要と考えられる。 

 

（４）プランクトン等への暴露実験 

富山湾より採集した冷水性カイアシ類を用いて急性致死曝露実験を行い、急性致死の

無影響曝露時間から慢性無影響曝露時間の推定を行ったところ、7,700μatm という値

が得られた。ただし、信頼性の範囲が大きく、さらにデータの蓄積が必要と考えられた。 

 また、海水中の懸濁物の凝集性は海水の pH に影響を受け、pH が低下すると凝集フロ

ックの形成が抑制される傾向が認められた。CO2 分圧が増加すると海水の pH が低下す

ることから、CO2 分圧の増加は、凝集フロックの成長を抑制する可能性が示唆された。

凝集性への影響は、沈降フラックスの変化につながることから、さらなる検討が必要と

考えられる。 

 

（５）微生物多様化 

微生物相の変化の評価手法として、ベンチックチャンバー現場曝露実験で実施した

DGGE 法により得られたバンドパターンをもとに、 Pearson product moment 

correlation（R）による類似度を用いて、群集構造を検討した。その結果、5,000μatm

の表層の類似度は他の系と異なり、微生物群集の組成が変化した可能性が指摘された。 

また、深海底泥を用いて室内モデル実験を行ったところ、微生物群集構造の変化は曝露

時において比較的早期に変化の兆候が現れ、遺伝子バンドパターンの変化として検出で

きる可能性が示唆された。 
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（６）ベンチックチャンバー現場実験 

全炭酸濃度が太平洋に比べて低い大西洋海域におけるベンチックチャンバー実験を

ノルウエーのフィヨルドを用いて実施した。メイオベントスとバクテリア現存量は CO2

曝露区と対照区の間で有意な差は認められなかった。一方、ナノベントスは曝露区で増

加する傾向が認められ、太平洋での相違が認められた。今回の実験場所は 400m と太平

洋に比べて浅く、生物現存量も多く、かつ酸素消費速度が高かったこと、曝露実験期間

が短かい点などにより相違が生じた可能性も考えられる。 

 

（７）ＣＯ２の予測無影響濃度（ＰＮＥＣ） 

これまで得られた CO2 の生物影響結果に基いて、化学物質の毒性評価手法を適用して

長期的な無影響濃度の定量的な予測を試みた。カイアシ類について得られた実験結果よ

り、アセスメントファクター（AF）は 10 を適用することができると考えられ、これら

をもとに慢性無影響濃度（NOEC）として約+5,000ppm という値が得られ、CO2放出に

係る生物影響の指標として予測無影響濃度（PNEC）は約 500ppm と推定された。PNEC

の推定については、AF の妥当性の評価が重要であり、さらに検討が必要である。 

 

（８）ＨＥＰを用いたＣＯ２海洋隔離の生態リスク評価の検討 

HEP（Habitat Evaluation Procedure）の方法を、中深層への海洋隔離に適用し、海

洋隔離の実施が海洋表層の酸性化に対するミチゲーション措置と設定して、CO2 海洋隔

離のリスクを評価し、表層酸性化の影響の定量化を提示できた。 

 CO2 の隔離における希釈濃度によっては、Habitat Unit（HU）の損失が生じることが

推定された。ただし、評価対象を海洋隔離海域に限定しているが、表層酸性化は全休的

に生じることから、HU の損失は過小評価となっている可能性がある。 

 

（９）ＰＮＥＣとシミュレーション結果の比較による環境影響評価 

渦解像度モデルにおいて CO2放出実験を行い、1,000ｍから 2,500ｍの範囲で CO2 の注

入深度を変えた場合の拡散の比較実験を実施した。この結果、CO2 の希釈は中規模渦の

活動に依存していることが明らかとなり、水平的な注入サイトの場所の選択が重要であ

り、適切なサイトを選択することにより持続的な CO2 の注入が可能であることがわかっ

た。 

このモデルに生物影響実験より推定された予測無影響濃度（PNEC）を適用することに

より、CO2 の注入可能量の推定が可能であることを示した。ただし、実際の放出では CO2

の拡散は不均一であり、モデルの妥当性とその誤差の確認が必要であり、また、生物影

響実験のデータをさらに蓄積して、PNEC の信頼性を向上することが必要である。 
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３．２ ＣＯ2希釈技術の開発 

 

３．２．１ Ｍｏｖｉｎｇ Ｓｈｉｐ方式希釈技術の開発 

（１） CO2 海洋輸送・希釈放流全体システム 

CO2 海洋隔離の実施海域を日本の本土から南方約 1,500km に仮想し、荒天時の稼動休止

を考慮に入れた CO2 海上輸送・希釈放流システムの運用計画について検討を行った。海域

の海象発現モデルとして、人工衛星によるリモートセンシングデータを参照して風速変動

時系列を作成し、3 種類の輸送・放流切替方式を対象に物流シミュレーションを行って、

パラメータの影響を調べた。荒天時の稼動休止を挽回するための余裕能力は、船による輸

送能力と陸上タンクの貯蔵容量に織り込む必要がある。陸上貯蔵タンクの貯蔵容量は作業

限界設定値に非常に敏感であるため、作業限界が緩やかな縦列係船方式や輸送・放流兼用

船方式の方が並列係船方式よりも優位であった。輸送能力を確保するための船の積載可能

量と隻数及び陸上タンク貯蔵容量はトレードオフの関係にあり、船の輸送能力を下限に近

づけすぎた場合を除いて、トレードオフの関係がコストでも概ね相殺しあうことが明らか

になった。 

 

（２） CO2送り込み技術 

窒素ガスを充填した模型パイプ内に CO2 ガスを圧入して、パイプ内窒素/CO2 ガス境界

部付近の混合流れの可視化と混合量の計測を実施した。本実験では、装置の制約により、

実機(2500m,内径 18cm)で CO2 を 18cm/sec で置換する場合に相当するレイノルズ数で

4000 までの試験であった。この条件での置換の所要時間は 3.8 時間であり、実用上問題な

いと考えられた。さらに、可能な限り高流速条件で置換した方が湿潤空気と CO2 の混合を

抑制できると考えられた。このため、実験で得られた 3.8 時間よりも短時間での置換が可

能である見通しを得た。 

 

（３） パイプ曳航技術 

高レイノルズ数領域におけるパイプの渦励振（VIV）発生メカニズム解明のために、円

柱振動と渦剥離現象の相互干渉挙動の可視化実験のための実験系の構築と可視化実験を実

施した。円柱振動と渦剥離現象の相互干渉挙動の可視化実験を実施するための実験系の構

築ができ、可視化実験のデータを解析した結果、流速の異なる条件における円柱の振動挙

動が明確に異なることが示された。 

Moving ship による海洋中層への CO2送り込みでは、パイプの曳航時に流体抵抗が

作用して傾斜や下端部の浮き上がりが発生したり、パイプ後流渦による振動が発生した

りすると考えられたため、昨年度から長尺パイプの VIV 挙動評価のための数値解析コ
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ードの開発に着手した。このコードには流体力データが必要なため、本年度はパイプ模

型を曳航・加振して発生する流体力を取得するための水槽実験を実施した。この結果、

CO2送り込み用パイプとその後流で発生する渦による渦励振(VIV)現象が Moving Ship

方式による CO2 海洋中層隔離においても生じる可能性があることが示された。 

 

３．２．２ ＣＯ２拡散観測予測技術の開発 

 

（１）沖縄トラフ海底観測の手法開発 

沖縄トラフの鳩間海丘における(独)海洋研究開発機構の潜行調査では、熱水活動域周縁

に白色堆積物の存在が確認されている。この堆積物には CO2 ハイドレートが含有すると考

えられている。そこで温暖化ガスとしての CO2 と深海の関わりの解明に必要な知見獲得の

ために、白色堆積物中の CO2 ハイドレートの存在を検証する手法開発として保圧式採泥器

による白色堆積物の採取および白色堆積物からのガス発生の観察を行った。堆積物試料の

粒度分析、全岩化学分析および X線粉末回折分析から白色物はガス化する成分であること、

発生ガスの分析から白色堆積物中に CO2 ハイドレートが存在することが示唆された。 

 

（２）海洋中層隔離モニタリング手法の開発 

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 が液滴となって浮上する

と考えられる。この海域の海表面では 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・消失すると考えられるため、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。そこで、沖縄トラフの鳩間海丘において海洋中での

CO2液滴の挙動観察を実施した。今回の観測では、有索無人潜水調査船（ROV）を用いた

浮上中の CO2液滴の追跡（ラグランジェ的方法）と「深海用高解像度ビデオカメラシステ

ム」による形状変化を観察し高画質記録を行った。また、浮上する CO2液滴近傍の環境変

動を現場計測した。ROV を着底させ、噴出直後の CO2液滴の挙動を高画質記録するとと

もに、CO2液滴近傍の環境変動を現場計測した。しかし天候悪化のため、CO2液滴噴出地

帯における pH の３次元マップの作成と、ROV をホバリングした状態での浮上中の CO2

液滴の観察・高画質記録は出来なかった。 

 

３．２．３ ＣＯ２拡散予測技術の開発 

 

（１）移動格子による中規模海域での CO2拡散シミュレーション 

広領域から狭領域スケールの双方において、Moving Ship 法により海洋中深層へ直接注

入された CO2 による環境影響を予測するために、ネスティング格子法によるモデルの開発

とその有効性の確認を行った。適正な海洋乱流場を形成させるために、低波数法を適用し
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有効性を確認した。メソスケール領域のシミュレーション結果は、定点放出法と比べて    

Moving Ship 法が環境影響を低減させることを示した。なお、ゴースト領域は海底を含む 

メソスケール領域で入れ子にした。この技術はマルチスケール(マルチネスティングの使用

による)と移動格子の問題に対処するのに効率的であると考えられた。また、2 相モデルと

生物モデルにこの方法を結合することによって、Moving Ship 法による海洋中深層の環境

影響を予測することができると期待された。 

 

（２）CO2希釈水塊挙動のシミュレーション 

CO2 海洋隔離のサイトセレクションを環境影響および隔離効率の観点から考察するた

めに、代表的な 8 サイトにおいて渦解像度モデルを用いた CO2 トレーサー放出実験を行

った。連続的な CO2 の注入により CO2 濃度分布は僅か 500km 程度の注入場所の違いで

も大きな差が生じるものの、ほとんどのサイトでは一定体積以上の高濃度水塊は形成さ

れないことが明らかになった。このようなサイトでは持続的な CO2 注入が可能であり、

年間あたりの注入量を適切に選べば、環境影響を最小限に抑えることが可能となると推

測される。また、各サイトの最大濃度は流速や渦活動度と密接に関係しており、これら

の値が小さくなると最大濃度が高くなるため、希釈には不利であることが示された。渦

活動度と流速は深度が深くなると減少するので、あるサイトを環境影響の観点から評価

する場合は、最深部の渦活動度と流速が重要な指標となると考えられる。このどちらか

がある程度大きければ、持続可能なサイトと考えても良いと考えられる。隔離効率の観

点からの検討では、亜熱帯循環、特にその南側で西岸境界流に近い場所で注入を行った

場合、西岸境界流による鉛直上方への輸送によって、隔離効率が下がる事が示された。 

 

（３）海洋隔離による海洋表層酸性化の抑止効果 

海洋中層に放流して大気から隔離した CO2 の長期にわたる挙動を予測するために、

海洋大循環モデル MOM2 の流動場計算結果を用いて、改良型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施した。計算は人為起源排出 CO2 を大気

に排出した場合と排出量の全部または一部を海洋中深層に注入した場合の 1000 年の

長期間にわたる CO2 の拡散予測シミュレーションである。これらの計算結果を解析

し、大気および海洋の CO2 濃度変化と海洋の pH 変化を検討した。この結果、人為

起源排出 CO2 を大気に排出した場合に発生する海洋表層の酸性化を CO2 海洋隔離技

術によって低減できる可能性が示唆された。  
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３．３ 国際的・社会的合意の形成 

 

３．３．１ 海外の動向 

海外動向の調査では、IPCC 特別報告書の第 6 章「海洋貯留」において紹介された内容

を整理したほか、CSLF 会議において紹介された日本の活動状況の資料を収録した。また、

ロンドン条約において議論された海域地中貯留のベネフィットとリスクを整理した。これ

らの調査によって、海洋隔離技術は地球温暖化対策技術として実適用する段階にまではな

っていないことが分かった。しかし、海域地中貯留などはロンドン条約の場において着実

に国際的な認知を得てきていることが分かり、海洋隔離の今後の進め方の参考になる情報

が得られた。 

 

３．３．２ 国際共同研究 

国際共同研究の実施では、RITE-NIVA 共同研究契約に基づいてノルウエー海域におけ

る海底生物への CO2 暴露実験が行われたほか、韓国・カナダ・ドイツ等との国際共同研

究の可能性を探索する活動があった。これらの活動によって、海外でも海洋隔離に対して

関心を持っている研究機関があることが分かった。とくに、韓国の KORDI（韓国海洋開

発研究所）では 10 年の国家プロジェクトを立ち上げており、日本との共同研究を期待し

ていることが分かった。ただし、本事業との共同研究の拡充継続や新規締結は進まなかっ

た。 

 

３．３．３ Public Outreachの検討 

PO 検討 WG を立ち上げて海洋隔離のベネフィットと環境影響に関するコアストーリー

の共有化を図ったほか、中長期 PO ロードマップや短期アクションプランを作成した。ま

た、PO の専門家から順応的管理手法についてヒアリングを行ったほか、PO マテリアルと

してリーフレットの作成やアニメの作成等を行った。さらに、RITE の WEB サイトにあ

る海洋隔離のコンテンツ改良を行ったほか、海洋隔離技術に対する理解状況をアンケート

調査や WEB によるリスクコミュニケーション調査等を行った。これらの PO の進め方の

検討や調査によって、海洋隔離の PO の重要性と今後の課題が明らかになってきた。 
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３．４ 研究発表・特許出願 

 

研究発表 39 件（表 3.4-1）、特許 2 件（表 3.4-2） 

表 3.4-1 研究発表 

 
 

タイトル 年月日 発表形態 発表者 

1 炭素隔離技術の現状と将来動向 2005 年 4 月 「第１回途上国等参

加問題検討委員会」

報告書  
 

村井重夫 

2 Numerical Simulation of 
Mortality of Zooplankton 
Caused by Direct Injection of 
Carbon Dioxide in the Ocean 
 

2005/5/2-5 
 

4th Annual 
Conference on 
Carbon Capture & 
Sequestration 
 

Toru Sato 
Yuji 
Watanabe 
Koji Toyota 
 

3 強制加振試験による傾斜円柱の

VIV 解析 
 

2005/6/2-3 
 

船舶海洋工学春季講

演会 
 

安達陽介 
南浦純一 
鈴木英之 
尾崎雅彦 
 

4 Reproduction Method of 
Unsteady Small-Scale Eddy 
Field in the Deep Ocean 
 

2005/6/2-3 
 
 

船舶海洋工学春季講

演会 
 

Shinichiro 
Hirabayashi  
Toru Sato 
 

5 CFD を用いた傾斜パイプの

VIV に関する非定常 FEM 解析

 

2005/6/2-3 
 

船舶海洋工学春季講

演会 
 

手島智弘 
佐藤 徹 
鈴木英之 
 

6 CO2 隔離の現状 2005/7 
 

学振 148 委員会 村井重夫 

7 安定同位対比を用いた海洋中深

層生物の食物網研究 
 

2005/7/1 
 

安定同位体分析セミ

ナー2005 
 

三戸彩絵子 
喜田潤 
栗原晴子 
 

8 Japan program for CO2  

questration 
2005/9 
 

Seminar on 
Sub-sea CO2 

storage technical 
challenges,risk and 
environmental 
aspects 

Takashi 
Ohsumi 

9 Advances in Japanese project 
on  CO2 ocean storage 

2005/9 
 

Seminar on 
Sub-sea CO2 
storage technical 
challenges,risk and 
environmental 
aspects 

Jun Kita 
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 タイトル 年月日 発表形態 発表者 

11 Extended probit mortality 
model for zooplankton against 
transient change of CO2 
 

2005/10/1 
 

Marine Pollution 
Bulletin 
 

Toru Sato 
Yuji 
Watanabe 
Koji Toyota 
Joji Ishizaka
 

12 
 
地球温暖化の地球工学的対策：

二酸化炭素を如何に隔離するか

 

2005/10/20 
 

Human Life 
Science Forum 
2005 
 

村井重夫 

13 ハマクマノミ（Amphiprion 
frenatus)胚の高 CO2耐性 

 

2005/11/1 
 

海洋生物環境研究所

研究報告 
 

吉川貴志 
 

14 Trophic structure 
determination of the deep-sea 
copepods in the South Western 
Pacific by the stable isotope 
analysis 
 

2005/7/11-15
 

The 9th 
International 
Conference on 
Copepoda 
 

Haruko 
Kurihara     
Saeko Mito 
Jun Kita 
 

15 
 
 

Ocean uptake potential for 
carbon dioxide sequestration 
 

2005 
 

Geochemical 
Journal, 
Voi.39,No.1,29-43, 
2005 
 

Masao Sorai 
Takashi 
Ohsumi 
 

16 
 
 

Evaluation of Benefits of CO2 

Ocean Sequestration 
 

2005 
 

Proceedings of the 
7th Internationl 
Conference on 
Greenhouse Gas 
Control 
Technologies,P773-
781,5-9 September 
2004, 
Vancouver,Canada 
(printed in 2005) 
 

K.Tokimatsu 
M.Sorai  
Y.Kaya  
M.Magi 
T.Ohsumi 

17 Biological Impact Assessment 
of Direct CO2 Injection into 
the Ocean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 Proceedings of the 
7th Internationl 
Conference on 
Greenhouse Gas 
Control 
Technologies,P783-
789, 5-9 September 
2004, 
Vancouver,Canada 
(printed in 2005) 
 

J.Kita、
T.Ohsumi 
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タイトル 年月日 発表形態 発表者 

18 
 
 
 

CO2 Release in Deep Ocean by 
Moving Ship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 

Proceedings of the 
7th Internationl 
Conference on 
Greenhouse Gas 
Control 
Technologies,P809-
817,5-9 September 
2004, 
Vancouver,Canada 
(printed in 2005) 

J.Minamiura
、H.Suzuki、
B.Chen、
M.Nishio、
M.Ozaki 
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A Lagrangian Method 
Combined with 
High-Resolution Ocean 
General  Circulation Model to 
Evaluate CO2 Ocean 
Sequestration      
 

2005 
 

Proceedings of the 
7th Internationl 
Conference on 
Greenhouse Gas 
Control 
Technologies ,P819-
827, 5-9 September 
2004, 
Vancouver,Canada 
(printed in 2005) 
 

Y.Masuda 
Y.Yamanaka 
T.Hashioka 
M.Magi 
S.Murai 
T.Ohsumi 
 

20 鳩間海丘の白色堆積物の採集と

分析 
 

2006/2/23-24
 

第２２回しんかいシ

ンポジウム 
 

喜田潤 
三戸彩絵子 
 

21 二酸化炭素の海洋隔離に伴う魚

類影響／深海魚類に与える生理

学的影響 
 

2006/3/31 
 

日本水産学会大会 
 

林正裕 
荒井聡 
石松惇 
熊谷恵美 
吉川貴志 
喜田潤 
 

 
 

 
表 3.4-2 特許出願 

 
 
 

発明の名称 発明者名 特許出願 

1 
CO2 海洋隔離の環境影響評価

のための観測手法開発 
 

下島公紀 
出願番号：特願 2005-203568 号 
出願日 ：H17.7.12 

2 
深海用高解像度ビデオカメラ

システムの開発 
 

下島公紀 
出願番号：特願 2005-158623 号 
出願日 ：H17.5.31 
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第４章 今後の課題 

 

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１7年度に実施した内容は、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３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）環境影響評価技術の開発に関する課題 

・４年間の海洋調査において、中深層生態系への沈降フラックスのピークの時期や偏差の

大きさが年により異なったり、1,000m 以浅においては暖水渦の影響があることが推定さ

れるほか、生物現存量の調査においても、中深層の生物現存量や組成は一定ではなく、

調査ごとに大きく変化するので、要因のひとつとして表層の生物組成や生産力との関連

が疑われる。そのため、より長期の海洋観測の必要性がある。 

・食物連鎖構造の解析では、カイアシ類を中心とする食物連鎖の一次食資源としては沈降

物質が重要であることが推測されたが、沈降フラックスの分析はバッチでの平均的な値

しか得られていないことから、今後より詳細な分析が必要と考えられる。 

・生態系モデルでは、肉食性の動物プランクトンのコンポーネントの追加を行ったが、パ

ラメータ調整をさらに必要とすることが示唆された。また、CO2 影響計算のために、今

年度は影響シナリオを仮定して感度解析を行ったが、今後は生物実験などをもとに現実

的なシナリオの設定を行うことが必要となる。また、長期的には表層生態系モデルとの

結合を行い、大循環モデルに載せることによる全休計算が必要となる。 

・CO2 の生物影響については急性致死モデルを開発してきたが、馴化機能の発達した魚類

実験での検証では CO2濃度が減少する過程での整合性が低いことから、パラメーター調

整に必要な魚類生理メカニズムのさらなる解明が必要である。また、急性影響の実験で

用いた魚種は、今年度は暖水性のアオギスであったため、低温に適応した冷水性魚種に

おける検討が必要と考えられる。また、深海魚を用いた曝露実験と鰓の組織学的観察か

ら、深海魚の CO2耐性が酸塩基緩衝機構とどのような関係にあるか詳細な検討が必要と

考えられる。 
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・CO2 の生物影響のもうひとつの検討課題は初期希釈後の CO2濃度の長期間の影響であり、

個体だけでなく群集や生態系への影響が問題となる。群集への影響についてはベンチッ

クチャンバーを用いた実験を行い、底生生物群集への高 CO2 の影響の過程を推定してき

たが、現場におけるさまざまな要因が絡み、結果の変動を生じることから、引き続き実

験を継続することが望ましい。また、本実験で得られた実験技術や結果をもとに、深海

のプランクトン群集を対象とした現場曝露実験を行うことが求められる。 

・沈降フラックスは中深層のエネルギー基質として重要であることから、今年度は海洋懸

濁物の凝集性に及ぼす CO2 の影響を検討し、酸性化は凝集性を抑制することが示唆され

る結果を得た。凝集フロック径の変化は沈降フラックスに影響を与えることから、懸

濁・沈降物質の凝集性に与える影響を定性的・定量的に把握する必要がある。 

・実験を通じて海洋に生息する全ての生物について CO2 影響を検討することは不可能であ

る。今年度は、化学物質における概念を CO2 に適用し、安全閾値の推定を試みた。ただ

し、これらの安全閾値の信頼性向上には多様な生物種での曝露実験や急性影響だけでな

く、時間スケールの長い慢性影響についての知見等の充実も必要である。 

・CO2 海洋隔離技術では、事業の実施に際して CO2 の生態系への影響をモニタリングし、

順応的管理することが必要である。今年度は、リスク評価手法の一つとして、Habitat 

Evaluation Procedure (HEP)手法を用いて、その有効性を検討したが、引続き HEP の設定

や詳細な条件の検討等がさらに必要である。また、BEST など外洋深層に適したリスク

評価手法の開発も必要と考えられる。 

 

（２）CO2 希釈技術の開発に関する課題 

・本研究プロジェクトにおける CO2 希釈技術の開発の目的は、所要の低さの濃度にまで速

やかに希釈する技術の成立性を確認することにある。システム的成立性として必要なす

べての技術が、エンジニアリング的ならびに経済的に新たなブレイクスルー無しで実現

可能であること、機能的成立性として深海に CO2 を然るべき手段で放流した後の CO2

およびその CO2 の溶解した海水が、長期間にわたって予測される範囲内で挙動すること

の両者を確認する必要がある。 

・システム的成立性に関しては平成１７年度（本年度）までの要素技術開発において、ほ

ぼ当初計画どおりの成果を挙げてきたので、１８年度は５年間の総まとめとしてシステ

ム全体で一貫したケーススタディを行うことを通じて、個々の要素技術間の接点の部分

で齟齬が無いことや技術課題の空白が無いことを確認することが必要である。またケー

ススタディ結果を用いて経済性評価を行い、実用化に向けての改善点を抽出することが

有用である。 

・機能的成立性に関しては比較的ミクロで短期的な事象を確認するために、本研究で取り

組んでいるＲＯＶや曳航式観測システムをプラットフォームとしたモニタリング技術
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開発の完遂が必要である。一方、広域で長期にわたる CO2挙動の確認には、実規模レベ

ルの量の CO2 を対象にしない限り存在の捕捉・追跡が難しいのが実情であるから、当面

はシミュレーション法の適用性と妥当性を高めることが必要であると考えられる。そし

て将来は、順応型管理手法を用いたパイロット試験の実施がマイルストーンになるので、

そのためのモニタリングの要素技術開発からシステム構想へと発展させる研究が必要

になる。 

・機能的成立性を測るための一連のシミュレーションにとって、放流深度・流量・ノズル

の前進速度・航跡・形成される液滴サイズが初期条件である一方、これらはシステム的

成立性を検討するための技術仕様でもある。シミュレーション実施者と CO2放流装置類

のデザイナーの双方にとって、これまでは「与えられる条件」であったものであるが、

相互にフィードバックさせて「決めていく条件」と認識する必要があり、そのフィード

バックの方法論（手順）を明解にしておくことが、今後の総合評価作業にとって重要に

なる。 

 

（３）国際的・社会的合意の形成に関する課題 

・海外動向の調査では、「CO2回収貯留に関する IPCC 特別報告書」を調べた結果、深海生

態系への影響究明、長期かつ大規模な実験実施、海洋隔離研究の Facility 整備、海洋

隔離技術の工学的課題解決、モニタリングシステムの開発等が今後必要であることが分

かった。また、Public Acceptance や Legal Issue に関する論文の発表が必要である。

さらに、今後の動向として Inventory Guideline や IPCC 第４次報告書に CCS 技術が盛

り込まれようとしているので、その調査が必要である。CSLF の動向については、引き続

き海域地中貯留の実用化に注目した調査と、CSLF の場への海洋隔離技術の開発状況の紹

介を継続することが望まれる。また、ロンドン条約の調査に関しては、海域地中貯留の

CO2 が 96年議定書の批准に続いてリバースリストに採択される可能性が出てきており、

引き続き海洋隔離の観点からその動向を調査する必要がある。 

・国際共同研究の推進では、RITE-NIVA 共同研究については契約の３年目として実験結果

のまとめを行う必要がある。その他の国とは、共同研究の可能性を引き続き探る必要が

ある。新たな課題としては米国の研究者との交流が少なくなっているので、両国の長所

を活かした共同研究の枠組み作りが必要である。 

・Public Outreach の検討では、中期的にはロンドン条約クリアが目標の 1 つになったの

で、順次その課題を達成する必要がある。短期的取組みとしては、既存の仲間の維持、

賛同が得られる可能性のある専門家への説明や対話による修正、ある程度否定的に海洋

隔離を認知している科学者との対話による修正等を実施する必要がある。とくに、短期

的アクションプランとしては、面談説明、学会発表、学会誌投稿、科学誌への掲載、新

書本作成、メディアへの発表、海洋隔離関連のイベント開催、WEB サイト充実、WEB の
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アクセス解析等が提案されている。コアストーリーの検討では基本的な共有の概念を持

つことが出来たが、引続き研究成果に応じた見直しは今後の課題である。また、PO の専

門家からのヒアリングも引続き機会を見て行う必要がある。PO マテリアルの検討では、

漫画版リーフレットの作成を開始したが、種々の意見が出ており、その作成に関する検

討を次年度の課題とする必要がある。ニューアース展で上映するために作成した海洋隔

離のアニメについては、物理化学的な内容の補足説明、CO2 生物影響の知見の提示、海

洋隔離の有効性紹介等を盛り込むことが今後の課題になっている。 

・CO2 海洋隔離の理解促進に関しては、社会的受容性の向上には環境影響評価技術の研究

成果についての情報発信、希釈率上昇の技術開発、海洋実験の実施、生態系の知見を増

やすこと等が今後の課題である。 

・海洋科学関連の学会への対応強化に関しては、次年度予定されている GHGT-8、WPGM、

Techno-Ocean 2006 等への参加活動が期待されている。 

・国際的・社会的合意の形成の調査全体については、海洋隔離の有効性評価のための実適

用ケースの試算やその最適条件の検討、及び、海洋隔離の PO 促進が大きな課題である。

とくに、来年度は本事業の最終年度になっているため、本事業の進め方としては本事業

の開発成果と IPCC 特別報告書の知見を活かした積極的な PO活動の推進が CO2 海洋隔離

技術の実用化に向けて必要である。 
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