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概要 

 

１．CO2海洋隔離に伴う生物影響評価 

生物影響評価手法として、既存の 3次元生態系モデルの高度化を図った。実海域生物影響

データの収集を目的にしたペラジックチャンバーシステムの開発では、基本的な機能を持っ

たペラジックチャンバーを完成することができた。その動作確認として、海洋予備実験を実

施した結果、検出技術として酸素消費速度や微生物遺伝子解析技術が適用できることを確認

した。また、深海生物の CO2影響研究では、沈降粒子の安定同位体比測定やカイアシ類の捕

食構造を解析し、生態系モデルにおいて CO2濃度の増加の影響を組み込むために、CO2濃度

に対するパラメータの変化率の推定を行った。CO2 の深海フラックスへの影響では、その生

態系および炭酸塩の動態を明らかにした。特に、脱窒活性に関するN2O産生に関わる遺伝子

について DGGE法を実施するための技術的検討を行った他、ペラジックチャンバーで得られ

た試料の遺伝子解析から、CO2 濃度の増加により種の指数は減少するが多様性指数の変化は

小さいとの結果を得た。また、CO2 海洋隔離の細菌群集への影響評価手法のひとつとして、

生理活性を有している細菌を「生菌」として識別する手法の基礎的検討を行った。さらに、

高濃度 CO2に対する急性影響に関しては、高圧の影響がないことを明らかにした。 

 

２．海洋中 CO2挙動予測と隔離可能性評価 

CO2挙動の観測・予測技術開発では、海洋中 CO2挙動観測技術開発として天然 CO2発生

海域の観測を実施し、海洋中 CO2挙動予測技術開発として中規模海洋モデル開発、広域海

洋モデル開発、CO2 液滴の溶解挙動予測技術の開発を実施した。また、海洋隔離の可能性

評価では、海洋隔離のケーススタディとして海洋隔離量に対するコストおよび追加的 CO2

発生量の検討および小規模海洋実験について検討した他、全球モデルによる海洋隔離予測

として全球 BOXモデル開発を実施した。 

 

３．海洋隔離技術の動向調査 

海洋隔離技術の動向調査において、国際ネットワークの構築のために、国際法・国内法

の動向、海外研究機関や国際学会等の動向調査を実施し、今後の方針について検討した。

特に、ロンドン条約の場において、CO2 生物影響の研究成果を紹介する等して情報を収集

し、実海域実験が許容される可能性について検討した。また、理解促進基盤の整備につい

ては、Webサイトの更新およびWebフォーラムの基盤整備を実施した。 
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Abstract 

 

1. Biological Impact Assessment on CO2 Ocean Sequestration Technology 

In the development of biological impact assessment method, the accuracy of three-dimensional 

ecosystem model was improved. In the collection of the data on biological impact in the deep ocean, 

assembly of a Pelagic Chamber System was fundamentally completed. In the testing of its operation 

capabilities, preliminary field observation was conducted and oxygen consumption rate and gene analysis 

of microorganism can be adapted as detection methods.  

In studies of CO2 impact on deep-sea organisms, the stable isotope ratio of settling particles in the 

seawaters and predator food chain of copepod were analyzed. In order to integrate the effect of increase of 

CO2 concentration, the parameter fluctuation rate was detected with ecosystem model. In view of CO2 

effects on deep-sea flux, dynamic status of the ecosystem and carbonate were elucidated. Especially, 

technological introduction of the DGGE method to analyze genes linked to production of N2O in relation 

with denitrifying activity was technologically studied. Based on gene analysis from the sample acquired by 

Pelagic Chamber experiment, it was scientifically confirmed that increase of CO2 concentration affected 

index number of the species, but did not diversity index. As one methodology for assessment of CO2 impact 

on bacterial communities, basic study for distinction method of bacteria that has physiological activity as 

"viable bacteria" was carried out. In the study of acute impact on the marine organisms under the high CO2 

concentration, the results of experiment show that high pressure condition did not influence deep-sea fish 

for the acute impact. 

 

2. Prediction of CO2 behavior in the ocean, and technical feasibility study of CO2 Ocean 

Sequestration 

In the development of CO2 behavior observation and prediction technology in the ocean, an 

observation of natural analogue site and development of meso-scale and large-scale ocean model was 

carried out. Also, development of prediction technology of dissolution and behavior of CO2 droplets was 

propelled. In the case study of CO2 ocean sequestration, the cost of sequestrated CO2 quantities and the 

avoided cost considered additional CO2 were calculated. Technical feasibility of a small-scale field 

experiment was also investigated. Furthermore, new global ocean box model was developed to evaluate 

the effectiveness of CO2 ocean sequestration technology for CO2 reduction in the atmosphere. 

 

3. Trend survey on CO2 Ocean Sequestration technology 

The trend survey of the international and domestic law and the trend surveys of international research 

organizations and international academic conferences were carried out for the  construction of  the 

scientific and technical international network of oceanic sequestration, and the future action plan was 

proposed Especially, London Convention was focused to identify the feasibility of field experiment of 

ocean sequestration. Project results on CO2 biological impact study was presented at the Science Group 

meeting of London Convention. For the purpose of gaining public acceptance, project website was 

periodically updated and preparation of web forum system was promoted as base system. 
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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。一方、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。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。 

本事業では、H14年度からH18年度に実施した事業成果を基に、CO2の海洋隔離技術に

ついて海洋環境への影響を評価する技術を開発し、国際的な場や学会等における科学的な

認知を高めることを目的とする。そのため、本事業では、H19年度に引き続き①海洋隔離

に伴うCO2による生物影響の評価、②海洋中CO2の挙動予測等による海洋隔離の可能性評価、

③海洋隔離の理解促進や国際ネットワーク構築等へ向けた動向調査、等を進める。 
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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（継続

フェーズ）について、5ヶ年の研究開発として平成19年度から進めていたが、今年度

で一旦終了することになった。研究開発テーマにおける研究項目は以下のとおり。

なお、来年度からは本研究開発と二酸化炭素地中貯留技術研究開発を引き継ぐ形で、

二酸化炭素貯留隔離技術研究開発として実施することになっている。 

（１）CO2海洋隔離に伴う生物影響評価  

（２）海洋中CO2挙動予測と隔離可能性評価  

（３）海洋隔離技術の動向調査  

以下に、各研究項目の内容を示す。  

 

２．１．１ CO2海洋隔離に伴う生物影響評価  

 生物影響評価手法を開発するため、生態系モデルの多層化・３次元化の改良、モデル  

の高精度化、CO2影響解析、及び、実適用ケースにおける隔離想定海域の生物影響評価  

と長期影響予測等を目標に技術開発を行う。また、実海域生物影響データを収集するため、 

生物影響海洋実験に必要なペラジックチャンバーの開発、CO2影響海洋実験、生物影響  

実験海域の現存量調査、実験想定海域の観測等を目標に技術開発を行う。さらに、深海  

生物のCO2影響を研究するため、深海生態系研究とCO2影響研究等を目標に技術開発を  

行う。  

 

２．１．２ 海洋中CO2挙動予測と隔離可能性評価                     

海洋中CO2挙動観測技術とCO2挙動予測技術を開発するため、曳航式観測システムの  

開発と天然CO2発生海域の観測、及び、CO2挙動予測モデルの開発と海洋隔離想定海域

の海洋観測等を目標に技術開発を行う。また、海洋隔離の可能性評価を行うため、実適

用ケースの検討、CO2希釈溶解技術の研究、海洋実験のケーススタディ、海洋中CO2安

定化予測、海洋隔離サイトの評価等を目標に技術開発を行う。  

 

２．１．３ 海洋隔離技術の動向調査 

海洋隔離に対する理解促進基盤の整備と国際ネットワーク構築のため、パブリックア

ウトリーチ実施、社会的合意形成の課題調査、国際的情報交換、国際的共同研究、国際

的合意形成の課題調査等を目標に海洋隔離技術の動向調査を行う。 
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２．２ 平成２０年度実施内容 

 

２．２．１ CO2海洋隔離に伴う生物影響評価 

（１）生物影響評価手法の開発  

１）生態系モデルの開発：生態系モデルの高精度化  

 

（２）実海域生物影響データの収集  

１）生物影響海洋実験：ペラジックチャンバーの開発、現場海洋実験  

 

（３）深海生物のCO2影響研究 

  １）深海生態系の研究：カイアシ類の捕食構造解析、生物パラメーターへの影

響実験、沈降フラックスの解析、分子微生物学的手法による多様性解析  

２）CO2影響の研究：模擬深海環境下における深海生物CO2影響実験、深海微

生物群集に対する脱窒関連遺伝子検出技術の適用性評価、微生物へのCO2

海洋隔離の影響評価手法の検討  

 

２．２．２ 海洋中CO2挙動予測と隔離可能性評価 

（１）CO2挙動の観測・予測技術の開発 

  １）海洋中 CO2挙動観測技術の開発：天然 CO2発生海域の観測  

   ２）海洋中 CO2挙動予測技術の開発：中規模海洋モデル開発、広域海洋モデ  

ル開発、CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発  

 

（２）海洋隔離の可能性評価  

  １）海洋隔離のケーススタディ：小規模海洋実験システム検討、CO2海洋隔離  

コスト検討  

  ２）全球モデルによる海洋隔離予測：全球 BOX モデルによる CO2隔離予測計算 

手法の開発 

 

２．２．３ 海洋隔離技術の動向調査  

（１）国際ネットワークの構築 

 １）国際連携検討ワーキンググループの活動：ロンドン条約対応、国際ネット

ワーク構築活動、理解促進基盤の整備の概要 

 ２）国際法・国内法の動向：CO2海洋隔離に関わる国際法等の動向の概要・ロ

ンドン条約・OSPAR条約・海洋汚染防止法・生物多様性条約、検討の実施 

 ３）海外研究機関等の動向：海洋肥沃化実験に関わる動向  

 ４）国際学会・シンポジウム等の動向：平成20年度の国際学会等の対応状況、

平成21年度に開催予定の国際学会への対応  
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 ５）国際ネットワーク構築に関する考察：ロンドン条約における海洋肥沃化実

験の位置づけ、ロンドン条約クリアー対応方針の検討  

 

（２）理解促進基盤の整備 

 １）海洋隔離プロジェクトの情報発信：海洋隔離プロジェクトWebサイト、 

   Webフォーラムの基盤整備 
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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  

京都府木津川市木津川台  

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  

京都府木津川市木津川台  

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) KANSO分室  大阪府大阪市中央区安土町

1-3-5 

（株）環境総合テクノス  

(4) 委託研究  千葉県柏市柏の葉5-1-5 東京大学大学院  新領域創成科学

研究科  環境システム学専攻  

(5) 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  

研究院  地球圏科学部門  

(6) 委託研究  長崎市文教町１ -14 長崎大学  環東シナ海海洋環境  

資源研究センター  

(7) 委託研究  京都市左京区北白川追分町

 

京都大学大学院  農学研究科  

(8) 委託研究  東京都港区白金台1-2-37 

 

明治学院大学  法学部  消費情報  

環境法学科  

(9) 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

ルギー技術研究部門  エネルギー  

社会システムグループ  

(10) 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  化学環境領域  

(11) 委託研究  長崎市深堀町5-717-1 三菱重工業（株）  長崎研究所  

(12) 共同研究  茨城県つくば市小野川16-1 （独）産業技術総合研究所 環境

管理技術研究部門 地球環境評

価研究グループ 

 

２．２．５ 実施期間  

自 平成２０年４月 １日   

至 平成２１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20年  

 

平成21年

 

                      年月 

 

項目 

 

４

 

５

 

６

 

７

 

８

 

９

 

10

 

11 

 

12 

 

１  

 

２

 

３

 

１．CO2海洋隔離に伴う生物影響評価

（１）生物影響評価手法の開発  

（２）実海域生物影響データの収集

（３）深海生物のCO2影響研究 

 

 

 

           

 

２．海洋中CO2挙動予測と隔離可能

性評価  

（１）CO2挙動の観測・予測技術  

開発 

（２）海洋隔離の可能性評価 

 

            

 

３．海洋隔離技術の動向調査  

（１）国際ネットワークの構築 

（２）理解促進基盤の整備 
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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 
日高  哲男（兼任）

所長 茅  陽一  グループリーダ 岡村  繁寛  

グループリーダ 村井 重夫  

CO2海洋隔離プロジェクト  

RITE  KANSO分室  

CO2海洋隔離技術委員会  

・生物影響評価分科会  

・CO2挙動予測等分科会  

・海洋隔離国際連携検討WG 

プロジェクトリーダ 村井  重夫（兼任）グループリーダ 村井 重夫  

責任者 石田  和憲  

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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２．２．８ 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 

 

（２）東京大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

佐藤 徹 

平林 紳一郎

丁 世珉 

大学院 新領域創成科学研究科

上に同じ 

上に同じ 

教授 

助教 

研究員 

CO2海洋隔離に関するケーススタ

ディ計算およびロンドン条約対応 

 

（３）北海道大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

山中 康裕 

増田 良帆 

大学院 地球環境科学研究院

上に同じ 

准教授 

研究員 

高解像度オフラインモデルを用いた、

CO2海洋隔離のサイト設定に関する研究

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

小牧 博信 

間木 道政 

三戸 彩絵子 

辻  志織  

 

石田 和憲 

西堀 文康 

渡辺 雄二 

三郎丸 隆  

石田 洋 

大西 庸介 

杉本 智哉 

岸  靖之 

藤井 武史 

前田 亘宏 

山本 祐也 

 

茅   陽一 

 

岡村 繁寛 

 

村井 重夫 

 

久松 勝也 

森影 有佳里 

RITE CO2貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

上に同じ 

上に同じ 

上に同じ 

 

RITE KANSO分室 

上に同じ 

上に同じ 

上に同じ 

上に同じ 

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 

主任研究員 

主任研究員 

研究員 

研究員 

 

主任研究員 

主任研究員 

主任研究員 

主任研究員 

主任研究員 

研究員 

研究員 

研究員 

研究員 

研究員 

研究員 

  

所長 

  

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 

プロジェクト全般 

海洋隔離技術評価 

環境影響評価技術開発 

プロジェクト全般 

   

環境影響評価技術開発 

上に同じ 

上に同じ 

上に同じ 

上に同じ 

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 
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（４）長崎大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

石松 惇 
環東シナ海海洋環境資源

研究センター 
教授 

高圧・低温環境下での魚類のCO2

影響実験 

 

（５）京都大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

吉永 郁生 大学院 農学研究科   助教 
外洋中深層海水中における窒素循

環に関わる遺伝子群の構造解析 

 

（６）明治学院大学 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

磯崎 博司 法学部 消費情報環境法学科 教授 
ロンドン条約96年議定書におけるCO2

海洋隔離実験の実現可能性の考察 

 

（７）(独)産業技術総合研究所 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

西尾 匡弘 

エネルギー技術研究部門

エネルギー社会システム

グループ 

グループ長 
CO2の海水中への溶解・拡散に関す

る数値実験 

 

（８）(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 環境科学研究所 化学環境領域 上席研究員 
ナチュラルアナログによる海洋中

液体CO2挙動計測 

 

（９）三菱重工業（株） 

氏名 所属 役職（職名） 担当研究課題 

佐藤 敏博 

南浦 純一 

太田 真 

川崎 佐年 

井上 俊司 

長崎研究所  

上に同じ 

上に同じ 

上に同じ 

船舶・海洋事業本部 

室長 

主席研究員 

主任研究員 

研究員 

主席研究員 

小規模海洋実験システム検討及び

CO2海洋隔離コスト検討 

竹内 和久 長崎研究所 主席研究員 
分子微生物学的手法による多様性

解析 
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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  

           所属 役職（職名） 氏名 

共同研究先 
（独）産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門

地球環境評価研究グループ 

研究部門長 

主任研究員 

研究員 

原田 晃 

鈴村 昌弘 

山田奈海葉 

   

（２）指導・協力事項 

 ①共同研究 
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２．２．１１ その他 

（１）技術委員会 

委員長 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 主幹研究員 赤井 誠 

委員 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境システム学専攻 教授 佐藤 徹 

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 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 環境情報工学科 教授 中田 喜三郎

委員 （独）産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 研究部門長 原田 晃 

委員 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 グループ長 西尾 匡弘 

委員 中央電力協議会 事務局部長 高見 佳宏 

委員 （社）日本鉄鋼連盟 常務理事 宮本 武史 

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 久松 勝也  

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）生物影響評価分科会 

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 

所長 

白山 義久 

委員 長崎大学 水産学部 教授 石坂 丞二 

委員 長崎大学 環東シナ海海洋環境資源研究センター 教授 石松 惇 

委員 東海大学 海洋学部 環境情報工学科 教授 中田 喜三郎 

委員 （独）産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 主任研究員 鈴村 昌弘 

 

（３）CO2挙動予測等分科会 

主査 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境システム学専攻 教授 佐藤 徹 

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 北海道大学大学院 地球環境科学研究院 地球圏科学部門 准教授 山中 康裕 

委員 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 グループ長 西尾 匡弘 

委員 （財）電力中央研究所 環境科学研究所 化学環境領域 上席研究員 下島 公紀 

 

（４）海洋隔離国際連携検討WG 

主査 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 主幹研究員 赤井 誠 

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 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境システム学専攻 教授 佐藤 徹 

委員 明治学院大学 法学部 消費情報環境法学科 教授 磯崎 博司 

委員 （独）産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 研究部門長 原田 晃 

委員 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 グループ長 西尾 匡弘 

委員 （独）産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 主任研究員 鈴村 昌弘 

委員 （財）海洋生物環境研究所 実証実験場 主任研究員 喜田 潤 
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第３章 平成２０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 海洋隔離に伴う生物影響評価 

 

３．１．１ 生物影響評価手法の開発 

３．１．１－１ 生態系モデルの開発 

（１）生態系モデルの高精度化 

今年度は、既存の 3 次元生態系モデルの動物プランクトン（Carnivore, Omnivore）

に日周鉛直運動を導入し、パラメータの再検討（Ivlev 定数の増加など）を行ない、

現況再現計算を実施した。CO2 隔離対象海域において、計算結果と観測結果を比較し

たところ、Chl-a、栄養塩（PO4-P, NO3-N）は、非常によい整合性が得られた。また、

計算した中深層の動物プランクトンの現存量も昨年度に比べ大幅に増加し、観測結果

に近づいた。よって、表層生態系の再現性を維持しつつ、中深層の動物プランクトン

の現存量を概ね再現できたと考えられる。 

   今回の中深層の動物プランクトンが大幅に増加した最大の要因は、感度解析の結果

から昨年度より動物プランクトンの Ivlev 定数を高くしたことが挙げられる。また、

感度解析の結果より、日周鉛直運動がある場合に Large Detritus の現存量が増加して

いることから、大型動物プランクトン（Carnivore, Omnivore）の日周鉛直運動は、

表層域の有機物を中深層に運ぶ役割を担っていることがわかった。 

 

３．１．２ 実海域生物影響データの収集 

３．１．２－１ 生物影響海洋実験 

（１）ペラジックチャンバーの開発 

ペラジックチャンバーの動作試験は、平成 20 年 12 月 12 日、日油技研工業株式 

会社の屋外水槽で実施した。陸上水槽における動作は正常に行われた。これによ

り、実海域における係留系を使った現場実験実施の目処が立った。 

 

（２）現場海洋実験 

ペラジックチャンバーを用いた海洋浮遊生物に対する CO2の影響予備実験を行った。 

  実験終了時点の生物量や呼吸速度などの生物の活力に関わる指標を比較検討した結果、

本チャンバーを用いて比較することで、現場海洋において CO2 の生物影響を評価でき

ると考えられる。
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３．１．３ 深海生物の CO2 影響研究 

３．１．３－１ 深海生態系の研究 

（１）カイアシ類の捕食構造解析 

塩釜沖において中深層での食物連鎖の低次に位置するオンケアなどのカイアシ類の

摂餌仮説としては、表層性の粒子を上層で摂餌し下層へ移動しているという仮説が有

望と考えられた。しかしながら、考察に用いたデータは 1 年 1 サイクルとされるカイ

アシ類の生活史のほんの一瞬を観察しただけである。より確証の高い結論を得るため

には、カイアシ類の生活史と摂餌行動との関係を安定同位対比解析によって検証する

必要がある。 

 

（２）生物パラメータへの影響実験 

     CO2 感受性が高いカイアシ類 M. pacifica を用いて、呼吸速度、ETS 活性、ATP 量

を指標として CO2 曝露の影響評価を検討し、次の結果を得た。 

１）CO2 曝露濃度と呼吸速度の関係については、曝露 24 時間では呼吸速度は低下するが、

48 時間で一旦安定し、96 時間では 5000 μatm の高濃度で呼吸速度が上昇する現

象が確認された。 

２）CO2 曝露濃度と ETS 活性は、曝露時間の長短に関わらず CO2 曝露濃度とともに上

昇する現象が確認された。 

３）CO2 曝露濃度と ATP 量の間には、相関関係は認められなかった。 

 

以上のことから、CO2 曝露初期には CO2 濃度の影響を受けて呼吸作用が抑制され、

酸素消費速度が低下するとともに ATP の消費が低下する。しかし、ETS 活性の上昇

にみられるように呼吸低下を補うために電子伝達系の呼吸鎖酵素生産に ATP が使わ

れるため、見かけ上 ATP 量は変化しないという仮説が考えられた。 

 

（３）沈降フラックスの解析 

１）粒子束の時系列変化 

   沈降粒子束は全成分、全深度で 2008 年 1 月 10 日～1 月 30 日の捕集期間で極小値

を記録した。この期間、セジメントトラップの水深が上層で最大 400db 程度深くなり、

セジメントトラップに接続してある温度センサーも低い値を示していた。この時、南

西への強い流れが観測された。これらのことから、この時期、流速が早くなり、セジ

メントトラップの捕集効率が減少した可能性があると考えられた。3月には、上層で最

大値を観測した。この時期、上層のオパール含量は観測期間中の最大値 40％であった。

本研究海域では、3 月から海洋表層の Chl-a が増加し、春季の植物プランクトン大増

殖（春季ブルーム）が報告されている。以上のことから、本調査で得られた 3 月の沈

降粒子束の増加は、珪藻類を主体とした春季ブルームが原因であると考えられた。 
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２）沈降粒子からみた生態系 

海洋表層での生物生産に大きな役割を担っている生物は、ケイ酸塩の殻（オパール）

を持つ珪藻類、炭酸塩の殻を持つ円石藻類等である。どちらの殻を持つ生物相が多い

かによって、その海域特性は区別されており、例えば、Honjo（1997）はオパール束

と炭酸塩粒子束の重量比が 1 以上の海域を“silica ocean”、1 以下の海域を”carbonate 

ocean”と定義した。その結果、“silica ocean”は全海洋の 20％弱であるが、大気中二

酸化炭素を効率良く深海に運ぶことで、地球環境に大きな役割を担っている海域であ

ると報告している。本調査で得られた沈降粒子の約 34％がオパールであり、その割合

は主要 4 成分のなかで最も高かった。オパール以外の成分の割合は、陸起源物質で約

25％、有機物粒子が 22％、そして炭酸塩粒子が 19％であった。Honjo（1997）の定

義に従うと、塩釜沖海域は“silica ocean”であると分類でき、全地球的な気候変動に重

要な役割を担っている海域であるといえる。それに対して、二酸化炭素隔離想定海域（亜

熱帯海域）の沈降粒子には炭酸塩が最も多く、おおよそ 60％を占めているため、二酸

化炭素隔離想定海域は Honjo(1997)の定義に従うと、”carbonate ocean”に定義される。 

３）二酸化炭素の沈降粒子束への影響 

 二酸化炭素の海洋中層への隔離には、pH の低下が伴うと予想される。そこで、海

洋中深層への有機物供給過程、すなわち沈降粒子への二酸化炭素の影響について考察

する。塩釜沖は“silica ocean”であり、二酸化炭素の凝集能力への影響が大きい場合、

地球環境への影響も大きいと考えられる。残念ながら、二酸化炭素の凝集能力への影

響はいまだ明白ではないため、二酸化炭素の影響を定量化することが出来ない。 

亜熱帯海域は”carbonate ocean”であり、二酸化炭素の影響としては炭酸塩の溶解が考

えられる。炭酸塩は粒子沈降の錘としての役割があるため、炭酸塩の溶解は粒子の沈

降速度低下を引き起こすと考えられる。二酸化炭素の深海有機物供給過程への影響を

定量的に明らかにするには、１炭酸塩溶解量の増加→２沈降速度の低下→３有機物供

給量の低下の３点を定量化する必要がある。 

 

（４）分子微生物学的手法による多様性解析 

脱窒活性に関する N2O 産生にかかわる遺伝子について DGGE 法を実施するための

技術的検討を実施し以下の結果を得た。 

１）PCR 条件としてアニーリング温度、熱変性時間、酵素の種類を検討し、脱窒遺伝子

を効果的に増幅する方法を確立した。 

２）脱窒遺伝子の単離を検討し、市販のキットを用いることにより、目的塩基長の遺伝

子のみを単離できることを確認した。 

３）ベンチックチャンバー実験のサンプルにおいて脱窒酵素の DGGE 分析を実施し、

脱窒活性に関連する nirK、nirS に対する CO2 の影響を分析し、DGGE パターンが

変化することを確認した。 
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４）これら結果から中深層における現場実験において脱窒活性への影響を評価すること

を目的とした、特異的微生物活性の解析手法の目処得た。 

 

３．１．３－２ CO2 影響の研究 

（１）模擬深海影響下における深海生物の CO2 影響実験 

   CO2 海洋隔離に伴う高圧・低水温という深海環境条件下での深海生物への影響を評価

するため、模擬深海条件下での CO2影響実験を行った。その結果、下記の成果を得た。 

１）ザラビクニンを用いた高圧 CO2 曝露実験の圧力条件として、6MPa が適当であるこ

とを確認した。 

２）6MPa と大気圧下での 2%CO2 曝露実験の結果から、この水圧はザラビクニンの CO2

耐性に影響を及ぼさないことが判明した。 

 

（２）深海微生物群集に対する脱窒関連遺伝子検出技術の適用性評価 

   進化学的距離 D=0.04 および D=0.08 の条件について、多様性を検討した。種の豊

富さを示す Chao1 は、D=0.04 でチャンバー１が 20.5 を示すのに対して、チャンバ

ー２は 12.3、チャンバー３は 8.5 と CO2 濃度が高いほど小さくなった。D=0.08 の場

合も、チャンバー１の Chao1 が 12.3 に対して、チャンバー２と３はそれぞれ 11、5

と同様の傾向を示した。一方、多様性指数の Simpson(1/λ)は、チャンバー間で大き

な差は認められない。同じく、多様性指数の ShannonH’もチャンバー１が D=0.04 の

場合に 1.6334、チャンバー２とチャンバー３は、それぞれ 1.6310、1.4957 とわずか

にチャンバー３で小さくなった。これらのことは、多様性指数の変動に大きな影響を

与える優占種は CO2 の影響を受けにくく、マイナーな種が減少したためと考えられる。 

 

（３）微生物への CO2海洋隔離の影響評価手法の検討 

CO2 海洋隔離の細菌群集への影響評価手法のひとつとして、生理活性を有している

細菌を「生菌」として識別する方法を提案し、当該手法に関して基礎的な検討を行った。

細胞分裂阻害剤のみを添加した培養実験では、今回の試料に伸長型の細菌が複数含ま

れていたため、「生菌」を識別することが困難であった。また実際、生菌の割合も低か

ったと考えられた。細胞分裂阻害剤と有機物を添加した培養実験では、CO2 濃度の違

いによって有意な差が認められた。この方法は、細菌群集の活性に与える影響を評価

するうえで有用であると考えられる。 
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３．２ 海洋中CO2挙動予測と隔離可能性評価 

 

３．２．１ CO2挙動の観測・予測技術の開発 

３．２．１－１ 海洋中 CO2 挙動観測技術の開発 

（１）天然 CO2 発生海域の観測 

高濃度の CO2 を含む噴気ガスの自噴が確認されている鹿児島湾若尊カルデラ（ハオ

リムシサイト）において、各種化学センサを取り付けた AUV を用いた海洋中での CO2

挙動観測を実施した。 

１）ハオリムシサイトでのマッピング観測では、水深 70m 層において、700m 四方のエ

リアのほぼ全域で低 pH・高 CO2環境を検知したが、それ以浅では検知されず、噴気

活動由来の低 pH・高 CO2環境は、噴気ポイントの直上のみに存在していた。 

２）AUV のサイドスキャンソナーでは、ハオリムシサイトの海底面に存在する噴気活動 

の様子が鮮明なエコーとして観測できた。 

３）ハオリムシサイトでの CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測では、低 pH・高 CO2

環境は海丘直上と水深約 80m 以深の海丘の北東側の斜面で検出され、海丘上の水深約

70m 付近に発達した温度躍層以浅では、検出されなかった。海丘の北東側の斜面の低

pH・高 CO2環境は、噴気活動によって放出された CO2 の拡散の可能性が考えられる。 

４）たぎりサイトでの CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測では、低 pH・高 CO2環

境は水深 120m 以深で検出された。ここでは、温度躍層が水深 80～100m に発達して

おり、噴気活動由来の低 pH・高 CO2環境は、カルデラ内の噴気ポイント周辺のみに留

まっていた。 

 

３．２．１－２ 海洋中 CO2 挙動予測技術の開発 

（１）中規模海洋モデル開発 

  深海中へ意図的に注入された CO2 濃度の分散過程の数値計算のために、新しいメソ

スケール（102km オーダー）の海洋モデルを開発した。CO2拡散シミュレーションの

結果は、固定点放流と比べて Moving Ship 法は環境影響を減少させることができるこ

とを示しており、また、境界における粒子処理を含んだ PLM （Particle Laplacian 

Method）が適切に機能したことが確認された。開発されたモデルは、「生物影響が最

小、または僅かとなるように CO2 海洋隔離システムを最適化するための概要を提供す

る」という最終目標のために、適用できることが期待できた。 

    

（２）広域海洋モデル開発 

   広域海洋モデル開発では、数ヶ月～数十年の時間スケールにおける CO2 の挙動予測

を目的として、研究開発を進めてきた。本年度は海洋大循環オフラインモデルを用い

て注入 CO2 の鉛直配分最適化を行った。この研究はケーススタディの発展として位置

づけられる。シミュレーションで得られた結果からは、上層ほど CO2注入量を多くす
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るような配分にするのが良いという事が示された。このような鉛直配分比を実現すれ

ば、全ての深度で CO2 濃度が PNEC ぎりぎりになるようにして注入量を多くするこ

が出来、各深度で CO2 濃度の PNEC に対する余裕を同程度にすることも出来る。 

   モデルの広域化を行い、北太平洋オフラインモデルを構築した。CO2 がモデルの領

域外へ輸送されるのに、より時間がかかるので、これによって長期間のシミュレーシ

ョンを行う事が可能となった。構築されたモデルを用いて CO2注入中止後の濃度低下

の予測を行った。注入中止後から僅か 10 年後に最高 CO2 濃度が 1/4 以下になってお

り、海洋隔離中止後には速やかに濃度が低下することが予測される。また、CO2 濃度

拡散の物理的背景を解明するために高解像度モデルと低解像度モデルの間で、CO2 濃

度分布の比較を行った。高解像度モデルでは低解像度モデルと比較して CO2 の緯度方

向への移動が少ないので、中規模渦による拡散では緯度方向より経度方向の拡散が卓

越することが示唆された。 

 

（３）CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発 

１）個々のCO2気泡の溶解および静止海水中の上昇についての数値モデルは、CO2気泡

と海水との間の相互作用の動態をシミュレーションするために構築されている。この

モデルは、密度、CO2の海水への拡散率、CO2の溶解度、有効物質移動および有効抗

力係数（相対速度）を含めたCO2―海水の系の物理化学的特性についてのサブモデル

で構成される。 

２）開発されたモデルおよびコンピューターコードは、上昇速度および溶解率の両方に

利用可能な実験データで立証できた。 

３）ケーススタディとして、マレーシア北東150kmにある南シナ海の対象海域のデータ

を用いて、放出された個々のCO2気泡の挙動をシミュレーションし、以下の結果を得た。

工学応用において浅海域のCO2気泡の挙動を評価するために、臨界深度と名付けたパ

ラメータを包括的な評価パラメータとして定義した。この臨界深度は、放出したCO2

気泡が大気に回帰すると見られる深度として定義される。この臨界深度は、海洋に放

出された初期気泡サイズに線形関係を有する。例えば、深度40mから放出した初期の

直径40mmのCO2気泡は、海面に到達する前に、ほぼ完全に溶解してしまうと見られ、

一方、同じ深度の海底から放出した初期の直径40mm以下の小さなCO2気泡は大気に

回帰出来ないことが分かっている。冬季、夏季および春季に観察した温度データを使

用して、対象海洋におけるCO2気泡の挙動に対して季節的影響も検討した。春季の間は、

冬季や夏季に比べて深度が60mより深い部分の温度が相対的に高いために、放出した

気泡は、さらに浅い深度まで上昇可能なことをシミュレーションの結果が示している。

深度25mで40mmのサイズの気泡が放出した場合、春季にはこのうち約33％が大気に

回帰すると見られ、一方、冬季にはそれが12.5％にすぎないと見られる。 
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４）その他 

海流の生物学的影響および役割をさらに予測するために、海底から放出したCO2

気泡の運命の詳細なメカニズムを研究する二相のプルームモデルが考案されている。

二相のボックス・モデルがプロジェクトの次の段階の研究目的の一つとして挙げられ

ている。実験室レベルで高圧タンクを使用して、または小規模な野外実験のいずれか

によりCO2気泡挙動に関する系統的実験が実行されることが望まれる。これは、モデ

ル開発の見地から強く提案されている。 

 

３．２．２ 海洋隔離の可能性評価 

３．２．２－１ 海洋隔離のケーススタディ 

（１）小規模海洋実験システム検討 

１）放出ノズルの検討として、目標の液滴径 14mm、ノズル曳航速度 1.0m/s とした場合、

体積保存の関係からノズル内径は 12mm、放出量は 102.6cc/s と設定した。 

２）曳航バージの上下動揺によるノズル部の速度変化の影響について、模擬流体を用い

た可視化実験により調査した結果、目標液滴径（10～20mm）は形成可能であること

がわかった。 

３）同様にして、ノズル流入角度の影響を調査した結果、流入角が大きくなると不揃い

の小さな液滴が形成される傾向があり、放出量全体に占める割合から判断して、限界

流入角はθ=11deg. であることがわかった。 

４）平成 13 年度研究に実施した CO2放出実験装置の計画に倣い、曳航方式による小型

CO2放出実験装置について機器配置の検討を行い、配置図を作成した。 

 

（２）CO2 海洋隔離コスト検討 

１）年間回収量 7,500 万トンのケーススタディとして、物流シミュレーションによる計

算を実施した結果、輸送船 30 隻、放流船 41 隻、陸上タンク 128 万トン必要であるこ

とがわかった。 

２）昨年度と同様にして全体システムのコストおよび追加的 CO2 発生量を算出した結果、

全体システムのコストは 2,395円／t-CO2、追加的 CO2 発生量は 4.66%と、ともに H18

年度の最適解に比べて優位な値が得られた。 

 

３．２．２－２ 全球モデルによる海洋隔離予測 

（１）全球 BOX モデルによる CO2 海洋隔離予測計算手法の開発 

海洋の CO2 隔離能力の把握や CO2 海洋隔離と海洋酸性化との関係など明らかにす

るために、これまでは簡易 BOX モデルや低解像度モデルを用いた全球規模の炭素循

環計算を実施してきた。その間に、海洋大循環モデルは高解像度へと進化し、また、

全球規模の炭素循環モデルは中解像度へ進化し、さらに高解像度へ開発が進められて
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いる。このような状況の中で、さらに信頼性を高めるために複数モデルで検証する必

要性が出されていた。そこで、高解像度モデルと高機能な改良 BOX モデルの開発を

本年度から始めた。改良 BOX モデルの開発は、想定される大気中 CO2 安定化レベル

に対応した CO2 排出量シナリオや海洋隔離シナリオの再検討、および大気中 CO2 濃

度低減や海洋酸性化などの影響に対して海洋隔離の有効性を明らかにするための予測

計算を目指した。本年度は、昨年度に引き続き、BOX モデル開発と計算に使用するデ

ータ作成、計算シナリオの検討を実施した。 

 

３．３ 海洋隔離技術の動向調査 

（１）国際法・国内法の動向調査 

国内外の動向調査では、ロンドン条約および OSPAR 条約等の国際条約の動向を調

査した。その結果、海洋隔離に直接関係する議論については、ロンドン条約、OSPAR

条約、生物多様性条約、いずれについても新たな動きはみられなかった。一方、生物

多様性条約においてもⅨ/16 により事実上、海洋実験に対する「一時停止」となる会

議決定がなされ、ロンドン条約で拘束力の無い LC-LP.1(2008)決議が採択された。 

 

（２）海外研究機関の動向調査 

海洋隔離の海洋実験にも大きく関与すると思われる海洋肥沃化実験に関して、海外

研究機関および民間企業等の動向を含め調査した。特に、ドイツとインドが共同で大

西洋南方海域において 2009 年 1 月末に鉄散布実験を実施しており、ロンドン条約に

おける議論とともに、実験実施のための準備、実験の動向等について調査した。リス

ク評価報告書や実験前後の情報公開など、海洋隔離にとっても重要となる行動が見受

けられた。 

 

（３）国際学会・シンポジウム等の動向調査 

研究者等に対する理解促進活動として、国際学会でのセッションやシンポジウム等

の実施および平成 21 年度の企画を検討した。本年度の調査は、6 つの国際学会で調査

を行った。ロンドン条約関係者に対する海洋隔離プロジェクトの研究開発成果を正し

い理解を得るために、平成 19 年度に企画したロンドン条約締約国科学会合サイエン

スデーにおける研究成果報告「海洋生物に対する海洋酸性化の影響」を SG31 におい

て実施し、会合関係者による評価を得た。 

 

（４）国際ネットワーク構築に関する考察 

国際条約および国内外研究機関等の動向調査の結果を基に、ロンドン条約における

海洋肥沃化実験に関する規制についての分析と海洋隔離実験の実現可能性についての

考察を行った。 
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海洋投棄による影響に関する科学調査については、ロンドン条約 96 年議定書の第

14 条が定めている。本来は、科学調査に関するこの規定が引用されないとロンドン条

約・議定書の下の合法性・正当性は確定できないが、合意文書ではこの規定は参照さ

れていない。そこにおける法的論理構成は、以下のようにされている。 

①海洋肥沃化活動は、ロンドン条約・議定書の規制対象に含まれる、 

②一般的な科学調査の位置づけについては触れない、 

③鉄散布またはその他の物質の投入行為のうち、その効果の確認のための科学調査の

みを取り扱う、 

④それらの科学調査が条約・議定書の目的に反しないということは大前提である。 

⑤その前提要件に合致する科学調査を単なる投棄ではなく配置にあたると見なすこと

によって、それらの調査はロンドン条約・議定書の規制を受けないと認識する。 

⑥したがって、その実施に関する手続きを検討し、定めることは条約・議定書に反し

ない。 

⑦合法的・正当な科学調査であると判断するための要件は、条約・議定書の下に定める。 

⑧条約・議定書の下でその要件と手続きが定められるまでの間は、個別ケースごとに

各国が慎重に判断する。 

 

上記の調査結果から、二酸化炭素の海洋貯留に与える影響としては、次の 3 方向が

考えられる。 

①肥沃化に倣い、二酸化炭素の海洋貯留に関する科学調査についても認められる、 

②ポジティブリストの下での科学調査に関する一般的制度が確立される、 

③海洋貯留については科学調査を含めて認めないと明記される。 

 

（５）理解促進基盤の整備 

海洋隔離プロジェクトの概念や研究成果の情報発信を促進するため、RITE ホー

ムページ内に開設されている海洋隔離ホームページを一新した。 

海洋隔離の正しい理解の普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェクトに

対する見解と研究成果に対する意見交換を行うため、海洋隔離のネットワークの場を提

供することを目的に、Web フォーラム基盤システムの整備を継続した。 

 

 

 

 

 

 

 

20



３．４ 研究発表・特許出願 

 

研究発表 30 件（表 3.4-1）、特許 1 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 

Prediction of Acidification in  
the Ocean Surface, and Benefits 
and Risks of the CO2 Ocean  
Sequestration as a Mitigation 
Technology 

2008/4/8-11 

 

  
KOBE-TECHNO- 
OCEAN'08(OTO'08) 

Michimasa 
Magi 

2 
Methodology for impact assessment
of ocean CO2 sequestration on 
deep-sea organisms   

同上 同上 Yuji Watanabe

3 
Effects of CO2 Ocean
Sequestration on Deep-Sea 
Animals

同上 同上 

Atsushi 
Ishimatsu 
Masahiro 
Hayashi 
Yuki Kojima 

4 
Ecosystem model of deep-sea 
plankton community for CO2 
ocean sequestration 

同上 同上 

Yasuyuki 
Kishi 
Hiroshi 
Ishida 
Yuya 
Yamamoto 
Kisaburo 
Nakata 

5 
Strategy of environmental  
assessment for CO2 ocean  
sequestration 

同上 同上 

Kiminori 
Shitashima 
Yoshiaki 
Maeda 
Takashi 
Ohsumi 

6 

System Plan of CO2 Marine  
Transport and Release in Deep 
Waters for Moving-ship Type  
of CO2 Ocean Storage 

同上 同上 

Junichi 
Minamiura 
Masahiko 
Ozaki 
Yuichi Sasaki
Masami 
Matsuura 

7 
Evaluation of CO2 Dilution in 
Ocean sequestration 

同上 同上 

Shuichiro 
Hirai 
Shohji 
Tsushima 

8 

Simulation of 50Mton CO2  
injection per year into the  
ocean using an ocean general 
circulation model 

同上 同上 

Yoshio 
Masuda 
Yasuhiro 
Yamanaka 

9 

Numerical Simulation on  
Mesoscale Diffusion of CO2  
Sequestrated in the Deep  
Ocean in Practical Scenario 

同上 同上 

Se-Min 
Jeong 
Toru Sato 
Baixin Chen 
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 タイトル 年月日 発表形態 発表者 

10 

移動船舶による海洋深層に注入

された二酸化炭素の拡散シミュ

レーションのための数値技法の

開発 

2008/5/29 
韓国海洋科学技術協議会

共同学術大会 

Se-Min 
Jeong 
Toru Sato 
Baixin Chen 

11 
Moving Ship 方式による CO2 
隔離技術の開発 

2008/7 
海洋理工学会誌 2008 
Vol14 No.1 

間木道政 
村井重夫 
平井秀一郎 
佐藤 徹 
石松 惇 
尾崎雅彦 

12 
ベンチックチャンバーによる深海

ベントス群集への CO2 影響 
同上 同上 

石田 洋 
渡辺雄二 
白山義久 

13 
海洋大循環モデルによる年間 
5000万トン注入ケースのシミュ

レーション 
同上 同上 

増田良帆 
山中康裕 
笹井義一 
藤井賢彦 

14 
単一種への影響と予測無影響濃度

-ケーススタディにおける生物   
影響の考え方- 

同上 同上 

渡辺雄二 
喜田 潤 
白山義久 

15 

Observation of emission and  
Diffusion of natural CO2 from 
seafloor Hydrothermal  
systems 

2008/7/29-8/1
2008 Western Pacific  
Geophysics Meeting 

Kiminori 
Shitashima 

16 
Monitoring strategy for CO2  
storage in the ocean  
environment 

同上 同上 
Kiminori 
Shitashima 

17 

Numerical Simulation on  
Mesoscale Diffusion of CO2  
Injected in the Deep Ocean in 
Practical Scenario 

同上 同上 

Se-Min 
Jeong 
Toru Sato 
Baixin Chen 

18 
海洋中 CO2 挙動・海洋酸性化予測

BOX モデルの開発 
2008/9/25-27

2008 年度日本海洋学会 
秋季大会 

間木道政 

19 
NATURAL ANALOGUE FOR 
OCEAN ACIDIFICATION 

2008/10/6-8 
Second Symposium  
on The Ocean in a  
High-CO2 World 

Kiminori 
Shitashima 

20 
EFECTS OT HIGH CO2 ON  
DEEP-SEA FISHES 

同上 同上 

Atsushi 
Ishimatsu 
Masahiro 
Hayashi 
Yuki Kojima 

21 

HIGH CO2 RETAINED 
FRACTION IN OCEAN 
SEQUESTRATION 
ESTIMATED BY A HIGH 
RESOLUTION MODEL 

同上 同上 

Yoshio 
Masuda 
Yasuhiro 
Yamanaka 
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 タイトル 年月日 発表形態 発表者 

22 

IN SITU ENCLOSURE 
EXPERIMENT DEVICE FOR 
ASSESSING DEEP-SEA 
ECOSYSTEMS WITH HIGH  
CO2 CONCENTRATIONS 

2008/10/6-8 
Second Symposium  
on The Ocean in a  
High-CO2 World 

Hiroshi 
Ishida 
Yuji Watanabe 
Michimasa 
Magi 
Yoshihisa 
Shirayama 

23 
 

DECREASING OF  
AGGREGATE SIZE OF  
MARINE SUSPENDED  
PARTICLES UNDER HIGH  
CO2 CONDITIONS 

同上 同上 

Yuji Watanabe
Nobuhiro 
Maeda 
Koh Harada 

24 
Questionnaire Survey on public
acceptance of CO2 ocean  
sequestration 

2008/11/16/20 GHGT-9 
Norihiro 
Kamishiro 
Toru Sato 

25 

Resent Trend of the Vertical  
Distribution and the Size  
Composition of Chlorophyll-A 
in the Western North Pacific  
Region 

2008/12/16-20 2008 AGU Fall Meeting 

Hiroshi 
Ishida 
Yutaka 
Watanabe 
Joji Ishizaka 
Toshiya 
Nakano 
Naoki Nagai 
Yuji Watanabe 
Nobuhiro 
Maeda 
Michimasa 
Magi 

26 
Development of monitoring for 
the assessment of Carbon  
Dioxide And Storage(CCS) 

同上 同上 
Kiminori 
Shitashima 

27 

Estimation of Turbulent  
Diffusion of Carbon Dioxide by
Small-scale Eddies in the  
Deep Ocean by Low-wavenumber 
Forcing  

同上 同上 
Toru Sato 
Shinichiro 
Hirabayashi 

28 
海洋表層酸性化に対する CO2 
海洋隔離の TripleⅠ 

2009/1 
日本船舶海洋工学会 
論文集 

佐藤 徹 
大宮俊孝 

29 
非等方乱流場生成のための新たな
linear forcing 手法の提案 

同上 同上 
平林紳一郎 
佐藤 徹 

30 
Diffusion of low pH/high CO2 
environment at natural CO2 
venting sites    

2009/3/2-6 
The eleventh Pacific  
Science Inter-Congress 

Kiminori  
Shitashima   

 
 

表 3.4-2 特許出願 

 発明の名称 発明者名 特許出願 

1 二酸化炭素海洋隔離方法 
南浦純一 
尾崎雅彦 

出願番号：特願 2008-314153 号 
出願日 ：H20.12.10 
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第４章 今後の課題 
 

「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」の継続フェーズは、平成１９年度

よりスタートした。本フェーズは、CO2 海洋隔離技術による環境影響を把握するために

必要な研究の第二段階として平成１４年度から実施されたフェーズ２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」を引き継いだものである。 

平成２０年度の実施内容は、CO2 海洋隔離に伴う生物影響評価、海洋中 CO2 挙動予測と 

隔離可能性評価、海洋隔離技術の動向調査の３項目である。各項目の実施計画については

第２章を、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。 

 

４．１ CO2 海洋隔離に伴う生物影響評価に関する課題 

本研究開発では、隔離想定海域を設定して中深層生態系の構造と機能の推定を行うとと

もに、CO2 の増加が生物に与える影響について各種の実験を実施してきた。過年度では、

予測無影響濃度（PNEC）を推定した。しかし、PNEC は安全域の閾値を示すものであり、

長期的な生態系影響を推定する手法として、生態系モデルの開発が必要である。    

 開発したモデルは、マイクロネクトンなどの新規のコンパートメントを追加しており、

感度解析を通じて変動の影響を受けやすい生物群やフラックスの推定や、CO2 影響の組み

込み方の検討が必要と考えられる。また、脱窒に関する遺伝子多様性の評価を行っており、

窒素循環のおける各種活性が影響を受ける可能性も残り、その場合には、窒素循環も評価

できるモデルへの改良が望まれる。生態系モデルの予測には、酸素消費速度の減少傾向と

呼吸に関連する電子伝達系（ETS）活性との関連性を疑わせる結果が得られており、この

検証とモデルへの組み込み方を検討することが必要である。また、高濃度 CO2 による影響

が生じたとしても、それを抑制する生理機能が働くことが予想され、長期曝露における影

響を把握することが必要と考えられる。 

 沈降フラックスの安定同位体比による分析は、今後はさらに、カイアシ類の食性と種組

成との解析を行うことが必要であろう。 

 実海域における生物影響を検討するために深海現場実験装置（ペラジックチャンバー）

が完成したが、今後は、酸素極小層に近い水深 1,000m 付近に係留する実験を行うことに

より、CO2 海洋隔離により近い水深での影響実験を行うことが課題である。また、脱窒機

能への影響評価として、分子生物学的な手法による検出技術を検討してきたが、脱窒が行

われている可能性がある水深での曝露実験試料の解析が待たれる。今回、高濃度 CO2 に曝

されると脱窒関連遺伝子の多様性が減少する結果が得られたが、さらに、曝露実験を実施

することによる検証が必要であろう。また、優占遺伝子群の減少が認められないことは、

脱窒活性の低下は生じない可能性もあり、これを確認するためには、中深層における脱窒
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等の窒素循環関連の活性測定法の開発が必要となる。ナリジクス酸伸長法に適用できる細

菌は、海洋細菌で優占するとはいえグラム陰性菌に限られることから、生菌計数法や活性

検出法について、他の手法についても有効性を検討する必要がある。 

 また、CO2 海洋隔離を行う中深層については、生物群集構造や生活史など、いまだ基本

的な情報は不足していることが現状である。この点については、引き続き文献や研究情報

の入手に努めると共に、CO2 影響実験によるデータの蓄積を行うことが求められる。特に、

現場での実験が困難な大型生物である深海魚では、CO2 に対する耐性に圧力は影響しない

ことが示唆された。このため、亜致死での影響を推定するため、手術技法の検討を進め、

生理学的な影響評価を行うことが求められる。 

 

４．２ 海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価に関する課題 

CO2 挙動観測技術の開発では、今後も天然 CO2 発生海域を利用して、観測機器の測定精

度の向上を図るとともに、曳航式観測システム等の運用方法に関する知見を高めることが

必要である。また、予測精度の検証を進める必要があるため、それに供する観測データの

収集が必要である。事業化規模モニタリングシステムについては、全体システムのコスト

や CO2 発生量を再評価し、事業化に向けた課題を抽出・解決していくことが必要である。 

CO2希釈挙動予測技術の開発では、天然 CO2 発生海域や隔離想定海域の測定データを用

いてモデル検証を行い、予測精度の向上を図ることが必要である。これは、海洋隔離実証

試験のためのリスク評価書作成のために、重要な知見を提供するツールとして期待される。 

海洋隔離の可能性評価では、各種の CO2削減対策の中での海洋隔離の位置付けや優位性

を明確にする必要がある。また、小規模～大規模の海洋実験については、技術的実現可能

性の評価も継続する必要がある。海洋隔離の有効性評価については、より信頼性の高い中

解像度モデルや高解像度モデルの適用に努める必要がある。同様に、中解像度モデルや高

解像度モデルに使用する計算条件などの信頼性を高める必要がある。 

以上を基に、各研究開発項目の今後の課題を以下に整理した。 

（１）CO2 挙動の観測技術の開発 

・天然 CO2 発生海域を利用して曳航式観測システム等の観測機器の高精度化および 

運用方法の確立 

・CO2拡散のマッピング観測と広範囲な CO2プルーム観測による CO2拡散挙動解析 

・海洋中での CO2 挙動に関する観測データの蓄積と CO2拡散に伴う環境影響の観測 

・事業化規模モニタリングシステムにおける要求仕様の明確化 

・新たな観測技術の動向把握 

（２）CO2 挙動の予測技術の開発 

・想定海域のデータ取得とモデルの予測精度向上 

・大規模・中規模・小規模・液滴スケールモデルの有機的結合 

・リスク評価のためのツールとしての信頼性向上 
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（３）海洋隔離の有効性および技術的可能性の評価 

①海洋隔離実適用および海洋実験のケーススタディ 

・海洋隔離実適用ケースの LCA 手法によるコストおよび CO2 発生量評価 

・海洋実験（小規模～大規模）の技術的実現可能性の評価およびコスト評価 

②海洋隔離の有効性評価 

・BOX モデルを用いた効果的な海洋隔離実施シナリオの検討 

・中解像度全球モデルや BOX モデルを用いた海洋の隔離量および隔離期間の再評価 

・中解像度モデルから高解像度モデルへの展開 

・海洋隔離の海洋酸性化対策、CO2削減対策としての有効性評価 

 

４．３ 海洋隔離技術の動向調査に関する課題 

海洋隔離技術の動向調査に関しては、OSPAR 条約で海洋隔離が禁止決議されたことを

受け、国際法に関する動向調査を強化するとともに、国際的な場での認知に向けた活動を

展開してきた。特に、CO2 関係のテーマとして議論されている鉄散布あるいは海洋施肥の

大規模海洋実験が、海洋隔離と同じ論点を内在しており、拘束力の無い決議ではあるが、

科学的実験を除いて事実上の禁止の決定がなされている。この議論は、拘束力を持つ決議

として進む可能性もあり、ロンドン条約会合における今後の議論の成り行きを引き続き調

査する必要がある。OSPAR 条約決議について会議内での経緯はある程度把握されている

が、海洋隔離の否定につながった科学的根拠などの調査も継続する必要がある。そして、

海洋隔離の認識を高めるためには、反対者にとって、どのような情報が不足しているのか

を正確に把握する必要がある。これらの調査情報に基づき、海洋隔離の認知向上、ロンド

ン条約クリアーに向けた戦略を再構築することが必要である。 

海洋隔離の認知向上活動については、陸域地中貯留や海域地中貯留などが現在は主流で

あるが、今後の情勢によっては大きく変化することも考えられるため、地道な情報発信を

継続することが必要である。 

 理解促進基盤の整備に関しては、海洋隔離プロジェクトの Web サイトを整備した。これ

は、閲覧者のアクセスを必要とするが、常に情報を提供可能な手法として有用である。

今後も、内容の充実を図るとともに、英語版のホームページ作成を進める必要がある。 

本年度は、Web フォーラムシステムと海洋データベースシステムの設計および開発を実施

した。今後は、このシステムの動作試験およびデータベースへの情報登録を進め、基盤シ

ステムの外部公開に向けて作業を進める必要がある。 
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第Ⅱ編 CO2海洋隔離に伴う生物影響評価 

 

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。こられのうち、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

と考えられ、室内実験を中心として短期的な影響実験や深海底における現場曝露実験が実

施され、短期的な生物影響について比較的多くの情報を蓄積することができた。ケースス

タディに見られるように、短期的な結果をもとにした長期影響の推定を実施しているが、

長期影響データが不足しているために、推定の信頼性が低い。このため、長期影響評価技

術としてこれまで進めてきた生態系モデルの高度化を図る。さらに、深海底生生物群集の

現場実験により培った技術をもとに、実際に CO2が放出される対象水深に生息する浮遊生

物群集に適用した評価システムとして、ペラジックチャンバーの開発を行うものである。 

 

 

１．２ 目標 

 

１．２．１ 生物影響評価手法の開発 

 

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、CO2の生物影響評価としては、最終的に生態系への影響を評価することが必要となる。

外洋域の生態系への影響を考えると、その時空間スケールは数年以上と長く、かつ数百 km2

以上と非常に大きくなるため、生態系全体を模擬した実験を行うことは不可能であり、

モデルによるシミュレーションが欠かせない。 
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これまで生態系モデルについては、中深層に特化して開発を行ない、中深層での特異性

やモニタリング項目の選択を検討した。昨年度から過年度成果をもとに空間的に 3 次元化

モデルの開発を開始した。今年度は、昨年度構築した基本モデルについて中深層の再現性

の向上を図る。 

 

 

１．２．２ 実海域生物影響データの収集 

 

本プロジェクトで検討されている Moving Ship による液体 CO2放出の結果、溶解拡散

した CO2は水深 1,000m から 2,500m の層に広がる。これらの水深に生息する生物に対す

る影響実験は、カイアシ類に対する船上での急性致死影響実験が行われたのみである。

深海現場曝露実験も実施されているが、これは水深 2,000m の海底におけるベンチックチ

ャンバーを用いた実験であり、底生生物群集をもとに深海生物の特性を検討するものであ

った。群集の特性として、食物連鎖を通じた間接的な影響や、細菌群集における CO2環境

に適応した菌の増加などが類推されたが、このような特性が浮遊生物群集においても検証

することが必要となる。 

このため、実際に CO2が放出される水深を対象として現場曝露実験を行う機器（ペラジ

ックチャンバー）を開発し、浮遊生物群集への影響実験を行うことを目的とした。今年度は、

昨年度より製作したペラジックチャンバーの採水部に CO2 注入部や試料採集装置などを

追加し、浅海での係留実験を行うことによりチャンバーシステムの動作を確認すると共に、

CO2を注入して予備実験を実施する。 

 

 

１．２．３ 深海生物の CO2 影響研究 

 

（１）深海生態系の研究 

 CO2海洋隔離における生物影響評価として海洋の生態系、特に深海生態系の構造と機能

については、十分な情報が蓄積されているわけではない。このため、生態系モデルの開発

と並行して、深海生態系に関する情報の蓄積が重要となる。 

 ここでは、生態系モデルの開発への寄与を優先的な目的とし、下記の項目を実施する。 

①カイアシ類の食物連鎖構造の解析 

 生態系モデルの構造を検証するために、中深層の生態系において重要な優占分類群であ

るカイアシ類の食物起源を推定することが重要である。昨年度までの結果から、カイアシ

類の一次餌料として表層からの沈降物が重要であることが明らかとなった。今年度は中深

層沈降物について分画ごとの安定同位体比を測定し、食物連鎖構造を推定する。 
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②生物パラメーターへの影響実験 

 生態系モデルへの CO2影響を導入するためには、基礎方程式中のパラメーターに対する

CO2濃度の増加の影響を推定することが必要となる。現在のところ、致死影響の閾値はあ

るが、亜致死としての影響が殆ど不明である。このため、基礎方程式で重要と考えられる

呼吸速度に対する CO2濃度上昇の影響実験を昨年度に引き続き実施する。 

③沈降フラックスの解析 

 中深層生態系は表層からの沈降有機物に依存しており、沈降フラックスの定量的な情報

を得ることは重要である。また、海洋の懸濁物の凝集は海水の pH により影響を受けるこ

とが示唆されており、CO2濃度の増加による pH の低下は沈降フラックスの速度に影響を

与える可能性がある。今年度は昨年度採集したペラジックチャンバー実験実施想定海域の

沈降物質の組成解析を実施する。 

④微生物多様性の解析 

 中深層における現場曝露実験の検出技術として、生物密度が高い微生物を対象として遺

伝子工学的技術による検出技術開発を開始した。CO2海洋隔離が実施される水深の上部付

近は酸素極小層に近く、窒素循環、特に脱窒活性の存在が示唆されており、これらに焦点

を絞り、検出技術開発を行っている。 

 今年度は、昨年度検出された N2O 産生遺伝子について、抽出技術および DGGE 法条件

の向上を検討する。 

 

（２）CO2影響の研究 

 海洋に生息する生物は、微生物から魚類に至るまで多様な種が生息している。また、そ

の機能も多岐にわたることから、一部の実験結果による影響予測から実施した CO2影響予

測に対しては、社会的な受容が得にくい主要因となっている。このためには、CO2の生物

影響に関する実験を積み重ね、生物影響に関する一般則を追求することが重要となる。 

 今年度は、下記の 2 件について実施した。 

①模擬深海環境化における深海生物の CO2影響実験 

 生物への CO2 影響実験は、これまでカイアシ類と魚類について多くの結果を得ている。

しかし、深海は低温高圧のため、常圧での実験結果がそのまま外挿できるかどうかについ

ては、不明な点が多い。ここでは、昨年度高圧条件が明らかとなった深海魚ザラビクニン

を用いて、低温高圧の模擬深海環境下での CO2影響実験を昨年度に引き続き実施する。 

②深海微生物群集に対する脱窒関連遺伝子検出技術の適用性評価 

 微生物は生態系において単に有機物の分解を行うだけでなく、さまざまな元素の物質循

環において重要な役割を担っている。そのような元素の中でも、窒素は海洋の一次生産の

制限要因となることが多く、さまざまな細菌種が関ることがわかっている。その中でも、

CO2海洋隔離を行う水深は、酸素極小層が近く、脱窒活性への影響が懸念される。深海現
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場実験では、検出技術として有効な N2O 産生に焦点を絞って技術開発を行なっているが、

脱窒は独立に存在するのではなく、窒素循環の一部を構成しているため、脱窒に関連する

機能と相互に影響を及ぼしあうと考えられる。このため、ここでは脱窒に連なる遺伝子群

を対象として CO2の影響を検討する。 

③微生物への CO2海洋隔離の影響評価手法の検討 

 微生物群集としての評価を考える場合、個々の機能に特化して評価する方法に加えて、

群集全体を包括的に捉える手法の検討が必要である。外洋、特に深海では、存在する微生

物がすべて活性を持っているわけではなく、死菌あるいは生きているが培養できない状態

（VNC：Viable but Non- Culturable）の菌がかなりの割合を占めていることが報告され

ている。ここでは、CO2海洋隔離影響評価における生菌計数法について基礎的検討を行う。 
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第２章 生物影響評価手法の開発 

 

２．１ 生態系モデルの開発 

 

 CO2 の海洋隔離の環境影響評価では、対象海域に生息する生物への影響を予測すること

が必要である。生物への影響に関しては、実験の容易さから個体に対する影響実験が中心

に行われてきたが、生物は個々の種で生活しているわけではなく、相互関係を考慮した群

集や生態系についての影響を把握する必要がある。この観点から深海現場の底生生物群集

を対象としたベンチックチャンバー実験が実施されてきた。現在のところ、実験期間は、

最長でも 2 週間程度に限られているが、深海の生態系は表層生態系に比べて時間スケールが

長く、生態系への影響を検討するには、数年以上の時間スケールで考えることが必要であ

ろう。しかし、このような影響を実験的に実施することは、現実的に不可能であることか

ら、長期予測の一手法として生態系モデルによる予測手法の開発が求められている。 

 

 

２．１．１ 生態系モデルの高精度化 

 

２．１．１－１ はじめに 

  

平成 18 年度までは、中深層生態系群集の特性を把握することに主眼をおき、1500m 以

深を対象とした中深層限定の鉛直一次元モデルを開発し、パラメータの検討と感度解析に

よるモニタリング対象生物群の検討を実施してきた。このモデルで表現したコンパートメ

ントは、動物プランクトン（Carnivore, Omnivore, Micrograzer, HNF）、デトリタス、溶

存態有機物、バクテリアである。海洋隔離において放出された CO2 の影響を推定するモデ

ルとするには、中深層生態系への基質供給を担う表層の一次生産と、これを取り巻く栄養

塩動態をあわせて検討することが求められる。さらに、これまで実施されてきた CO2 の放

出・拡散に関する拡散モデル結果を導入するには、拡散領域をカバーできる 3 次元モデル

に拡張する必要がある。 

これらの問題を解消するために、平成 19 年度から表層生態系を考慮した 3 次元モデル

を導入し、モデルの再現計算を実施した。平成 19 年度では中深層生態系にあわせたパラ

メータ調整を行っていないため、CO2 隔離対象海域を検証海域とした場合 chlorophyll-a

の分布や栄養塩の鉛直分布は概ね再現できたが、中深層の動物プランクトン現存量が観測

値より大きく下回る結果となった。 
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２．１．１－２ 目的 

 

本年度は表層生態系の再現性を維持した状態で、中深層動物プランクトンの現存量の再

現性の向上を図ることを目的とした。 

 

 

２．１．１－３ 方法 

  

中深層の動物プランクトンの現存量を再現するために、今年度では以下の検討を行なった。 

� 動物プランクトンの日周鉛直運動の導入 

� マイクロネクトンのコンパートメントを追加 

� 動物プランクトンとマイクロネクトンの摂餌・排糞時間の制限 

� パラメータの再検討 

 

①生態系モデルの構図 

本年度用いた生態系モデルの構造および定式化は、Nakata et al., (2004)1)に基づいている。

モデルの模式図を図 2.1.1-1、生物化学過程の定式化を表 2.1.1-1 および表 2.1.1-2 に示す。

本モデルはこれまでの採食食物網（grazing food web）に、分解者（バクテリア）を加え

た微生物食物網（Microbial Food Web ;MFW）の構造を取り入れたモデルである。これに

より、生物ポンプに寄与すると思われる採食食物網と、一次生産には寄与するが生物ポン

プに寄与しない微生物食物網が卓越した海域を区別することが可能となる。 

 モデルで扱う生物群のコンパートメントに関して、植物プランクトンは珪藻類

（Diatoms）、珪質鞭毛藻類（Silicoflagellates）、渦鞭毛藻類（Dinoflagellates）、微小鞭

毛藻類（Phytoflagellates）、原始緑藻類（Prochlorococcus）、ラン藻類（Cyanobacteria）

の 6 種類である。動物プランクトンは、全部で 6 種類とし、ヤムシやカイアシ類などの動

物プランクトンを肉食性（Carnivore）と雑食性（Omnivore）に分けた。肉食性について

は、種による鉛直移動距離を区別するため、移動型肉食性カイアシ類（Moving Carnivore）

と日周鉛直運動を行わない滞在型肉食性の動物プランクトン（Waiting Others）に区分け

した。また、移動型マイクロネクトン（Moving Micronekton）を設けた。残りは繊毛虫

や放散虫類（Micrograzer）、従属栄養性微小鞭毛虫類（Heterotrophic nanoflagellates ; 

HNF）である。 

植物プランクトンと動物プランクトンの捕食-被食関係は、図 2.1.1-1 で示したようにサ

イズに基づいた関係となっている。また、バクテリアはデトリタスと溶存態有機物を摂取

し、代謝を通して有機態の炭素や窒素およびリンを無機化している。 

また、本モデルでは、植物プランクトンの栄養塩動態を詳述するために、Caperson and 
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Mayer(1972) 2)や Lehman et al., (1975) 3)らによって研究されたセルクォータをモデルに

取り入れている。これにより、植物プランクトンは周囲に栄養が無い状態でも、細胞内に

貯蓄した栄養塩により生長する事が可能となり、また、セルクォータのサイズにより植物

プランクトン現存量の空間的変化を加えることができる。 

 

図 2.1.1-1 生態系モデルの模式図 
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表 2.1.1-1 生態系モデルの生物化学過程の定式化①（Nakata et al .,2004） 
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表 2.1.1-2 生態系モデルの生物化学過程の定式化②（Nakata et al .,2004） 
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②座標系及び水深 

 モデルの計算領域は太平洋、インド洋、大西洋を含む、北緯 80 度から南緯 80 度までと

し、解像度は 4°×4°のグリッドシステムである。水深は最大 5500m で、水柱は 30 層に

分割した。層厚は生物の変化が大きい有光層域で 10m から 40m とし、中深層の層厚は

200m から 500m である(表 2.1.1-3)。 

 

表 2.1.1-3 モデルに与えた各層厚と各水深 

layer 
thickness 

(m) 

bottom 

depth 

(m) 

layer 
thickness 

(m) 

bottom 

depth 

(m) 

layer 
thickness 

(m) 

bottom 

depth 

(m) 

1 10 10 11 60 300 21 300 1700 

2 10 20 12 60 360 22 300 2000 

3 15 35 13 70 430 23 300 2300 

4 15 50 14 70 500 24 400 2700 

5 20 70 15 100 600 25 400 3100 

6 30 100 16 100 700 26 400 3500 

7 30 130 17 150 850 27 500 4000 

8 30 160 18 150 1000 28 500 4500 

9 40 200 19 200 1200 29 500 5000 

10 40 240 20 200 1400 30 500 5500 

 

③物理場 

 生態系モデルに与えた物理場は、GFDL Modular Ocean Model Version2（MOM2; 

Pacanowski,1996）4 )で計算した結果を使用した。海面表面における風応力は、Hellerman 

and Rosenstein (1983) 5)による月平均値を与えた。水温、塩分の初期値に関しては、World 

Ocean Atlas 1998 (WOA98; Levitus,1999) 6)の月平均実測値データを与えた。 

 物理モデルの計算期間は 1300 年、流動場の計算ステップは 1 時間、熱および塩分輸送

に関する計算ステップは 12 時間である。 

 

④マイクロネクトンと動物プランクトンの日周鉛直運動の導入 

 マイクロネクトンや大型の動物プランクトンは、夜間は海面付近に上昇し、昼間には下

降する日周鉛直運動をすることが知られている。この日周鉛直運動により、動物が表層で

摂食した有機物を表層から中深層に能動的に供給していると考えられる。平成 19 年度で

は中深層への基質としての有機物の供給が不足していると考えられたため、生態系モデル
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に日周鉛直運動による有機物供給を導入した。 

表 2.1.1-4 にマイクロネクトンの昼と夜の存在水深、表 2.1.1-5 に熱帯域の動物プランク

トン（主にカイアシ類）の存在水深を示した。これらを整理すると、大きく次の 3 タイプ

に区別される。 

 タイプ A：昼と夜で生息域が異なる。鉛直方向の移動距離が長い（最大で 500m）。 

      マイクロネクトンが中心。 

 タイプ B：昼と夜で生息域が異なる。鉛直方向の移動距離はタイプ A より短い（最大で

200～300m 程度）。カイアシ類に多い。 

 タイプ C：昼と夜の生息域があまり変わらない。鉛直移動をほとんど行なわないタイプ。 

 

この 3 タイプの日周鉛直運動をモデルに取り入れるため、モデルコンパートメントの肉

食性動物（Carnivore）を（1）鉛直移動距離が長い移動型マイクロネクトン、（2）鉛直移

動距離が短い移動型肉食性カイアシ類、（3）鉛直移動を行なわない滞在型肉食性動物プラ

ンクトンに分割した（表 2.1.1-6 参照）。 

 また、モデルに与えた各層の動物プランクトンの鉛直移動距離を表 2.1.1-7 に示した。

雑食性カイアシ類（Omnivore）も 10m 移動するものとした。 

 

表 2.1.1-4 マイクロネクトンの存在水深 

Species 移動幅(m) 文献
タイプ 上限 下限 上限 下限

Symbolophorus californiensis ① 300 600 0 100 300-500 *1
Diaphus theta ① 300 500 20 100 280-400
Notoscopelus japonicus ① 300 500 20 200 280-300
Ceratoscopelus warmingii ① 300 500 60 300 240-200
Diaphus gigas ① 500 700 60 400 440-300
Stenobrachius nannochir ③ 600 700 600 700 0
Protomyctophum thompsoni ③ 300 400 300 400 0
Protomyctophum thompsoni ③ 300 400 300 400 0 *2
Tactostoma macropus ① 400 500 0 100 400
Chauliodus macouni ③ 300 500 300 400 0-100
Sergestes similis (<10 mm) ① 200 400 0 150 200-250
Sergestes similis (>10 mm) ① 300 600 0 200 300-400
Boreomysis californica(summer) ③ 600 900 600 900 0
Boreomysis californica(winter) ③ 600 800 600 900 0
A. xenostoma ① 500 700 0 200 500 *3
A. similis ① 400 600 0 200 400

昼 夜

 

*1 杢雅利 (2005)7), *2. Pearcy W.G. et al., (1977) 8),  

*3. Sutton, Tracey T. and Thomas L. Hopkins (1996) 9),   
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表 2.1.1-5 熱帯域の動物プランクトン（カイアシ類）の存在水深 

(m) 文献
Species タイプ 昼 夜 昼 夜 昼 夜 差
Calanus sp. ② 121 49 121 49 72 *4
Calocalanus sp. ② 84 34 84 34 50
Calocalanus pavo ② 90 41 40 13 65 27 38
Candacia sp. ② 63 29 63 29 34
Euchaeta marina ② 44 31 45 28 45 30 15
Heterorhabdus sp. ② 175 90 175 90 85
Ishnocalanus sp. ② 246 208 246 208 38
Lucicutia sp. ② 141 65 185 111 163 88 75
Pleuromamma sp. ② 117 31 675 91 396 61 335
P. abdominalis ② 252 171 252 37 252 104 148
Rhincalanus nasutus ② 301 271 268 227 285 249 36
Scolecithricella sp. ② 123 63 66 59 95 61 34
Scolecithrix danae ② 299 32 299 32 267
Undinula vulgaris ② 44 15 44 15 29
U. Darwini ② 37 22 37 22 15
Oncaea mediterranea ② 54 42 46 37 50 40 11

Dome Biostat 平均

 

*4. Sameoto, D.D, (1986) 10) 

DOME は東部亜熱帯太平洋、Biostat は東部熱帯太平洋湧昇域 

 

表 2.1.1-6 Carnivore（肉食性動物）の分割 

コンパートメント 鉛直移動距離 

移動型ﾏｲｸﾛﾈｸﾄﾝ 

(Moving Micronekton) 

移動距離が長い 

最大で 500m 

移動型肉食性ｶｲｱｼ類 

(Moving Carnivore) 

移動距離が短い 

最大で 200m 
Carnivore 

滞在型肉食性動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

(Waiting Others) 
移動しない 
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表 2.1.1-7 モデルに与えた日周鉛直運動する動物プランクトンの移動距離 

上昇 層 下降 層 上昇 層 下降 層 上昇 下降
1 10 0-10 5 0 0 0 -10 2 0 -10
2 10 10-20 15 0 0 10 1 -10 3 10 -10
3 15 20-35 27.5 0 0 15 2 -15 4 10 -10
4 15 35-50 42.5 0 0 15 3 -20 5 10 -10
5 20 50-70 60 0 -50 7 20 4 -30 6 10 -10
6 30 70-100 85 0 -60 8 30 5 -30 7 10 -10
7 30 100-130 115 50 5 -70 9 30 6 -30 8 10 -10
8 30 130-160 145 60 6 -80 10 30 7 -40 9 10 -10
9 40 160-200 180 70 7 -90 11 40 8 -40 10 10 -10

10 40 200-240 220 80 8 -110 12 40 9 -60 11 10 -10
11 60 240-300 270 90 9 -130 13 60 10 -60 12 10 -10
12 60 300-360 330 110 10 -140 14 60 11 -70 13 10 -10
13 70 360-430 395 130 11 -160 15 70 12 -70 14 10 -10
14 70 430-500 465 140 12 -190 16 70 13 -100 15 10 -10
15 100 500-600 550 160 13 -230 17 100 14 -100 16 10 -10
16 100 600-700 650 190 14 -280 18 100 15 -150 17 10 -10
17 150 700-850 775 230 15 -330 19 150 16 -150 18 10 -10
18 150 850-1000 925 280 16 -380 20 150 17 -200 19 10 -10
19 200 1000-1200 1100 330 17 -450 21 200 18 -200 20 10 -10
20 200 1200-1400 1300 380 18 -500 22 200 19 0 10 -10
21 300 1400-1700 1550 450 19 0 0 0 0 0
22 300 1700-2000 1850 500 20 0 0 0 0 0
23 300 2000-2300 2150 0 0 0 0 0 0
24 400 2300-2700 2500 0 0 0 0 0 0
25 400 2700-3100 2900 0 0 0 0 0 0
26 400 3100-3500 3300 0 0 0 0 0 0
27 500 3500-4000 3750 0 0 0 0 0 0
28 500 4000-4500 4250 0 0 0 0 0 0
29 500 4500-5000 4750 0 0 0 0 0 0
30 500 5000-5500 5250 0 0 0 0 0 0

雑食性ｶｲｱｼ類

移動距離（m）

level
層厚 水深

中心の
水深

unit (m)

移動型ﾏｲｸﾛﾈｸﾄﾝ 移動型肉食性ｶｲｱｼ類

 

 

⑤動物プランクトンの摂餌・排糞時間の制限 

 昨年度までの生態系モデルでは、動物プランクトンの摂餌・排糞は常に各時刻（計算ス

テップ毎）において行なわれている。ところで、肉食者である一部のマイクロネクトンで

胃の消化内容物量に日周変化があることが報告されている  11)。そこで、一つの試みとして、

本モデルの移動型動物プランクトンに対して摂餌と排糞の時間制限を取り入れた。これら

の動物について夜間（P.M6:00～A.M3:00）に摂餌を行ない、昼間（A.M6:00～P.M3:00）

に排糞を行なうこととした。図 2.1.1-2 に模式図を示す。鉛直移動を行うマイクロネクト

ンは上昇した層で摂餌を行ない、下降した層で排糞することで、有機物の下層への供給効

率を高めることになる。 
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図 2.1.1-2 モデルでのマイクロネクトンの摂餌・排糞する時間と水深 

 

⑥生態系モデルの初期条件分布 

 生態系モデルに与えた各コンパートメントの初期値に関して、リン酸塩、硝酸塩、ケイ

酸塩の分布は、WOA98 の年平均値を使用した。その他のコンパートメント（植物、動物

プランクトン、デトリタス、DOC、アンモニア、亜硝酸塩、DO、全炭酸、アルカリ度、

バクテリア、オパール）は、Northwest Pacific Carbon Cycle Study（NOPACCS）で、

1990 年から 1996 年に観測した東経 175 度線の鉛直方向のデータを基本に全海域の分布と

して設定した。 

 

⑦生態系モデルの計算条件およびパラメータ 

 生態系モデルの計算タイムステップは 3 時間、計算期間は 50 年とした。 

 植物プランクトンの成長に係わる、海洋表層における光強度のデータは、天測計算によ

る全球規模の日毎の太陽放射量と、日の出から日没までの空間的変化(Ikushima,1967) 12)、

雲量の月毎の実測値(the 1994 Atlas of Surface Marine Data ; da Silva et al., 1994) 13)を

用いて与えた。また、植物プランクトンの強光阻害は、Steel(1962) 14)の式を用いて表現し

ている。 

 計算に使用した生物パラメータを表 2.1.1-8 から表 2.1.1-11 に示した。生物パラメータ

は Nakata et al., (2004) 1)を基本としているが、今年度ではパラメータの再検討を実施し、

感度解析を用いてパラメータを決定した。また、パラメータの再検討に関する特徴として

は、1 次元中深層生態系モデル（平成 14～18 年度実施）の実績から、中深層の Ivlev 定数

をこれまでの表層域の値（0.01m3/mgC）から高く設定した（表 2.1.1-11）。 

 

 

摂餌

排糞 排糞
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表 2.1.1-8 植物プランクトンのパラメータ 

Parameter Unit Reference

Phytoplankton Diatoms Silicofl. Dinofl. Phytofl Prochloro. Cyano.

Maximum growth rate day-1 2.13 2.4 2.4 3.6 5.0 6.0 Baretta et al . (1997)

Thermal optima for growth ℃ 20 20 20 20 20 20 nakata et al . (2004)

Hypothetical thermal
thresholds
Over which the growth activity

℃
T max=35

T min=－5
Calibrated

Maximum uptake rate

           for phosphorus day-1 18 12 12 18 18 18

           for nitrogen day-1 12 12 12 12 12 12

Half saturation constants

　　　　　for phosphate uptake μmol･l-1 1.0 1.5 1.5 0.05 0.025 0.025

　　　　　for ammonium uptake μmol･l-1 1.5 2.0 2.0 0.1 0.1 0.1

　　　　　for nitrate uptake μmol･l-1 3.0 2.0 2.0 0.1 0.1 0.1

　　　　　for silicate uptake μmol･l-1 0.3 － － － － － Taylor et al . (1975)

Ammonium inhibition factor l･μmol-1 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 Wroblewski (1977)

Maximum cell-quota capacity － － － －

50 50 50 50 50 50

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Extracellular release
Calibrated based
on Watt (1966)

Respiration rate at 0℃ day-1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Jorgensen et al . (1991)

0.0015 0.003 0.003 0.010 0.015 0.020 Calibrated

Sinking rate of living cells m/day 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

C/Chl-a ratio by weight 50 50 50 50 50 50 Kawamiya et al . (2000)

C/P ratio (except P-quota) by weight 161.3 161.3 161.3 30.0 30.0 30.0

C/N ratio (except N-quota) by weight 15.9 15.9 15.9 4.0 4.0 4.0

C/Si ratio by weight 4.5 － － － － －

Calibrated based on
Jorgensen et al . (1991)

O/C ratio by weight 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11

Light extinction coefficient m-1
Calibrated based on

Riley (1956)
0.04 + 0.0088・Chla + 0.054・(Chla)

2/3

Selected Value

Calibrated based on
Lehman et al . (1975)

Physiological Q10 for metabolic activities

15% of the photosynthetic production

P-quota 16, N-quota 8

Photosynthetic light optimum   cal/cm2/day

Calibrated based on
Lehman et al . (1975)

T max=35

T min=2

Natural mortality rate at 0℃   m3/mgC-1/day

Calibrated based on
Lehman et al . (1975)

 

 

表 2.1.1-9 動物プランクトンのパラメータ 

Parameter Unit Reference

Zooplankton Carnivore Omnivore Micrograzers HNF

Maximal feeding rate day-1 0.65 0.65 1.60 2.40
Calibrated based on
 Taylor et al . (1993)

Thermal optimum for feeding ℃ 10 10 2 2 Corresponds to b=1.94

Hypothetical thermal threshold ℃

Calibrated based on
 Kremer and Nixon

(1978)

Ivlev’s constant for feeding m3/mgC

Feeding threshold mgC/m3 0.0 0.0 0.0 0.0

1.9 1.9 2.0 2.0

Basal metabolic rate at 0℃ day-1 0.021 0.021 0.027 0.035 Ikeda (1970)

Fractional active metabolism % 20 20 20 20

Assimilation efficiency % 70 70 70 70 Marshall and Orr (1955)

1.2×10
-3

1.2×10
-3

2.0×10
-3

2.5×10
-3 Calibrated

Chemical compositions by weight
Calibrated based on

Parsons et al . (1984)
C/P=50,  C/N=6.0, O/C=3.31

Selected Value

Physiological Q10 for metabolic activities

Natural mortality rate at 0℃   m3/mgC-1/day

T max=35, T min=－30 T max=30, T min=－30

表2.1.1-11を参照

 

   ※ Ivlev 定数についての詳細は表 2.1.1-11 
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表 2.1.1-10 その他のパラメータ 

Parameter Unit Reference

Bacteria

Physiological Q10

Maximal up take rate at 0℃ day-1 Detritus 0.1 DOM 0.5 Calibrated

Half saturation constants
 for uptake

mgC/m3 Detritus 10 DOM 50 Calibrated

Oxygen limitation parameter mgO2/l Detritus 0.25 DOM 0.25

Assimilation efficiency % Detritus 70 DOM 70
Analogy

with zooplankton

Biodegradation of detritus － Assumed

Calibrated

C/P ratio by weight

C/N ratio by weight

O/C ratio by weight

Detritus and DOM

Dissolution rate of
particulate silica

day-1 Kamatani (1971)

C/P ratio by weight Detritus 47.6 DOM 80.0

C/N ratio by weight Detritus 13.3 DOM 30.3

O/C ratio by weight Detritus 3.01 DOM 2.82

Sinking rate of detritus m/day Calibrated

Nutrients

Nitrification rate of ammonium day-1

Nitrification rate of nitrite day-1

Oxygen limit for nitrification mgO2/l

Sea surface aeration rate day-1

Sea surface CO2 transfer

piston velocity
m/day Liss and Merlivat (1986)

Atmospheric partial pressure
of CO2

μatm Taylor et al . (1991)

0.05･exp(0.0693T)

Calibrated

Large 60 small 30

Selected Value

45.4

6.1

3.42

2.0

10% of bacterial ingestion

Natural mortality rate at 0℃   m3/mgC-1/day 4.0×10
-3

350

Calibrated referring to
Taguchi et al . (1988)

2.5

0.5

4.8

0.02･exp(0.0693T)

0.03･exp(0.0693T)

Assumed chemical
composition at C 49%,
N 8% and P 1.1% dry-

wt by referring to
Jorgensen et al. (1991)

 

 

表 2.1.1-11 Ivlev 定数の設定値 

Parameter unit Selected Value 

Ivlev 定数 m3/mgC

移動型ﾏｲｸﾛﾈｸﾄﾝ 

移動型肉食性ｶｲｱｼ類 

滞在型肉食性動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

Omnivore 

Micrograers 

HNF 

0.3500 

0.3000 

0.0300 

0.1000 

0.0595 

0.0500 
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２．１．１－４ 結果 

 

①再現計算の結果 

前述した条件を用いて、生態系モデルの現況再現シミュレーションを実施した。計算結

果の再現性の評価は、CO2 隔離想定海域（北緯 22 度 30 分・東経 131 度 55 分）の環境影

響予測技術研究開発で得られた観測結果と比較した。なお、観測結果は 2003 年から 2006

年に実施されたデータを平均し、動物プランクトンやデトリタス、バクテリアの現存量に

ついては昼と夜に各 1 回ずつ測定しており、1 日のデータとするため昼夜で平均した。生

態系モデルの計算結果も昼夜 1 回ずつの値を平均し、観測結果と比較を行なった。 

 

 CO2 隔離想定海域における、植物プランクトン（Chlorophyll-a）と栄養塩（PO4-P、

NO3-N）の再現計算結果と観測値の鉛直分布図を図 2.1.1-3 に示した。Chlorophyll-a に関

しては、計算結果は観測値と同様の鉛直分布を示しており、よく再現できている。栄養塩

に関して、計算結果は水深 300m から 1000m にかけて観測値でみられる躍層が少し浅く、

深層も観測値より高い結果となったが、表層の低濃度や 1500m 付近で濃度ピークを表す

分布を示しており、概ね再現できたと考えられる。 

 中深層の動物プランクトン（Carnivore, Omnivore, Micrograzers, HNF）とデトリタス、

バクテリアの現存量を図 2.1.1-4 に、鉛直分布図を図 2.1.1-5 に示した。なお、モデルの

Carnivore 現存量は、移動型マイクロネクトン、移動型肉食性カイアシ類、滞在型肉食性

動物プランクトンを合計した値である。 

図 2.1.1-4 の各動物プランクトンにおける現存量のオーダーを計算値と観測値で比較す

ると、Carnivore の現存量は計算値が観測値に対して 1500-2500m では 2 桁不足している

が、2500-3500m では同桁となった。Omnivore の現存量は、計算値が観測値に対して

1500-2500m でほぼ同桁、それ以降の水深では観測値を上回った。Micrograzers の現存量

は、全層で観測値と同桁であり、図 2.1.1-5 の鉛直分布も非常によく再現できている。HNF

の現存量は、3500m-5500m で計算結果が観測値より 2 桁不足している。 

デトリタスの現存量に関して、計算値は観測値のオーダーに近いものの、観測値に対し

て不足している。バクテリアの現存量は、1500-2500m で観測値より 1 桁不足したが、深

層では観測値と同桁となった。 

 図 2.1.1-5 の鉛直分布に関して、Omnivore、Micrograzers、HNF は 1000m 以浅で現存

量のピークがあり、深層に向けて減少する傾向を示した。 
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図 2.1.1-3 再現計算結果と観測値の鉛直分布図（Chl-a, PO4-P, NO3-N） 

 

亜熱帯比較 (1500-2500m)

1.00E-11

1.00E-10

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

Carn Omni MicroG. HNF Bac Det

L
o
g 

B
io

m
a
s
s 

(m
g
C

/
m

3
)

観測値亜熱帯

計算値亜熱帯

亜熱帯比較 (2500-3500m)

1.00E-11

1.00E-10

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

Carn Omni MicroG. HNF Bac Det

L
o
g 

B
io

m
a
s
s 

(m
g
C

/
m

3
)

観測値亜熱帯

計算値亜熱帯

 

亜熱帯比較 (3500-5500m)

1.00E-11

1.00E-10

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

Carn Omni MicroG. HNF Bac Det

L
o
g 

B
io

m
a
s
s 

(m
g
C

/
m

3
)

観測値亜熱帯

計算値亜熱帯

 

図 2.1.1-4 中深層の再現計算結果と観測値の比較 
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図 2.1.1-5 再現計算結果と観測値の鉛直分布図 

（動物プランクトン各種, デトリタス, バクテリア） 

Carnivore Omnivore 

Micrograzers HNF 

Detritus Bacteria 
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②感度解析の結果 

 再現計算では、昨年度の結果と比べ中深層の動物プランクトンの現存量が大幅に増加し、

観測値のオーダーに近づいた。この結果から、中深層の動物プランクトンの現存量が増加

した要因は、大型動物プランクトンに日周鉛直運動（マイグレーション）を導入したこと

と、Ivlev 定数を昨年度より高くしたことが挙げられる。そこで、表 2.1.1-12 に示したよ

うに日周鉛直運動と Ivlev 定数の変更が、どの程度の影響を与えるか調べることとした。 

 H19_Ivlev 値のケースでは、Carnivore（移動型マイクロネクトン、移動型肉食性カイ

アシ類）と Omnivore に日周鉛直運動を導入し、Ivlev 定数を昨年度の値を使用（全ての

種で 0.01m3/mgC）した。H20_Mig なしは、Ivlev 定数を高くし（表 2.1.1-11）、Carnivore、

Omnivore の日周鉛直運動を行なわないものとした。H20_Mig ありは今年度の再現計算結

果である。日周鉛直運動と Ivlev 定数以外の条件は、全て同じとした。 

 

 図 2.1.1-6 に中深層の動物プランクトン、デトリタス、バクテリアの現存量を示した。

H19_Ivlev 値のケースでは、HNF を除いた動物プランクトンの現存量が、他の 2 ケース

に比べ観測値に対して大幅に不足している。このことから、中深層の動物プランクトン現

存量が増加した一番の要因は、Ivlev 定数を高くしたことが考えられる。 

 図 2.1.1-7 に感度解析による動物プランクトンの鉛直分布図を、図 2.1.1-8 にデトリタス

とバクテリアの鉛直分布図を示した。Ivlev 定数を表 2.1.1-11 を与え、日周鉛直運動の有

無で比較した場合（H20_Mig なしと、H20_Mig ありのケース）、Carnivore の現存量は、

全体的に Mig なし（日周鉛直運動がない場合）のほうが、Mig あり（日周鉛直運動がある

場合）より、わずかながら多い結果となった。Omnivore については、200m 付近では Mig

なしが Mig ありより多いが、500m から 1000m にかけては、Mig ありが Mig なしよりも

多い結果となった。日周鉛直運動を行なわない Micrograzers や HNF は、Carnivore や

Omnivore の日周鉛直運動がない場合で、日周鉛直運動がある場合より増加した。 

 デトリタスの鉛直分布をみると、Large デトリタスで、H20_Mig ありが H20_Mig なし

より現存量が約 1.5 倍増加した。 
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表 2.1.1-12 感度解析の検討ケース一覧 

ケース名 特徴 Ivlev 定数 ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ 

H19_Ivlev 値 
ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝあり 

Ivlev 定数 H19 年 
all 0.01 m3/mgC ○ 

H20_Mig なし 
ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝなし 

Ivlev 定数 H20 年 
表 2.1.1-11 × 

H20_Mig あり 
ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝあり 

Ivlev 定数 H20 年 
表 2.1.1-11 ○ 
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図 2.1.1-6 感度解析による中深層の計算結果と観測値の比較 

（上図から水深 1500-2500m, 2500-3500m, 3500-5500m） 
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図 2.1.1-7 感度解析の計算結果と観測値の鉛直分布図（動物プランクトン） 
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図 2.1.1-8 感度解析の計算結果と観測値の鉛直分布図（デトリタス, バクテリア） 
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２．１．１－５ 考察 

  

日周鉛直運動の導入と、Ivlev 定数を昨年度より高く設定したことにより、中深層の動

物プランクトンの現存量は昨年度より大幅に増加した。また、感度解析の結果から、この

大幅な現存量増加の主な要因は、昨年度より Ivlev 定数を高くしたことが挙げられる。昨

年度まで与えていた Ivlev 定数は、餌密度が大きい環境域（沿岸や表層域）で、ろ過摂食

タイプの動物プランクトンを対象としている。このため、餌密度が非常に小さな中深層で、

餌の存在を感知して捕らえる捕食タイプや粒子捕捉タイプの動物プランクトンでは、摂餌

量が大きく制限されることとなる。Ivlev 定数を高めに設定した事例では、1 次元中深層生

態系モデル（平成 14 年度～18 年度実施）があり、また、捕食タイプや粒子捕捉タイプの

動物プランクトンは、餌が沈降する際に生じる水の動きを遠くからも感知し、濾水速度が

高いことから 15）、餌密度が少ない環境下の動物プランクトンが効率よく餌を摂餌すること

を考えると、今回の Ivlev 定数の設定は妥当であると考えられる。 

 動物プランクトンの日周鉛直運動は、Ivlev 定数を高めに設定する条件より、中深層の

現存量に与える影響は小さかった。しかし、日周鉛直運動がないケース（H20_Mig なし）

では、Omnivore のように 1000m より浅い水深の分布が、極端な変動を示した。日周鉛直運

動がある場合（H20_Mig あり）では極端な変動が減り、鉛直分布が現実に近い形を示した。

また、Large Detritus の現存量が、中深層では鉛直運動がない場合に対して約 1.5 倍増加

していることから、動物プランクトンの日周鉛直運動は、表層域の有機物を中深層へ持ち

込む重要な役割を担っていると考えられる。ただし、現段階の炭素循環図を確認し、どの

程度動物プランクトンの鉛直運動が、中深層へ有機物を寄与しているか定量的に調べる必

要がある。 

 

 

２．１．１－６ まとめ 

  

今年度では、既存の 3 次元生態系モデルの動物プランクトン（Carnivore, Omnivore）

に日周鉛直運動を導入し、パラメータの再検討（Ivlev 定数の増加など）を行ない、現況

再現計算を実施した。CO2隔離対象海域において、計算結果と観測結果を比較したところ、

Chl-a、栄養塩（PO4-P, NO3-N）は、非常によい整合性が得られた。また、計算した中深

層の動物プランクトンの現存量も昨年度に比べ大幅に増加し、観測結果に近づいた。よっ

て、表層生態系の再現性を維持しつつ、中深層の動物プランクトンの現存量を概ね再現で

きたと考えられる。 

 今回の中深層の動物プランクトンが大幅に増加した最大の要因は、感度解析の結果から

昨年度より動物プランクトンの Ivlev 定数を高くしたことが挙げられる。また、感度解析
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の結果より、日周鉛直運動がある場合に Large Detritus の現存量が増加していることから、

大型動物プランクトン（Carnivore, Omnivore）の日周鉛直運動は、表層域の有機物を中

深層に運ぶ役割を担っていることがわかった。 

 

 

２．１．１－７ 今後の課題 

  

今年度の解析の結果、CO2隔離対象海域の現状を概ね再現できたと考えられる。よって、

今後の方針としては以下のことが考えられる。 

 

� 再現計算時の炭素循環の把握 

� 感度解析による生物影響の推定 

� CO2注入時における生物影響のモデルでの評価 

 

 再現計算時の炭素循環の把握については、動物プランクトンの日周鉛直運動が、有機物

をどの程度中深層に寄与しているのか、炭素循環から調べる必要があると考えられる。 

 感度解析における生物影響の推定については、動物プランクトンのさまざまなパラメー

タ（摂餌速度や呼吸速度、死亡速度など）を変更し、生態系モデルがどのような応答を示

すかを調べ、生物影響の推定の一つの指針になるのではないかと思われる。そして、最終

的に CO2 が注入された場合に起こる生物影響をモデルで評価する必要がある。 
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第３章 実海域生物影響データの収集 

  

３．１ 生物影響海洋実験 

 

二酸化炭素（CO2）の生物影響に関する研究は、これまで、単一種を対象として個体、

あるいは個体群を用いた室内実験が行われている。また、群集に対する CO2 影響実験とし

て、浅海の生態系を単純化した陸上メソコズム実験やベンチックチャンバーを利用した深

海底ベントス群集に対する現場実験が実施され、いくつか知見が得られている。しかし、

単一種のみを扱った実験では、CO2 放出水深に生息する現場の生物を使った実験は極めて

僅かである。また、群集実験のメソコズム実験は、浅海での群集に対する影響であり、得

られた結果を用いて深海の生態系の影響を評価するには外挿性に問題がある。過年度の研

究から深海底生生物群集の現場曝露実験により深海生物の特性は把握できたが、最終的に

は CO2 放出水深の浮遊生態系への曝露実験を行うことが社会的受容性を得るためにも必

要と考えられる。 

海洋中への放出実験については、CO2 液滴の挙動を追跡するためにこれまで計画は行な

われてきたものの、社会的な状況から実施には至っていない。また、放出された CO2 の生

物影響をそのような開放系での実験で検出するための手段は確立されていない。このよう

な状況においては、海洋中深層の浮遊生態系に対する CO2 影響評価として、海洋中深層の

水塊を囲い込むチャンバー実験を行うことが研究方法として有効と考えられる。そこで、

昨年度より海洋中深層現場囲い込み実験装置（ペラジックチャンバー）の開発を行うこと

とした。また、この実験を通じて CO2 影響の検出技術についても検討を進めている。 

 

 

３．１．１ ペラジックチャンバーの開発 

 

３．１．１－１ はじめに 

 

CO2海洋隔離における海洋中層浮遊生物群集への影響を評価するために、複数の食物栄養

段階を含む浮遊生物群集を対象としたペラジックチャンバーを開発することが課題である。

また、曝露実験装置開発と並行して、下記に示すような検出機能を検討することも大きな

課題である。これらの成果は、今後 CO2 海洋隔離の開放系実験や事業化における生物影響

評価技術やモニタリング技術として活用することを目指している。 

①経時的観察・観測機能の開発：チャンバー内の計測項目として水温、圧力、DO、pH

などの物理化学項目を測定する機能、および視覚的な観察方法を検討する。 

②曝露後の生物現存量や組成の評価技術の開発：曝露による生物量や組成の変化を把握
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するための計測方法を検討する。 

③微生物機能および微生物多様性の評価技術の開発：中深層の微生物機能として重要と 

みなされる機能（例えば脱窒、メタン生成など）の特異的 DNA 配列を用いた分子生

物学的手法による検出技術について検討する。 

本年度は、ペラジックチャンバーの制御部と CO2 注入部および経時的採水機能の製作を

行い、陸上水槽での動作試験および沿岸海域において浅海係留実験を実施した。 

 

 

３．１．１－２ 装置および実験概要 

 

ペラジックチャンバー開発にあたっては、装置のサイズ、水塊囲い込み方法が大きな課

題である。沿岸浅海域や陸上において実施されているメソコズム実験などの囲い込み実験

は、大気開放の実験系であり、評価対象の生物の密度に適した容積を有する設備の施工や

生物を濃縮して収容するなど、種々のアレンジが可能である。しかし、海洋中深層におけ

る囲い込み実験は、中深層で密閉した状態を保たなければならないことと、船舶で運搬、

設置および回収作業を実施しなければならないことから、装置の形状や大きさには制限が

ある。本事業では、調査船舶で運搬でき、深海における設置・回収作業が比較的簡易にで

きること、比較的短期間での開発が可能なことおよび CO2 影響が検出できる最小限の生物

量が確保できることに主眼をおいて開発を行うこととしている。開発期間とコストおよび

対象とする生物群の観点から、チャンバーには東京大学海洋研究所が開発した容積 250 L

の大型採水器を利用することが適していると考えられ、この装置を参考にして開発を進め

ている。 

チャンバー実験では、複数のチャンバーを備え、１つは対象区、残りは影響評価したい

物質等（ここでは CO2）を曝露する実験区として設定して、影響を検討する。これまで実

施してきたベンチックチャンバー実験を踏まえて、ペラジックチャンバーは対象区と２つ

の曝露区を有する装置として開発を進めている。 

本年度は、全自動で現場において曝露実験が遂行できる装置の開発を目指し、高濃度 CO2

海水の注入および時系列採水などの動作がタイマーで制御できる装置を製作し、システム

として組み上げ、陸上プールにおける動作試験を行った。さらに、装置を海中の所定水深

に係留できる設置型係留系を考案し、実海域における動作試験を実施した。 
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３．１．１－３ 装置仕様 

 

本装置は、任意の水深に係留し、現場海水をチャンバー内に密閉して、任意の時刻また

はインターバルでチャンバー内に CO2 海水を注入し、チャンバー内の水質を測定できるこ

とを目標とする。 

CO2 海水の注入時刻、注入量、水質の測定間隔の設定や記録データはメモリーにより保

存し、その読み出しはコンピューターにて行う。 

 

① 製作内容 

本年度は、以下に示すシステムの基本性能を確認できる装置の開発を行う。 

(a) 250 L の海水が採水できる採水筒（チャンバー）を搭載できる 

(b) 海中にてチャンバーの蓋を閉め海水を囲い込むことができる 

(c) 装置回収後、船上にて採水したサンプルが漏れ出さない 

(d) 採水筒内に CO2 海水の注入ができる 

(e) チャンバーからサンプルの抽出ができる 

 

② 構成 

図 3.1.1-1 に外観図を、写真 3.1.1-1 に装置写真をそれぞれ示す。 

本装置は、同一のユニットを 3 ユニット搭載し、各ユニットは制御ユニット、バッテリ

ユニット、採水筒、CO2 注入ポンプ、採水ポンプ、CO2 バッグ等から構成される。さら

に、各ユニットを搭載できるフレームと各採水筒の蓋開閉機構より構成される。 

昨年度は、フレーム、蓋開閉機構、採水筒、制御ユニット 1 台、バッテリユニット 1 台

を開発、製作した。本年度は、制御ユニット 2 台、バッテリユニット 2 台、採水ポンプ、

注入ポンプ、注入・採水切替クランプ（ロゼットチューブクランプ）をそれぞれ 3 台開

発、製作した。 

 

③ 仕様 

(a)概要 

最大使用水深 3000m 

寸法 φ1550×H2380mm 

空中重量  686kg 

水中重量  400kg  

材質 （耐圧容器）アルミニウム、ポリアセタール 

（フレーム）ステンレス 

（採水筒）硬質塩化ビニル 
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（チューブ）バイトン 

最大搭載ユニット数 3 ユニット 

最大採水容量 250ℓ×3 ユニット 

最大設置期間 2 週間 

動作間隔 1 分以上で任意に設定可能（動作条件により変動） 

動作環境 0℃～+40℃ 

 

(b)制御ユニット 

耐圧容器材質 アルミニウム 

プロセッサ TMPZ84C015BF-8 8 ビット CPU 

システムクロック 6.144MHz 

タイマー リアルタイムクロック (±10ppm 以下) 

消費電流  最大 150mA（各ポンプの消費電流は含まない） 

設定方法 RS232C 通信（Windows 版専用通信ソフト付属） 

通信条件 速度 9600bps,ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ 8,ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸなし,ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ 1 

電源 DC12V 

モータ制御数最大 6 台（CO2 注入ポンプ、注入・採水切替クランプ、採水ポンプ、採水

筒蓋開閉機構他） 

 

(c)バッテリユニット 

耐圧容器材質 アルミニウム 

使用コネクタ VSG-4-BCL（Brantner 製） 

内蔵電池 充電式二次電池 

定格容量 DC12V、20Ah 

充電方式 定電圧充電（充電電圧：13.8V） 

 

(d)チャンバー 

容器材質 硬質塩化ビニル 

採水容量 250L 

CO2 注入口 鉛直方向に 5 箇所 

採水口 鉛直方向に 5 箇所 

※CO2 注入口と採水口はできるだけ離して設ける 

 

(e)注入採水ポンプユニット 

耐圧容器材質 SUS304 
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使用コネクタ XSG-5-BCL（Brantner 製） 

ポンプヘッド ウエルコ製 パルサーポンプ 

駆動モータ DC ギャードモータ 

定格電源電圧 DC12V 

 

(f)ロゼットチューブクランプ 

耐圧容器材質 SUS304 

使用コネクタ XSG-4-BCL（Brantner 製） 

駆動モータ DC ギャードモータ 

定格電源電圧 DC12V 

角度制御 磁気式ロータリエンコーダ出力パルス制御 

 

④ 動作 

 図 3.1.1-2 に構成図、動作概念図を示す。チャンバーは、先ず、上下の蓋が閉まり、ス

ターラが回転する（図 3.1.1-2(b)①）。なお、スターラの回転速度は、約 60 回転／分で

ある。次いで、チャンバー内の CO2濃度を調整するために、注入ポンプが作動し、アル

ミニウムバッグ（GL サイエンス社製）に収納された高濃度 CO2 海水が所定量注入され

る。その際、チャンバー内が加圧状態になるのを防ぐために、逆止弁を通じて、チャン

バー内の海水が外部に排出される（図 3.1.1-2(b)②）。以降は、所定時間毎に採水ポンプ

が作動し、チャンバー内の海水を最大 6 回、最大量 1,000ml をアルミニウムバッグに採

水する。採水の際は、チャンバー内が陰圧になるのを防ぐために、アルミニウムバッグ

に収納された既知海水が導入される（図 3.1.1-2(b)③）。注入海水の注入およびチャンバ

ー内海水の採水は、それぞれ 2.5ml/sec の速度で、内径 3mm のシリコンホースを介して

行われる。 

 

 

３．１．１－４ 動作試験 

 

ペラジックチャンバーの動作試験は、平成 20 年 12 月 12 日、日油技研工業株式会社

の屋外水槽で実施した。実施時の状況を写真 3.1.1-2 に示す。陸上水槽における動作は

正常に行われた。これにより、実海域における係留系を使った現場実験実施の目処が

立った。 
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図 3.1.1-1 ペラジックチャンバー外観図 

図 3.1.1-1 ペラジックチャンバー外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.1-1 ペラジックチャンバー写真 

 

バッテリーユニット

採水ポンプ

クランプ

注入ポンプ

制御ユニット

注入バッグ

採水バッグ

既知海水バッグ
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図 3.1.1-2 構成図、動作概念 

 

図 3.1.1-2 構成図、動作概念図

(a)構成図 

(b)動作概念図 

①上下蓋が閉じ、スターラが

回転する。 

②高濃度 CO2 海水が注入され

る。内圧開放のために、注入分

の海水が排出される。 

③内部の海水が採取される。内

圧調製のために、既知海水が導

入される。 
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写真 3.1.1-2 陸上水槽における動作試験実施状況 
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３．１．２ 現場海洋実験 

 

３．１．２－１ はじめに 

 

CO2 海洋隔離において放出を想定している海域は、北太平洋亜熱帯循環域であり、放出

深度は水深約 5,500m の中深層（1,000m～2,500m）である。同海域は、「海の砂漠」とも

呼ばれ、生物量が非常に少ない海域であることが知られている。同海域のこれまでの海洋

調査からも、同水深帯における生物量は、亜寒帯海域や移行域と比べて極めて低いことが

明らかとなっている。 

本プロジェクトでは、現場曝露実験装置を開発しているが、開発機器の性能を評価するた

めには、海域における動作試験や CO2曝露実験実現の可能性を検討する実験が必要である。

このような検討は、海洋隔離想定海域で実施することが理想的であるが、隔離想定海域は

かなり遠方でなり、実験海域までの回航に日数がかかることや荒天による実験実施の不確

実性が大きいなどのデメリットがある。そのため、開発段階におけるペラジックチャンバ

ーの実験は、港からのアクセスが良く、生物量が比較的多く、水深の浅い場所で行う方が

適している。昨年度は、ペラジックチャンバーのチャンバー部と制御部の一部を製作して、

西部北太平洋の亜寒帯海域と亜熱帯海域の移行域にあたり、生物量が多いとされる宮城県

塩釜沖の水深約 300m の地点で、チャンバー部の動作テストを実施して目的とする水深の

海水を囲い込むことに成功した。また、海水試料を採取したチャンバー内に高 CO2海水を

手動で注入し、CO2の拡散状況の確認や生物影響検出技術開発の検討を目的とした予備的

な CO2曝露実験を船上および陸上において実施した。本年度は、深海現場曝露実験装置で

あるペラジックチャンバーの製作を終え、実海域における動作確認および CO2曝露予備実

験を実施した。 

 

 

３．１．２－２ 実験概要 

 

ペラジックチャンバーを写真 3.1.2-1 に示す。チャンバー内部の上方には、チャンバー

内海水を攪拌するためのスターラと溶存酸素濃度をモニタするためのセンサー（コンパク

トオプトードセンサー；アンデラ社製）をそれぞれ取り付けた（写真 3.1.2-2）。なお、こ

れらはベンチックチャンバー実験で使用したものを流用した。 

実海域における動作試験および係留式による CO2曝露実験は、平成 20年 12月 17日から

12 月 29 日にかけて実施した。日程の詳細を以下に示す。ペラジックチャンバーの設置に

はオフショアオペレーション株式会社所有の「第１２海工丸」を、回収には同社の「かい

ゆう」をそれぞれ用いた。実施場所は、相模湾の水深約 1,350m の地点（34°57’30.7”N, 
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139°26’ 50.0”E）である（図 3.1.2-1）。この地点においてペラジックチャンバーによる海水

採取、CTD 観測およびペラジックチャンバー係留系の設置を行い、ペラジックチャンバー

の実海域動作試験を兼ねた CO2現場曝露実験を実施した。 

 

 日程： 

  12 月 17 日 三崎港「第１２海工丸」機器搬入、艤装 

  12 月 18 日 出港、相模湾 

     表面採水、CTD 観測、実験用海水採取 

  12 月 19 日 装置設置、帰港、艤装解除 

  12 月 27 日  横浜港出田町埠頭「かいゆう」機器搬入、艤装 

  12 月 28 日 出港、相模湾、装置回収、試料処理、帰港 

  12 月 29 日 試料処理、艤装解除 

 

 

３．１．２－３ 実験方法 

 

①ペラジックチャンバー係留系 

ペラジックチャンバー係留系の設計図を図 3.1.2-2 に示す。 

ペラジックチャンバー係留系は、相模湾の水深約 1,350m の地点においてペラジックチ

ャンバーを水深 350~400ｍに係留できる構造とした。浮力体は、深海ガラスブイ（ベント

ス社製）を用いた。錘は空中重量 1,000 kg の鉄道レール製を用い、係留系が確実に設置で

きるようにした。錘の上には超音波切離装置（MODEL-L 型；日油技研工業製）を 2 台直

列につないで、係留系の回収が確実に行えるようにした。ペラジックチャンバーの空中重

量は、装置の重量に筒内の海水重量が加わると約 1,400 kg となる。装置の回収時には、装

置が海面から空中に貫出する時に、波の抵抗も加わり、ロープに大きな荷重が加わる。そ

こで、回収時にロープ破断による装置紛失のリスクを低減させるために、ペラジックチャ

ンバーの上部は、直径 12 mm のナイロンタフレロープ（引張強さ 3.92tf）と直径 18 mm

のナイロンエイトロープ（引張強さ 6.47tf）の 2 重索とした。また、係留水深を確認する

ために、ペラジックチャンバーには圧力センサー（NWD-500；日油技研工業製）を取り付

けて係留水深と水温を記録した。 

 

②実験条件 

実験条件としては、チャンバー内の CO2濃度が 1,500 μatm、5,000 μatm となる曝露区

とコントロールを設定した。チャンバー内の CO2濃度は、各チャンバーにそれぞれ異なる

濃度の高濃度 CO2 海水を所定量注入することで調整した。注入する高濃度 CO2 海水は、
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実験室における希釈実験から pH を指標として、調製方法や注入量等を検討した。 

ペラジックチャンバーを係留する前には、ペラジックチャンバーを船のワイヤーで吊る

して海表面の海水を採取し、船上において電気分解塩素発生装置によりチャンバー内に塩

素を発生させた。その状態でチャンバー内と海水に触れるホース内部を約１時間曝した。

その状況を写真 3.1.2-3 に示す。また、実験場所の初期値用および注入する高濃度 CO2海

水調製用として、係留水深と同水深を狙って海水を採取した。さらに、実験海域の海洋構

造を把握するために、CTD（SBE19plus；SEA Bird 社製）による鉛直観測を行った。 

実験のタイムテーブルを表 3.1.2-1 に示す。係留系は 12 月 19 日の 9：30に設置された。

チャンバーの蓋は同日の 17：00 に閉じられ、17：30 にそれぞれのチャンバーにおいて

高濃度 CO2海水が注入された。その後は、実験終了まで経時的に 800 ml ずつ採水された

（表 3.1.2-1）。回収は、12 月 28 日の 11：00 に行った。昨年度の実験でチャンバー内の

CO2濃度は高濃度 CO2海水が注入されてから 15 分から 30 分で均一になる結果が得られて

いることから、曝露開始時刻を高濃度 CO2海水が注入された 12 月 19 日 17：30 にプラス

30 分として、曝露の期間は同日 18：00 から 12 月 28 日 11：00 までの約 209 時間とした。 

 

③CO2濃度の調整  

添加する海水は、12 月 18 日に実験場所においてペラジックチャンバーの係留水深と同

等の水深帯から採取した海水(0.45μm ろ過済み）をベース海水とした純 CO2 ガスと N2 ガ

ス飽和海水を個別に作製し、これら 2 つの海水を単独でまたは混合して用いた。純 CO2

ガス飽和海水は 5,000 μatm 用、N2 ガス飽和海水はコントロール用とした。1,500 μatm 用

の注入海水は、5,000 μatm用とコントロール用海水を 49：51の比率で混合して調製した。

この混合比は、陸上で実施した予備実験から、注入量を統一することを前提として求めた。 

チャンバーへの注入量は、室内実験で求めた CO2 ガス飽和海水添加量と pH に関する下

記の関係式から試算した。 

 

     CO2 ガス飽和海水添加％ = 444080 (－1.7912pH) （r＝0.99975） 

 

計算は CO2SYS プログラムを用い、アルカリ度 2256µeq/L、塩分 34、水温 5℃とし計算

した。なお、検討に用いたベース海水は、近畿大学富山試験場で汲み上げられた水深約

100m の海水であり、pH は 8.04 であった。 

調製した添加用海水は、それぞれ 1L 容のアルミニウムバッグに収納し、使用するまで

冷暗所に保存した。 
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④分析 

分析内容および方法を以下に示す。 

 

(a) 生物量：バクテリア、単細胞生物、多細胞生物、POC・PON 

バクテリア、単細胞生物、多細胞生物用試料として、実験初期にはそれぞれのチャンバ

ーから１試料ずつ、実験後には１つのチャンバーから３試料ずつを、それぞれ 50ml 滅菌

チューブ、1L 黒色角型ポリビンおよび 10L 容器に採取した。また、実験後の各チャンバ

ーについて、分取試料採集後の残りの海水を NXX13 プランクトンネット（目合 90μm）

で濾し、生物を採集した。生物の固定および分析は、清沢ら 1)および Ishizaka et al.2),3)

に従った。  

POC・PON は、予め 450℃で 4 時間強熱処理して炭素を除去した GF／Fφ25 フィルタ

ーで海水 5 L をろ過し、フィルターを冷凍保存して持ち帰った。分析は Parkin Elmar 2400 

CHN 分析計を使って行った。POC・PON の試料は、実験初期値用として各チャンバーか

ら 1 試料ずつ、曝露実験終了後は各チャンバーから 3 本ずつを分取した。 

 

(b) 生物活性：ATP 量 

試料は船上において、実験初期に試料水 5L を各チャンバーから１試料ずつ、CO2曝露

実験終了時に試料水 5L をそれぞれのチャンバーから 3 試料ずつ、9L 容のナルゲン社製ポ

リカーボネイトボトルに分取した。分取した試水は、孔径 3μm、φ45mm のヌクレポアフ

ィルターと孔径 0.22μm、φ45mm のミリポア GS フィルターによる多段式サイズ別ろ過

を行った。ろ過後のフィルター試料は-20℃で凍結保存し、陸上実験室に持ち帰った。ATP

の抽出は、いくつか報告されている ATP 抽出法の内 4)、昨年度と同様の最もシンプルで他

の薬品を使用しない煮沸抽出を採用した。フィルター試料を 4ml の Tris 緩衝液に浸漬し

て煮沸抽出を 4 分間行った。その後直ちに氷温下で静置・急冷し、その上清を ATP 分析

試料とした。ATP の分析は、東洋インキ社の ATP 発光キット菌士郎（LL-100-1）を用い

て行った。1 つの抽出試料について 100μL ずつを 96 ウェル白色マイクロプレートの 3 つ

のウェルに分注した後、キット付属のルシフェラーゼ/ルシフェリン発光試薬 100µL を添

加し、抽出試料中の ATP とルシフェリン－ルシフェラーゼ反応によって発光させて

Anthos 社製 Lucy2 Microplate Luminometer を用いて発光量（ALU）を求めた。 

さらに、予め作成した既知濃度の ATP 標準物質と発光量の検量線を用いて、発光量から

ATP 量を算出した。 

 

(c) 生菌数  

吉永・前田(2000)5)の記載による CTC 法とナリジキシン酸法の 2 つの方法で、生菌数の

計数を試みた。 
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CTC 法は細菌の呼吸鎖関連酵素の活性を指標として、呼吸活性を有する生菌を計数する

方法である。CTC（5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride）を添加し一定時間培養す

ることで試水中の呼吸活性を有する細菌は、呼吸鎖関連酵素であるデヒトロゲナーゼやオ

キシゲナーゼによって細胞内に浸透した CTC が還元され、蛍光を発するホルマザンが形

成・蓄積する。一方、呼吸活性を持たない細菌ではホルマザンが形成されないため蛍光を

発しない。 

今回は実験初期には 1 つのチャンバーより 1 検体、実験終了時には各チャンバーあたり

2 検体を採取した。試料は、1 検体につき 10mL ずつ滅菌チューブに採水し試水とした。

各試水には孔径 0.2μmのカートリッジメンブレンでろ過滅菌した 50mMの CTC溶液を最

終濃度が 1mM となるよう 0.2mL 添加した。また、今回の試水は相模湾沖の水深 350m か

ら採取された海水であり微生物の代謝源となる有機物濃度が低いと考えられたため、培養

基質として酵母エキスを最終濃度が 0.025%となるよう添加するケースも検討した（孔径

0.2μm のカートリッジメンブレンでろ過滅菌した 2.5%の酵母エキス溶液を試水 10mL に

つき 0.1mL 添加）。 

CTC および CTC と酵母エキスを添加した各試水は、4℃、暗条件下で 24 時間以上の培

養を行った。実験初期の試料については 96 時間、実験終了後の試料については実験初期

試料の観察結果を踏まえて 24 時間と 264 時間とした。培養終了後はホルマリンで固定（最

終濃度 2%(v/v)）し、計数まで冷暗所で保管した。計数は、ホルマリン固定試料 5mL を孔

径 0.2μm のヌクレポアフィルターでろ過し、無蛍光イマージョンオイルでフィルターを封

入して作成したプレパラートを落射蛍光顕微鏡の B 励起下で観察し計数した。 

ナリジキシン酸法は細胞分裂阻害剤（抗生物質）であるナリジキシン酸を利用してタン

パク質合成活性を有する生菌を計数する方法である。ナリジキシン酸の存在下では海洋で

優占するグラム陰性細菌の細胞分裂は阻害されるが、タンパク質合成は阻害されない。こ

のため、試水にナリジキシン酸を添加して一定期間培養すると、タンパク質合成活性を有

する細菌は細胞分裂できずに伸長し巨大化する。全菌数と伸長した細菌細胞を計数するこ

とで、タンパク質合成能を有する細菌数を求めることができる。 

今回は実験初期には１つのチャンバーより 1 検体、実験終了後は各チャンバーから 1 検

体、それぞれ 50mL ずつ滅菌チューブに採水し試水とした。各試水には孔径 0.2μm のカー

トリッジメンブレンでろ過滅菌した 1％ナリジキシン酸溶液を最終濃度が 0.002%(w/v)と

なるよう 0.1mL 添加した。また、CTC 法と同様に培養基質として酵母エキスを最終濃度

が 0.025%となるよう添加するケースも検討した（孔径 0.2μm のカートリッジメンブレン

でろ過滅菌した 2.5%の酵母エキス溶液を試水 50mL につき 0.5mL 添加した）。 

ナリジキシン酸およびナリジキシン酸と酵母エキスを添加した各試水は、4℃、暗条件下で

CTC 法と同じ期間培養を行った。培養終了後にホルマリンで固定（最終濃度 2%(v/v)）し、

計数まで冷暗所で保管した。計数は、ホルマリン固定試料をDAPI（4’,6-Diamidino-2-phenylindole） 

65



で染色し、全ての細菌数と伸長･巨大化した細胞数を区別して計数した。DAPI 染色は、ホ

ルマリン固定試料 10mLに 5μg/mLのろ過除菌済み DAPI溶液 1mLを加え暗所で 5 分間

反応させた後、孔径 0.2μm のヌクレポアフィルターでろ過し、無蛍光イマージョンオイル

でフィルターを封入してプレパラートを作成した。プレパラートは落射蛍光顕微鏡の UV

励起下で観察し、肥大伸長した菌数を計数した。 

 

(d) バクテリア組成 

バクテリア組成については、4.1.4 節の「分子微生物学的手法による多様性解析」および

4.2.2 節の「深海微生物群集に対する脱窒関連遺伝子検出技術の適用性」で用いる試料を採

取した。実験初期には 1 基のチャンバーから、実験後には 3 つの各チャンバーから海水 5L

を 2 試料ずつ、9Ｌナルゲン社製ポリカーボネイトタンクに分取した。分取した試水は、

孔径 3μm、φ45mm のヌクレポアフィルターと孔径 0.22m、φ45mm のヌクレポアフィル

ターを用いて多段式サイズ別ろ過を行った。ろ過後のフィルターは、DNA 抽出用の NET

バッファー（400mM NaCl, 20mM EDTA, 50mM Tris, pH8.0）2mL とともに可能な限り

気泡が入らないようハイブリバック（コスモバイオ社製）に包埋･密封し、-20℃で凍結保

存した。 

 

(e) 水質：pH、塩分、全炭酸（T- CO2）、溶存酸素（DO）濃度、栄養塩、アルカリ度 

分析方法を表 3.1.2-2 に示す。試料は、実験初期値用として各チャンバーから１本ずつ、

実験中（係留中）の試料は、アルミニウムバッグに採取された海水から１試料ずつ、実験

終了時には、各チャンバーから１試料ずつを分取した。 

また、pＨと T-CO2から CO2SYS プログラムを使って CO2 分圧（pCO2）を算出した。

さらに、DO センサーによりチャンバー内の溶存酸素を 10 分間毎に観測した。 

 

 

３．１．２－４ 結果 

 

①係留系設置状況 

図 3.1.2-3 にペラジックチャンバーの係留水深と水温の観測結果を示す。ペラジックチ

ャンバーは水深約 340m に係留され、水温は約 8.5℃でほぼ一定であった。係留水深は 12

月 23 日の午後にやや深くなり、17：20 に最大水深 356m を示した。実験の初期値用試水

および実験で注入する高濃度 CO2海水調製用海水（イニシャル海水）の採取水深は 393m

であった。また、塩分はイニシャル海水が 34.321±0.004PSU、係留実験の回収時の値が

34.354±0.004PSU（3 つのチャンバーの平均値±標準偏差）であり、イニシャル海水を採

取した水深とチャンバーが係留された水深はわずかに異なっていた。ただし、それぞれの
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採取においては塩分の差はなく、3つのチャンバーが同一水深で作動していることを示した。

実験終了時にチャンバー内部を確認したところ、1,500μatm 区においてはスターラのハネ

の部分が脱落していた。本スターラは金属製の回転芯に樹脂製のハネをＯリングで留める

構造であり、設置時に水の抵抗で O リングが外れたと考えられる。 

 

②水質 

図 3.1.2-4 に水質の分析結果を示す。pCO2、T-CO2および pH は、コントロール区は、

それぞれ 472～559 μatm、2,169～2,174 μmol/kg および 7.90～7.97、1,500 μatm 区は、

第１回目の採水試料の値が 4,701 μatm、2,601 μmol/kg および 7.04 となり、以降は、そ

れぞれ 2,324～2,326 μatm、2,374～2,390 μmol/kg および 7.31～7.35、5,000 μatm 区は、

それぞれ 5,837～5,980 μatm、2,615～2632 μmol/kg および 6.91～6.94 となった。イニシ

ャル値は、それぞれ 582 μatm、2,186 μmol/kg および 7.90 であった。アルカリ度は、コ

ントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 μatm 区が、それぞれ 2,286～~2,294、2,284

～2,297、2,287～2,294 μmol/kg であり、他の炭酸系物質に比べると実験区間の違いは小

さかった。DO 濃度は、第１回目の採水試料と実験終了時の値が、コントロール区ではそ

れぞれ 6.2 mg/L と 4.5 mg/L、1,500 μatm 区では 6.1 mg/L と 4.5 mg/L、5,000 μatm 区

では 6.0 mg/L と 4.8 mg/L となった。第 2 回目から 3 回目の採水試料の値はいずれの実験

区においても 5.2～5.8 mg/L の範囲であった。栄養塩のうち硝酸態窒素（NO3-N）は、第

１回目の採水試料と実験終了時の値が、コントロール区ではそれぞれ 21.6 μmol/kgと 22.5 

μmol/kg、1,500 μatm 区では 21.6 μmol/kg と 22.9 μmol/kg、5,000 μatm 区では 21.5 

μmol/kg と 22.3 μmol/kg となり、いずれの実験区においても実験期間中に増加する傾向が

見られた。 

 

③DO センサー 

図 3.1.2-5に DOセンサーの観測結果（12月 20日 0：00から 12月 28日 0：00）を示す。 

DO の飽和度（％）および濃度は、コントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 μatm

区で、12 月 20 日 0：00 にそれぞれ、41.7％、4.7 mg/L、49.7％、5.58 mg/L および 41.1％、

4.63 mg/L、12 月 28 日 0：00 にはそれぞれ、38.3％、4.46 mg/L、38.8％、4.55 mg/L お

よび 37.9％、4.41 mg/L となり、いずれも減少する傾向がみられた。しかし、1,500 μatm

区においては、実験開始から 12 月 24 日 9：00 頃までの間は他の実験区に比べて値が高い

うえに上下に大きく変動し、12 月 25 日 12：00 頃から大きく低下していた。コントロー

ル区では 12 月 23 日の午後に値がやや低くなり再び上昇する変動がみられたが、全般的に

はコントロール区と 5,000μatm 区は時間の経過とともに緩やかに減少する傾向を示した。 
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④生物量 

(a)バクテリア 

図 3.1.2-6 にバクテリアの計数結果を示す。バクテリアは、実験初期値、コントロール

区、1,500 μatm 区および 5,000 μatm 区において、それぞれ 1.3×105 cells/ml、4.8×105 

cells/ml、2.1×105 cells/ml および 3.7×105 cells/ml であった。実験初期値に比べて曝露

実験区が高く、曝露実験区の中ではコントロール区が最も高く、次いで 5,000 μatm 区、

1,500 μatm 区であった。 

 

(b)単細胞 

表 3.1.2-3 に単細胞動物プランクトンの分類群別計数結果を、図 3.1.2-7 に単細胞動物プ

ランクトンの計数結果をそれぞれ示す。単細胞動物プランクトンは、HMF（Heterotrophic 

Micro Flagellate; 従属栄養性微小鞭毛虫）、渦鞭毛虫類および繊毛虫類が分類され、全て

の試料において HMF が 85%以上と優占し、渦鞭毛虫類が 10%程度、繊毛虫類が 1%以下

であった。全単細胞動物プランクトンは、実験初期値、コントロール区、1,500 μatm 区お

よび 5,000 μatm 区において、それぞれ 8.9 cells/ml、4.5 cells/ml、5.3 cells/ml および 2.4 

cells/ml であった。実験初期値に比べて曝露実験区が低く、曝露実験区の中では、1,500 

μatm 区が最も高く、次いでコントロール区、5,000 μatm 区であった。 

 

(c)多細胞 

表 3.1.2-4 に各チャンバーから採取した 10L の試料海水中に存在した多細胞動物プラン

クトンの計数結果を示す。 

多細胞動物プランクトンは、線虫類、介形類およびカイアシ類が同定され、カイアシ類

が全体の 90％以上を占めた。線虫類は 1,500 μatm 区のみに見られ、介形類は暴露実験区

では測定されたがコントロール区では見られなかった。全体の 90％以上を占めたカイアシ

類の合計数は、実験初期値、コントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 μatm 区におい

て、それぞれ 127±32 個体／100 L、113±70 個体／100 L、63±12 個体／100 L および

77±25 個体／100 L であった。実験初期値が最も高く、次いでコントロール区、5,000 μatm

区、1,500 μatm 区の順であった。 

表 3.1.2-5 に各チャンバーから分取試料採取後の残りの海水中のプランクトンネットで

捕捉した多細胞動物プランクトンの計数結果を示す。 

ネット多細胞動物プランクトンでは、カイアシ類のみが出現した。出現数と種類数は、

ノープリウス幼生を加えて、実験初期値、コントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 

μatm 区でそれぞれ、33 個体／全量、9 種類、8 個体／全量、4 種類、16 個体／全量、9

種類および 17 個体／全量、７種類であった。 
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(d)POC 

図 3.1.2-8 に POC、PON および両者の比(C/N 比)を示す。 

実験初期値、コントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 μatm 区における POC は、

それぞれ 14.0±3.5 μgC/L、31.6±1.5 μgC/L、15.2±2.2 μgC/L および 21.5±1.5 μgC/L、

PON は、それぞれ 3.6±2.4 μgN/L、7.1±0.5 μgN/L、2.3±0.1 μgN/L および 4.6±0.03 

μgN/L であった。POC、PON ともに実験初期値と 1,500 μatm 区が同程度で最も低く、コ

ントロール区が最も高く、5,000μatm 区が中間の値を示した。C/N 比は、実験初期値、コ

ントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 μatm 区において、それぞれ 6.4±4.4、4.5±

0.1、6.7±1.3 および 4.7±0.3 であり、コントロール区と 5,000 μatm 区が小さく、実験初

期値と 1,500μatm 区が高かった。 

 

⑤生物活性（ATP 量）  

図 3.1.2-9 に ATP 量を示す。ATP 量は、0.2 μm～3 μm と 3 μm 以上の 2 つのサイズに

分けて分析した。0.2 μm～3 μm の分画の ATP 量は、実験初期値、コントロール区、1,500 

μatm区および 5,000 μatm区において、それぞれ 242±362 pg/L、278±188 pg/L、33±25 pg/L

および 273±187 pg/L であり、1,500 μatm 区が他と比べて１桁低かった。その他はほぼ同

じであった。3 μm 以上の分画の ATP 量は実験初期値、コントロール区、1,500 μatm 区お

よび 5,000 μatm 区において、それぞれ 52±12 pg/L、504±234 pg/L、42±19 pg/L および

234±50 pg/Lであり、実験初期値と 1,500 μatm 区が低く、コントロール区が最も高かった。

両分画を合わせた総 ATP 量は、実験初期値、コントロール区、1,500 μatm 区および 5,000 

μatm 区において、それぞれ 309±348 pg/L、836±271 pg/L、80±5 pg/L および 544±6 pg/L

であった。実験初期値に比べて曝露実験区が高く、曝露実験区の中ではコントロール区が

最も高く、次いで 5,000 μatm 区、1,500 μatm 区となっており、バクテリアの結果と対応

していた。 

 

⑥生菌数 

CTC 法では、図 3.1.2-10 に示すような赤色蛍光を示す細菌粒子が確認できた。この蛍

光を発する細菌は、呼吸活性を有する生細菌として計数を行った。CTC 法による呼吸活性

菌数の計数結果を表 3.1.2-6 に、そのグラフを図 3.1.2-11 示した。CO2曝露前の試料につ

いては、初めての試みであることおよび 4℃という比較的低温下での培養であることから

培養期間を 96 時間（4日間）とした。CTC 添加では、活性菌数は 3.93×103cells/mLであり、

CTC と酵母エキスを添加では、呼吸活性菌数が 5.11×105cells/mL と培養開始前の全菌数

（1.2～1.5×105cells/mL）を上回る結果となった。CTC のみの添加では、培養時間が短か

過ぎ、CTC と酵母エキスを添加した場合には、培養時間が長すぎると考えられたため、

CO2曝露後の試料の処理については、24 時間と 264 時間（11 日間）の 2 つの培養時間を
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検討することとした。 

CTC 添加の 24 時間培養による生菌数は、コントロール区は 2.09×104 cells/mL、1500 

μatm 区では全く蛍光を発する細胞が認められず、5,000 μatm 区では 1.62×104 cells/mL

であった。264 時間培養の生菌数は、コントロール区は 3.68×103 cells/mL、1500 μatm

区では 24 時間培養と同じ 0 cells/mL、5,000 μatm 区では 2.45×103 cells/mL と呼吸活性

を有する細菌数が減少する傾向が認められた。一方、CTC と酵母エキスの添加の 24 時間

培養の生菌数は、コントロール区は 3.04×105 cells/mL、1,500 μatm 区では 3.12×104 

cells/mL、5,000 μatm 区では 1.40×105 cells/mL と酵母エキス無添加の場合よりも呼吸活

性を有する細菌数は増加した。264 時間培養では、顕微鏡下では蛍光を発する細胞が顕著

に増加することが観察されたが、凝集塊を形成したため計数が不可能であった。 

ナリジキシン酸法による生菌数の計数結果を表 3.1.2-7 に示し、各試験区の生菌数（伸

長菌数）と非伸長菌数（全菌数から生菌数を差し引いた数）の積算を図 3.1.2-12 に示した。

ここでの生菌は、桿菌状に伸長した細胞を対象として計数した。CO2曝露前の試料につい

ては、ナリジキシン酸のみ添加の生菌数は 1.37×104cells/mL で生菌数比率が 5.5%であっ

た。酵母エキスを添加した場合は細菌が増殖するとともに菌体が過剰に伸長し、一部菌体

が分解する状態が観察され計数は不可能であった。CO2曝露後の試料については、CTC 法

と同じ 24 時間と 264 時間の 2 つの培養時間を検討した。 

CO2曝露後のナリジキシン酸添加 24時間培養では、コントロール区の全菌数は 2.34×105 

cells/mL で生菌数は 9.83×103 cells/mL で生菌数率は 4.2％、1,500 μatm 区の全菌数は

1.44×105 cells/mL で生菌数は 2.94×103 cells/mL で生菌数率は 2.0％、5,000μatm 区で

は全菌数は 1.86×105 cells/mL で生菌数は 7.36×103 cells/mL で生菌数率は 4.0％であっ

た。264 時間培養した場合には、全ての試験区で全菌数と生菌数が 24 時間培養よりも増

加する傾向が認められ、コントロール区の全菌数は 3.66×105 cells/mL で生菌数は 5.40×

104 cells/mL で生菌数率は 14.8％、1,500 μatm 区の全菌数は 1.83×105 cells/mL で生菌

数は 1.67×104 cells/mL で生菌数率は 9.1％、5,000 μatm 区では全菌数は 3.10×

105cells/mL で生菌数は 1.33×105 cells/mL で生菌数率は 30.0％であった。一方、ナリジ

キシン酸と酵母エキスの添加の 24 時間培養では、全ての試験区で全菌数と生菌数が増加

した。また、実験初期試料で観察された菌体の過剰伸長は認められず、酵母エキス無添加

と同じような桿菌状の細胞が観察された。コントロール区の全菌数は 2.47×105 cells/mL

で生菌数は 2.21×104 cells/mL で生菌数率は 8.9％、1,500 μatm 区の全菌数は 1.69×105 

cells/mL で生菌数は 1.72×104 cells/mL で生菌数率は 10.2％、5,000 μatm 区では全菌数

は 1.98×105 cells/mL で生菌数は 1.86×104 cells/mL で生菌数率は 9.4％であった。さら

に、264 時間培養した場合には 24 時間培養よりも全菌数および生菌数が増加する傾向が

認められ、コントロール区の全菌数は 3.55×105 cells/mL で生菌数は 7.46×104 cells/mL

で生菌数率は 21.0％、1,500 μatm 区の全菌数は 2.45×105 cells/mL で生菌数は 3.78×104 

cells/mL で生菌数率は 15.4％、5,000 μatm 区では全菌数は 4.39×105 cells/mL で生菌数

は 9.22×104 cells/mL で生菌数率は 21.4％であった。 
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３．１．２－５ 考察 

 

ペラジックチャンバーを用いた海洋浮遊生物に対する CO2の影響予備実験を行なった。

実験終了時点の生物量や呼吸速度などの生物の活力に関わる指標を比較検討した結果、

本チャンバーを用いて比較することで、現場海洋において CO2の生物影響を評価できると

考えられる。 

コントロール区と 5,000 μatm 区の生物量を比較すると、バクテリア、単細胞動物プラ

ンクトン、多細胞動物プランクトン、POC および PON は、いずれも 5,000 μatm 区が低

くなっていた。5,000 μatm 区の単細胞動物プランクトン密度は、コントロール区よりも低

くなっていた。単細胞動物プランクトンの多くはバクテリアを捕食していると考えられる

ことから、5,000 μatm 区ではバクテリアに対する捕食圧が低くなり、バクテリアが多くな

ると期待される。しかし、5,000 μatm 区のバクテリアはコントロール区よりも低く、単細

胞動物プランクトンだけでなく、バクテリアも CO2の影響により減少したことを示唆する。

一方、呼吸活性として DO センサーによる測定結果から酸素消費速度を試算したところ、

コントロール区では 1.3 μg/L/hr 5,000 区では 1.1 μg/L/hr となり、5,000 μatm 区で酸素

消費速度が低くなった。また、生物活性の指標である ATP 量においても、コントロール区

よりも 5,000 μatm 区が低くなっていた。これらのことは、5,000 μatm 区においては高濃

度 CO2 により CO2 耐性の低い生物が死滅して生物個体（細胞）数が減少し、それに伴っ

て酸素消費量や生物活性が低下した可能性を示す。この点については、実験回数を重ね、

より多くのデータを収集することで検証し、かつ食物連鎖を通した CO2の影響を評価する

必要がある。また、今回は 1,500μatm 区のスターラが脱落したことにより攪拌が不十分で

実験ができなかったが、1,500μatm 区よりも低濃度となる PNEC（ケーススタディにおい

ては Δ500 μatm としている）を検証できるような低濃度 CO2による実験も必須である。 

一方、海洋中深層においては、バクテリアが全生物現存量の 8割以上を占めることから、

CO2の影響評価のためには、バクテリアを対象とした実験を進める必要がある。本実験に

おいては、生菌数の計測を CTC 法およびナリジキシン酸法により試みた。本年度は、こ

れら方法の適応性の評価が目的であったことから、１試験区につき１試料あるいは 2 試料

のみを培養して実施したため、各実験区間の差について統計的に評価することはできない。

しかし、今回、CTC 法とナリジキシン酸法ともに 1,500μatm 区の生菌数が低い評価を示

し、この結果は細菌数分析や ATP 分析とも一致するものであった。また、今回 CO2曝露

開始前を予備検討として、CO2曝露後の培養時間について 2 条件設けた。培養基質である

酵母エキスの有無あるいは添加濃度によって培養時間を調整する必要があるものと考えら

れた。この培養基質濃度と培養時間の関係は、試験に用いる海水が常に一定でないことを

考えると複数の設定条件を設け、計数値が安定するレベルの値を採用する必要があると考

えられる。 
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CTC 法による生菌数計数については、CTC 単独あるいは CTC と酵母エキスを添加し

24 時間程度培養することで呼吸活性を有する細菌現存量の推定が可能であることが示唆

された。CTC の還元によるホルマザンの蛍光は明瞭であり、ナリジキシン酸法のように反

応後に別途菌体染色する工程が不要であり、ホルマリン固定し冷暗所で保管することも可

能である。また、全ての細菌や古細菌に適用可能であるとの報告はないが、CTC 法は

Staphylococcus 属や Listeria 属といったグラム陽性細菌 6),7）と Escherichia coli や

Pseudomonas 属、Salmonella 属といったグラム陰性細菌 8),9),10)の両グループの細菌に利

用できる報告がある。また、近年、呼吸活性を有する生菌数と全菌数を同時に計測する

CTC-DAPI 二重染色法 11)が報告されており、これを利用することで全菌数に対する呼吸活

性菌の存在比率を評価することが可能になると考えられる。 

一方、ナリジキシン酸を用いた DVC 法による生菌数計数についても、CTC 法と同様に

現場での試料前処理は試薬を添加して培養するだけでの簡便さがあり、ナリジキシン酸は

CTC よりも安価である利点がある。ただ、ナリジキシン酸はグラム陰性細菌に対しては有

効であるがグラム陽性細菌は比較的耐性が高いことが欠点である。ただし、海水中の細菌

はグラム陰性細菌が優占していることから大きな傾向を見る上では有効と考えられる。ま

た、Joux＆Lebron(1997)は、複数の抗生物質を組合せることで比較的多種類の細菌群の生

菌数を評価できることを報告している 12)。このように試験対象に応じた改良を加えること

でより感度の高い生菌数評価が可能になると考えられる。 

以上のように CTC 法と DVC 法の 2 つの方法について生菌数の評価を試み、目的に応じて

使い分けることにより両方法とも有効な手法であると考えられた。Yokomaku ら(2000)は

CTC 法とナリジキシン酸法、さらには寒天平板計数法やエステラーゼ活性法を併用して河

川水中の生菌数を調べているが 13)、CO2曝露試験においても単独の方法で曝露影響を評価

するのではなく、複数の方法を組み合わせて細菌群数の活性を調べ、群集構造解析の結果

と併せて評価する必要があると考えられる。 
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写真 3.1.2-1 ペラジックチャンバー 

スターラー

DOセンサー

写真 3.1.2-2 DO センサーとスターラ 
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図 3.1.2-1 実験地点 
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図 3.1.2-2 ペラジックチャンバー係留系設計図 
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月日 時間 イベント 備考
12月19日 9:30 設置
12月19日 17:00 蓋閉
12月19日 17:30 CO2海水注入 4,000 ml
12月19日 18:00 採水 800 ml
12月22日 6:00 採水 800 ml
12月25日 18:00 採水 800 ml
12月28日 6:00 採水 800 ml
12月28日 11:00 回収、採水

表 3.1.2-1 実験スケジュール 

写真 3.1.2-3 塩素発生装置による洗浄 
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項目 方法

ｐH ガラス電極測定

塩分 電導度比較法

溶存酸素 Winkler法（電位差滴定法）

全炭酸 リン酸－窒素パージ、クーロメーター検出法

アルカリ度 塩酸溶液による電位差滴定法（25℃）

栄養塩

ＰＯ4－Ｐ：モリブデン酸ブルー・アスコルビン酸還元法

ＳｉＯ2-Si：Siモリブデン酸イエロー・アスコルビン酸還元法

ＮＯ2－Ｎ：ナフチルエチレンジアミン法

ＮＯ3－Ｎ：Cu-Cdカラム還元法

ＮＨ4－Ｎ：インドフェノール法

表 3.1.2-2 水質分析方法 

図 3.1.2-3 ペラジックチャンバーの係留水深と水温 

     （ ）数値は、イニシャル海水採水時の値 
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図 3.1.2-4 水質分析結果 

     （ ）数値は、イニシャル海水の値 
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cells/mL

8.0 (1.7) 4.0 (0.3) 4.8 (0.8) 2.1 (0.2)

90.3 % 88.7 % 90.4 % 84.6 %

0.8 (0.5) 0.5 (0.1) 0.5 (0.05) 0.4 (0.2)

9.4 % 10.9 % 9.4 % 15.1 %

0.03 (0.02) 0.02 (0.02) 0.01 (0.002) 0.01 (0.01)

0.4 % 0.4 % 0.2 % 0.3 %

合計 8.9 (1.5) 4.5 (0.4) 5.3 (0.8) 2.4 (0.4)

1,500μatm 5,000μatm

HMF

渦鞭毛虫

繊毛虫

イニシャル値 Control

表 3.1.2-3 単細胞動物プランクトン計数結果 

（ ）数値は標準偏差 

斜文字は割合 
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0 (0) 0 (0) 3.3 (5.8) 0 (0)

0 % 0 % 4.8 % 0 %

3.3 (5.8) 0 (0) 3.3 (5.8) 3.3 (5.8)

2.6 % 0 % 4.8 % 4.2 %

20.0 (10.0) 16.7 (15.3) 13.3 (11.5) 20.0 (10.0)

15.4 % 14.7 % 19.0 % 25.0 %

6.7 (11.5) 0 (0) 3.3 (5.8) 0 (0)

5.1 % 0 % 4.8 % 0 %

100.0 (20.0) 96.7 (55.1) 46.7 (5.8) 56.7 (20.8)

76.9 % 85.3 % 66.7 % 70.8 %

126.7 (32.1) 113.3 (70.2) 63.3 (11.5) 76.7 (25.2)

97.4 % 100.0 % 90.5 % 95.8 %

130.0 (36.1) 113.3 (70.2) 70.0 (17.3) 80.0 (20.0)合計

線虫類
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カイアシ類合計
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オンケア科
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ノープリウス幼生
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図 3.1.2-7 単細胞動物プランクトン計数結果 

表 3.1.2-4 多細胞動物プランクトン計数結果１ 

（ ）数値は標準偏差 

斜文字は割合 
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種類 発生段階 イニシャル値 Control区 1,500μatm区 5,000μatm区

Paraeuchaeta russelli Adult 1

Scolecitrichidae Adult 1

Oithona similis Adult 1

Microsetella norvegica Adult 3

Oncaea dentipes Adult 1 1

Oncaea similis Adult 2 1

Oncaea zernovi Adult 9 2 2 5

Oncaea sp.1 Adult 1 1 1

Oncaea sp.2 Adult 1

Oncaea sp.3 Adult 2 3

Aetideidae Copepodite 2

Clausocalanidae Copepodite 2 1

Paracalanidae Copepodite 2

Temora sp. Copepodite 1

Calanoida Copepodite 1 1

Oncaea spp. Copepodite 3 3 3 2

Copepoda Nauplius 10 2 3

合計 33 8 16 17

表 3.1.2-5 多細胞動物プランクトン計数結果２ 
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培養時間
(hours)

呼吸活性菌数*
(cells/mL)

CTC添加 代表1基 96 3.93×10
3

CTC + 酵母ｴｷｽ添加 代表1基 96 5.11×10
5

対照区 2.09×10
4

1500ppm区       0

5000ppm区 1.62×10
4

対照区 3.68×10
3

1500ppm区       0

5000ppm区 2.45×10
3

対照区 3.04×10
5

1500ppm区 3.12×10
4

5000ppm区 1.40×10
5

対照区

1500ppm区

5000ppm区

* CTCにより蛍光を発する細菌様粒子

試　験　区

CO2曝露前

CO2曝露後

264

24

24

264

CTC添加

CTC + 酵母ｴｷｽ添加

計数不可
(凝集塊形成)

表 3.1.2-6 CTC 法による呼吸活性菌数の計数結果
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図 3.1.2-11 CTC 法による CO2 曝露前後の呼吸活性菌数 

CTC：CTC 添加、CTC+YE：CTC＋酵母エキス添加 
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表 3.1.2-7  ナリジキシン酸を用いた DVC 法による生菌数の計数結果 

培養時間
(hours)

全菌数
(cells/mL)

生菌数
(cells/mL)

生菌比率
(%)

ﾅﾘｼﾞｷｼﾝ酸 代表1基 96 2.51E+05 1.37E+04 5.5

ﾅﾘｼﾞｷｼﾝ酸 + 酵母ｴｷｽ 代表1基 96

対照区 2.34E+05 9.83E+03 4.2

1500ppm区 1.44E+05 2.94E+03 2.0

5000ppm区 1.86E+05 7.36E+03 4.0

対照区 3.66E+05 5.40E+04 14.8

1500ppm区 1.83E+05 1.67E+04 9.1

5000ppm区 4.43E+05 1.33E+05 30.0

対照区 2.47E+05 2.21E+04 8.9

1500ppm区 1.69E+05 1.72E+04 10.2

5000ppm区 1.98E+05 1.86E+04 9.4

対照区 3.55E+05 7.46E+04 21.0

1500ppm区 2.45E+05 3.78E+04 15.4

5000ppm区 4.39E+05 9.22E+04 21.0

試　験　区

　過大伸長、計数不可
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図 3.1.2-12  DVC 法による各 CO2 曝露試験区の伸長菌と非伸長菌の計数結果 

■伸長菌(生菌)、■非伸長菌(死菌および NLDA 非感受性菌) 

NLDA：ナリジキシン酸添加、NLDA+YE：ナリジキシン酸＋酵母エキス添加 
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第４章 深海生物の CO2影響研究 

 

４．１ 深海生態系の研究 

  

４．１．１ カイアシ類の捕食構造解析 

 

４．１．１－１ はじめに 

 

CO2 海洋隔離に伴う生物影響評価手法を確立するために、生態系モデルの開発、深海生

態系の研究、CO2 影響の研究が実施されている。本研究では、生態系モデルのコンパート

メントの構築や深海生態系における CO2 影響の伝播の解明に成果を供することを最終目

標とし、安定同位対比を用いた食物連鎖構造の解析を行う。 

本プロジェクトで実施してきた中深層生態系の研究より、カイアシ類の栄養段階は食性

によって異なることが示唆され、中深層で採取される懸濁粒子よりも表層の沈降粒子の成

分に近いものが中深層性のカイアシ類の餌として重要との手がかりを得た。また、カイアシ

類そのものの移動による上層から下層への食物連鎖の流れが存在する可能性が示唆された。 

本年度は、中深層で得られる沈降粒子が中深層のカイアシ類の一次食資源となり得るか

を検討するために、沈降粒子を分画し安定同位対比を測定した。昨年度得られたカイアシ

類と表層の沈降粒子の考察とをあわせて塩釜沖におけるカイアシ類の捕食構造を解析した。 

 

 

４．１．１－２ 原理と方法 

 

① 中深層性カイアシ類の一次食資源の摂餌方法の仮説 

中深層における生態系は表層からの有機物の供給に依存しており、中でも粒子態の有機

物の沈降による寄与が大きいとされている 1)。カイアシ類はサンプリング手法によっては

粒子状物質と分類される植物プランクトンや有孔虫、放散虫などの微小プランクトンとエ

ビ類や魚類などの大型プランクトンを結ぶ仲介者としての役割を担っている。しかし、動

物プランクトンはその小ささや中深層中での密度の低さ、適した観察機器がないことなど

から現場における摂餌行動についての知見は乏しい 2)。一方で、カイアシ類の食性につい

てはカイアシ類が備える器官や付属肢の形態や機能が調べられ、粒子食性や肉食性、デト

リタス食性に分類されている 3, 4)。また、カイアシ類には日周鉛直移動や発育に伴う鉛直

移動（個体発生的鉛直移動）によって表層と中深層を移動し表層で摂餌を行う種類も知ら

れている 5)。以上を鑑み、中深層から採取されるカイアシ類の摂餌仮説を次の 3 つに整理

した。 
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(a) 上層から餌とともに下層へ移動 

(b) 上層で餌を摂取し下層へ移動 

(c) 上層から沈降してきた餌を下層で摂取 

 

(c) 上層から沈降してきた餌を

下層で摂取

(a) 上層から餌とともに

下層へ移動

(b) 上層で餌を摂取し

下層へ移動  

 

② 安定同位対比を用いた食物連鎖の解析方法 

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、安定同位体比の分析など

が挙げられる 6)。胃内容物の観察は、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指摘されている。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

把握し難い。そもそも海洋中深層では、生物密度の低さから現場での摂餌行動の観察は困

難である。さらに海域が貧栄養である場合、消化管に内容物が残留している生物が採取さ

れることは希である。一方、安定同位体比の研究は、捕食者が長期にわたって体内に同化

した餌の情報を得て、捕食－被食関係を間接的に観察する手法である。生物体組織の同位

体組成が主として餌の同位体組成に依存し、食物連鎖が高次に進む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 7)。ある消費者の安定同位

体比をδs、一次生産者の安定同位体比をδp とし、捕食－被食関係によって生じる同位体の

濃縮係数をεとすると、栄養段階（TL）は次式によって求められる。 

TL ＝ (δs－δp）／ε  （ア） 

栄養段階が 1 段増えるごとに炭素同位対比（δ13C）は-1‰から+2‰、窒素同位対比（δ15N）

は+2‰から+4‰増加すると一般に言われている 8)。 

 

③ 試料採取 

沈降粒子はセジメントトラップを水深およそ 2000、3000、4000m に設置し、20 日毎に

回転式のエンドカップを切り替えて採取した。セジメントトラップは K1207 調査航海によ

って 2007 年 11 月に塩釜沖へ設置され、2008 年 3 月に回収された。塩化水銀で固定され
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たセジメントトラップ試料は分析まで冷蔵保存した。本研究では 2007 年 11 月に採取され

たカイアシ類の捕食機構を考察することから、2007 年 11 月 11 日から 2007 年 12 月 1 日

までの 20 日間に採取された試料を以下で検討することとした。 

 

④ 安定同位体比の測定 

冷蔵したセジメントトラップ試料は研究室に移送し、顕微鏡下でできる限り詳細に成分

の同定ならびに写真撮影を行った。沈降粒子は目合い 1mm と目合い 0.1mm のメッシュを

用いて 0.1mm 以下の成分と 0.1～1mm の成分の 2 つに分画した。サイズ分画された試料

は純水ですばやく洗浄し、遠心分離をして濃縮した。得られた試料は一度凍結させ、乾燥

重量が安定するまで凍結乾燥または 60℃の温風で乾燥させた。沈降粒子試料の一部は、炭

素同位対比に影響をおよぼす炭酸塩を除去するために塩酸処理を施した。炭素同位体比と

窒素同位体比の測定には、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。 

 

 

４．１．１－３ 結果と考察 

 

① セジメントトラップ試料の組成 

K1207 航海によって採取されたセジメントトラップには、スイマーと呼ばれる遊泳性の

動物プランクトンが一部混入していることから、目合い 1mm のメッシュでサイズ分画し、

1mm 以下の成分を沈降粒子とした。ちなみに、1mm より大きい成分では、放散虫の棘を基

質とした糞粒などの凝集物が主であり、大型のカイアシ類や端脚類も視認された（表 4.1.1-1）。

凝集物の中にオンケアなどの小型のカイアシ類は認められなかった。 

沈降粒子の同定結果を表 4.1.1-2 と表 4.1.1-3 に示す。また、図 4.1.1-1 に 1mm 以下の

沈降粒子の観察結果を示す。顕微鏡下の観察による定性的な沈降粒子の組成は、糞粒など

のその他成分がもっとも多く、次いで珪藻類、有孔虫類、放散虫類であった（表 4.1.1-2）。

水深 2000m ではカイアシ類幼生の破片が視認されたが、破損のない小型のカイアシ類は

認められなかった。最も多く視認された生物は、水深 2000m、3000m ではコスキノディ

スク属の珪藻、水深 4000m ではグロビゲリナ科の有孔虫であった（表 4.1.1-3）。深度によ

って主要出現種の量の大小はあるものの種類の変化は小さかった。 

 

② 水深 2000m から得た沈降粒子の安定同位体比 

当初、沈降粒子は珪藻、有孔虫、放散虫、糞粒などの成分ごとに分析しようと計画して

いたが、糞粒の粉砕物のような不定形の懸濁物が絡まり、分画が上手く行えなかった。

そこで、目合い 0.1mm のメッシュを用いてサイズによって分画を行った。0.1mm より小
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さいサイズ（簡便化のためここでは小型沈降粒子と呼ぶ）には有孔虫、放散虫、糞粒が含

まれ、0.1～1mm のサイズ（大型沈降粒子と呼ぶ）には珪藻、放散虫、糞粒が含まれた。 

脱炭酸塩処理を施す前の炭素同位対比は、小型沈降粒子で -17.4‰、大型沈降粒子で

-5.4‰であった。目視では小型沈降粒子に有孔虫が多く認められていたが、大型沈降粒子

の値の方が高く、炭酸塩の炭素同位対比の一般値とされる 0‰（例えば 9)）に近い値とな

った。昨年度、水深 200m から得た糞粒の炭素同位対比を検討した結果、脱炭酸塩処理を

施すことにより-17.7‰から-25.0‰へ低下し、糞粒の中に炭酸塩骨格を持つ成分が封じ込

められていることが明らかになっている。大型沈降粒子の炭素同位体が高かった理由とし

て、炭酸塩骨格成分を含む糞粒が多く含まれていたことが考えられる。 

一方、脱炭酸塩処理を施した場合の炭素同位対比は、小型沈降粒子で-21.0‰、大型沈降

粒子で-22.5‰であった。また、窒素同位対比はサイズに寄らず+5.6‰程度であった。 

 

③ 中深層から得たカイアシ類の一次食資源の探索 

炭酸塩などの無機炭素は体内に同化されないと予想されるので、脱炭酸塩処理後の安定

同位対比と昨年度同時期に水深 1500～2500m から採取されたカイアシ類の安定同位対比

について比較を行った（図 4.1.1-2）。栄養段階が 1 段増えると炭素同位対比は 0.8±1.1‰、

窒素同位対比は 3.0±2.6‰増加すると言われている 10, 11)。カイアシ類の中で最も窒素同位

対比の最も低かったオンケアの安定同位対比を基準としてカイアシ類の一次食資源の安定

同位対比を推定すると、炭素同位対比は-25～-23‰、窒素同位対比は 0～+5‰と予想され

る。沈降粒子の窒素同位対比+5.6‰は、中深層性カイアシ類の一次食資源の摂餌方法の仮

説（c）の「中深層の粒子が一次食資源」と考えるには値が高い。 

中深層のカイアシ類と沈降粒子の安定同位対比マップに水深 65～305m から得られた表

層性の沈降粒子もあわせて示す（図 4.1.1-3）。表層性の沈降粒子はサイズ分画しておらず、

全量を分析に供したものである。水深 65m と水深 305m の沈降粒子はオンケアを基準とし

た一次食資源の範囲に収まった。また、中深層と表層（0~200m）の両方で採取されたカ

イアシ類の窒素同位対比を図 4.1.1-4 に示す。ルシクチア属の窒素同位対比には差がある

が、種が異なる可能性がある。オンケア属、カラヌス属、Scolecithrix danae、Candacia 

bipinnata、Pleuromamma abdominalis については値が一致した。窒素同位対比の一致は

食資源としている成分の組成が一致している可能性を示す。親潮域では、オンケア属やプ

レウロマンマ属など、表層と中深層との間を移動する鉛直移動性のカイアシ類の存在が報

告されている 5, 12, 13)。水深 2000m から得られたセジメントトラップ試料にオンケアが視

認されなかったことから、中深層性カイアシ類の一次食資源の摂餌方法の仮説（a）のよ

うに沈降粒子とともにオンケアが移動している頻度は低いと考えられる。したがって、仮

説（b）の「上層で餌を摂取し、下層へ移動している」可能性が高いと考えられる。 
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４．１．１－４ まとめと今後の課題 

 

塩釜沖において中深層での食物連鎖の低次に位置するオンケアなどのカイアシ類の摂

餌仮説としては、表層性の粒子を上層で摂餌し下層へ移動しているという仮説（b）が有

望と考えられた。しかしながら、考察に用いたデータは 1 年 1 サイクルとされるカイアシ

類の生活史 5, 12, 13)のほんの一瞬を観察しただけである。より確証の高い結論を得るために

は、カイアシ類の生活史と摂餌行動との関係を安定同位対比解析によって検証する必要が

ある。 

今後、カイアシ類と沈降粒子について季節変化を考慮した研究が課題と考えられる。観

測を行う際にはカイアシ類の鉛直移動が考察できるような現存量データの取得が望まれる。 
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表 4.1.1-1 マリンスノー*に含まれる生物種 

水深 2000m 水深 3000m 水深 4000m 

放散虫類 端脚類 Scaphocalanus sp.** 

貝類 P. pustulifera** Aetideidae** 

端脚類 P. polyspina** 懸濁物 

Metridia ornate** Gaetanus sp.**  

Aetideidae** 懸濁物  

Gaidius sp.**   

Neocalanus cristatus**   

Eucalanus bungii**   

Scaphocalanus sp.**   

懸濁物   

* K1207 航海で得られたセジメントトラップ試料(1mm 以上の成分) 

** カイアシ類、P: Pseudochirella 

 

 

表 4.1.1-2 沈降粒子*の組成(%、顕微鏡観察による) 

分類群 水深 2000m 水深 3000m 水深 4000m 

珪藻類 30 25 20 

有孔虫類 20 25 25 

放散虫類 10 20 15 

その他** 40 30 40 

* K1207 航海で得られたセジメントトラップ試料(1mm 以下の成分) 

** その他には主に糞粒が含まれる。水深 2000m ではカイアシ類幼生の破片も認められた。 

 

 

表 4.1.1-3 沈降粒子中の主要出現種ならびに分類群 

水深 2000m 水深 3000m 水深 4000m 

Coscinodiscus spp.（珪藻） Coscinodiscus spp.（珪藻） Globigerinidae（有孔虫） 

Rhizosolenia spp.（珪藻） Chaetoceros spp.（珪藻） Coscinodiscus spp.（珪藻）

Chaetoceros spp.（珪藻） Actinoptychus senarius（珪藻） Chaetoceros spp.（珪藻） 

Globigerinidae（有孔虫） Globigerinidae（有孔虫） Actinoptychus senarius（珪藻）

  Rhizosolenia spp.（珪藻）
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ケイ藻

およそ0.15mm
有孔虫

およそ0.05mm
放散虫(小)

およそ0.075mm

糞粒

およそ0.05mm×

～0.3mm

全体

 

図 4.1.1-1 水深 2000m から得た沈降粒子の観察結果 

 

16

12

8

4

0

δ
1
5
N
 
(
‰
)

-24 -20

δ
13
C (‰)

カイアシ類の

一次食資源の

推定範囲

カイアシ類の

一次食資源の

推定範囲

 

図 4.1.1-2 塩釜沖の水深 1500～2500m から得たカイアシ類と 

水深 2000m から得た沈降粒子の安定同位体比マップ 

● カイアシ類、■ 沈降粒子(0.1～1mm)、□ 沈降粒子(0.1mm 以下) 
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図 4.1.1-3 塩釜沖におけるカイアシ類と沈降粒子の安定同位体比マップ 

● カイアシ類（水深 1500～2500m）、 

■ 沈降粒子(水深 2000m、サイズ 0.1～1mm)、 

□ 沈降粒子(水深 2000m、サイズ 0.1mm 以下)、 

▲ 沈降粒子（水深 65～305m、サイズ分画せず） 
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図 4.1.1-4 表層と中深層の両方で採取されたカイアシ類の窒素同位対比の比較 

（見易さのため 1：1 の値を波線で示した） 
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４．１．２  生物パラメータへの影響実験 

 

４．１．２－１ はじめに 

  

生態系モデルには、流れや温度や照度といった物理的パラメータ、栄養塩濃度や二酸化炭素や

酸素等のガス濃度、水素イオン濃度といった化学的パラメータ、そして植物プランクトンや動物

プランクトンの現存量、生産量といった生物パラメータが組み込まれている。CO2 濃度が増加し

た場合、生物の代謝に影響が生じ、生物パラメータが変化する過程が考えられる。現在のところ、

生物個体の致死、抱卵率などの再生産への影響、長期曝露による成長抑制や致死作用が報告され

ているが、1) CO2 濃度の関数として変化率を与えるには情報が不足している。生態系モデルにお

いて CO2 濃度の増加の影響を組み込むためには、影響を受けると思われるパラメータの推定と

CO2濃度に対するパラメータの変化率の推定を行う必要がある。 

 

 

４．１．２－２ 目的 

 

本研究では、CO2海洋隔離による環境影響評価を行うための生態系モデルでの CO2濃度増加の

影響を行うために、そのパラメータへの影響を検討することを目的とし、海洋において優占する

動物プランクトン分類群であるカイアシ類について呼吸代謝に対する CO2の影響を検討した。 

 

 

４．１．２－３ 方法 

 

①実験動物 

CO2 感受性が高い動物プランクトンとして知られるカ

イアシ類の中で、2) 容易に採取することが可能な冷水性の

カイアシ類 Metridia pacifica（図 4.1.2-1）を実験動物と

した。 

                          

 

図 4.1.2-1 Metridia pacifica  

 

a. 実験動物の採集 

 2009 年 2 月 12 日に、図 4.1.2-2 に示す富山湾の水深 600m 地点（36°50’ N, 137°08’ E）におい

て、NGG54 プランクトンネットを水深 400m から表層まで鉛直曳きし、動物プランクトン群集

を採集した。これを氷温下で実験室まで持ち帰り、実体顕微鏡下で Metridia pacifica を分取し、

次に記載するベース海水を満たした約 500 mL 容のガラス容器内で試験開始まで現場水温である

2℃、暗条件のインキュベータ内で馴致飼育した。 
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図 4.1.2-2 実験動物採集位置 

 

b. 実験海水の調整 

 近畿大学水産研究所富山実験場において海面下 100m から取水されている富山湾の海水を孔径

0.45μm のアイソポアフィルターでろ過し、CO2曝露試験のベース海水とした。 

 CO2曝露試験用の海水は、380 μatm 区（対照区）は空気、CO2曝露区は CO2濃度を 500 ppm、

1500 ppm、5000 ppm の 3 つの濃度に調整した空気-CO2ガスを、2℃のインキュベータ内で流量

50 mL/min で 24 時間以上曝気して調製した。 

 

c. 呼吸速度の測定 

 呼吸速度の測定は、大森・池田（1975）が記した酸素電極法に準じて、3) 蛍光式 DOセンサー

（Automatic System Research社製）を用いて行った。本試験における試験区および試験条件を

表 4.1.2-1 に示した。 

CO2の曝露は、各濃度のCO2曝気海水約 500 mLを満たしたガラス容器に、馴致したM. pacifica

を 25 個体ずつ投入し密封することによって行った。曝露時間は、0 時間、24 時間、48 時間、96

時間の４段階とし、各試験区につき曝露時間分４つのガラス容器をセットした。これを 2℃、暗

条件のインキュベータ内（TOMY社製：CF-405）で曝露飼育した。 

呼吸速度の測定は、曝露終了後のガラス容器から M. pacifica を 10 個体ずつ採取して曝露海水

と同じ濃度に設定した CO2曝気海水を満たした DO 測定用アクリルチャンバー（11mL）に投入

し、蛍光式 DO センサーを挿入して密閉した（図 4.1.2-3）。これを曝露飼育と同じ 2℃、暗条件

のインキュベータ内に静置し、1 分間隔で 3 時間チャンバー内の溶存酸素濃度を自動測定した。

ここでの呼吸速度の測定は、DOセンサーの数に制約があるため、繰返し試験数は１（n=1）である。

なお、ばらつきを評価するため、予備試験として馴致飼育終了後の M. pacifica を用いて、繰返

し試験数 3（n=3）で CO2曝露試験と同じ条件下でろ過海水飼育による呼吸速度測定した。 

呼吸速度の算出は、センサーをセットして各試験区の水温が安定した時点（約 30-50 分を要し

た）から約 1 時間のデータを使用し、式(1)を用いて 1 個体当たりの呼吸速度（Ra）を求めた。 

 

 

 

富 山 湾 
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 Ra ＝ （O2－O1）/（T2－T1）/ N ・・・・・(1) 

 

  Ra：1 個体あたりの呼吸速度（μL-O2/hr/animal） 

  T1, T2：時間 

  O1, O2：T1 および T2 におけるアクリルチャンバー内の酸素量（μL） 

  N：供試個体数 

 

 

表 4.1.2-1 CO2曝露および呼吸速度測定の設定条件 

区分 項目

CO2曝露飼育 馴致時間

飼育条件

個体密度

試験区
(CO2曝露濃度)

380ppm 500ppm 1500ppm 5000ppm

呼吸速度測定 個体密度

飼育条件

測定時間

2℃、暗条件

3時間

設定条件

24時間

2℃、暗条件

25個体/500mL

10個体/11mL

 

 

 

図 4.1.2-3 呼吸測定用アクリルチャンバーと DOセンサー 

 

②呼吸代謝活性評価試験 

 呼吸速度の変化が生じた原因を生理学的側面から検証するため、昨年度と同様に呼吸代謝に関

与する電子伝達系活性（Electron Transfer System Activity：以下、ETS活性とする）を測定す

るとともに、全ての代謝反応のエネルギー源であるアデノシン三リン酸（Adenosine 

TriPhosphate：以下、ATP とする）量を測定した。 

 

a. 供試個体 

 CO2曝露後の M. pacifica を用い、2 個体 1 組を 1 検体として 3 検体ずつ、ETS活性および ATP

量測定に供した。 

 

 

← DO センサー 

← チャンバー 
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b. 測定頻度 

 呼吸速度の測定と同時に ETS活性および ATP 量測定用個体を取り、速やかに冷凍した。採取

時間は 0 時間、24 時間、48 時間、96 時間後の合計 4回である。 

 

c. ETS活性の測定 

 ETS活性の測定は、Hernandez-Leon(2000)が記したテトラゾリウム塩還元法に準じた。4) CO2

曝露後の M. pacifica を駒込ピペットで分取し、ろ紙の上に置いて海水を吸収除去して、１本の

マイクロチューブに 2 個体ずつ投入した。各試験区につき、これを合計 3 本作成した。これに 100 

μL の抽出用リン酸緩衝液を加え、ペッスルを用いて M. pacifica をホモジナイズした。ペッスル

に付着した細胞組織残渣を 400 μL のリン酸緩衝液で洗いこみ、500 μL に定容した。これをタッ

チミキサーで攪拌した後、2℃、1000×g の条件で 10 分間遠心分離を行い、上清 300 μL を分取し

て ETS活性測定用試料とした。 

 次に NADH 4.8 mg と NADPH 0.63 mg を含むコハク酸反応基質溶液 3 mL と INT溶液（4mM 

テトラゾリウム塩：2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrasolium chloride）1 mL を

分注した 15 mL 容の遠心チューブに、ホモジナイズ用リン酸緩衝液で 10倍希釈した ETS活性測

定試料 100 μL を加え、2℃、暗条件下で 20 分間反応させた。その後、１mＬの反応停止液（36%

ホルマリン 1 容＋pH2.5 の 1Mリン酸 1 容）を加えて反応を停止させ、ホルマザンの還元によっ

てピンク色に発色した測定溶液を、分光光度計（島津 UV-1700）を用いて、490 nm と 750 nm

の吸光度を測定した。式(2)により、ETS活性（μL-O2/hr）を算出した。 

 

ETS =  60×H×AS×COD / ( INT×T×L×f ）/ N ・・・・・(2) 

COD ＝ [( AOD×AS ) – ( BOD×BS ) – ( FOD×FS )] / AS  

 

ETS：電子伝達系活性量（µL-O2 / h / animal） 

H：抽出液容（mL) 

AS：測定試料量（mL） 

BS：反応基質リン酸緩衝液ブランク量（mL) 

FS：INT溶液ブランク量（mL） 

AOD：測定試料における 490nm と 750nm の吸光度の差 

BOD：反応基質リン酸緩衝液における 490nm と 750nm の吸光度の差 

COD：INT溶液における 490nm と 750nm の吸光度の差 

T：反応時間（min） 

L：分光光度計セルの光路長（cm） 

f ：試料添加量（mL） 

INT：標準ファクター（本検討では 1 と仮定した。） 

N：供試個体数 
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d. ATP 量の測定 

ATP 量の測定は、ATP とルシフェリン－ルシフェラーゼの反応による生化学発光を利用した市

販 ATP 測定キット（東洋インキ社製：ATP発光キット菌士郎 LL-100-1）を用いて行った。ETS

活性測定時と同様に、CO2 曝露後の M. pacifica を駒込ピペットで分取し、ろ紙の上に置いて海

水を吸収除去して、１本のマイクロチューブに 2 個体ずつ投入した。各試験区につき、これを合

計 3 本作成した。ATP の抽出は、Holm-Hansen and Booth（1966）の方法に準じ、5) 各チュー

ブに 100μL の抽出用 Tris緩衝液（pH7.75）を加え、ペッスルを用いて M. pacifica をホモジナ

イズした。ペッスルに付着した細胞組織残渣を 400μL の Tris緩衝液で洗いこみ、500μL に定容

した。これを 5 分間煮沸抽出した後氷温下で急冷し、4℃、15,000 rpm で 5 分間遠心分離し、上

清を Tris緩衝液で 10倍希釈して ATP 測定試料とした。 

 ATP の測定はキット付属の測定マニュアルに準じた。各試験区の ATP 測定試料を 100 μLずつ

96 ウェル白色マイクロプレートの 3 つのウェルに分注した後、キット付属のルシフェラーゼ/ル

シフェリン発光試薬 100 µL を添加し、抽出試料中の ATP とルシフェリン－ルシフェラーゼの発

光反応を行い、ルミノメーター（Anthos社製 Lucy2 Microplate Luminometer）を用いて発光量

（ALU）を求めた。さらに、予め作製した既知濃度の ATP標準物質と発光量の検量線を用いて、

発光量から ATP 量を算出した。 

 

 

４．１．２－４ 結果 

 

①呼吸速度評価試験 

 予備試験における M. pacifica １個体当りの呼吸速度を図 4.1.2-4 に示した。図中のエラーバー

は予備実験で求めた変動係数の幅を示す。呼吸速度の平均値と標準偏差は 0.242±0.019 

μL-O2/hr/animal で、データのばらつきを示す変動係数は 8.0％であった。今回の呼吸速度の測定

は繰返し試験数が 1 であるため、データのばらつきが推定できない。このため、予備試験で得ら

れた変動計数をばらつきの範囲として、CO2 曝露濃度と呼吸速度の関係を解析することとした。

図 4.1.2-5 に各曝露時間別にまとめた CO2曝露濃度と呼吸速度の関係を示した。CO2曝露後 24 時

間では、380 μatm 区は 0.361 μL-O2/hr/animal、500 μatm 区は 0.325 μL-O2/hr/animal、1,500 

μatm 区は 0.255 μL-O2/hr/animal、5,000 μatm 区は 0.223 μL-O2/hr/animal と CO2濃度が高く

なるほど呼吸速度は低下する傾向が認められた。しかし、48 時間では 380 μatm 区は 0.214 

μL-O2/hr/animal 、 500 μatm 区 は 0.263 μL-O2/hr/animal 、 1,500 μatm 区 は 0.197 

μL-O2/hr/animal、5,000 μatm 区は 0.214 μL-O2/hr/animal と 380 μatm 区と 5,000 μatm 区で同

じ値を示し、横ばい状態となった。さらに 96 時間では 380 μatm 区は 0.214 μL-O2/hr/animal、

500 μatm 区は 0.172 μL-O2/hr/animal、1,500 μatm 区は 0.143 μL-O2/hr/animal、5,000 μatm

区は 0.277 μL-O2/hr/animal と CO2濃度が 1,500 μatm までは呼吸速度が低下あるいは横ばい状

態であるが、5,000 μatm では呼吸速度が上昇した。各 CO2 曝露濃度区における曝露時間と呼吸

速度の関係を見ると、380 μatm 区、500 μatm 区、1,500 μatm 区では 24 時間から 96 時間にか

けて呼吸速度が減少する傾向が認められるが、5,000 μatm 区では 96 時間後に呼吸速度が上昇し

た（図 4.1.2.-6）。各試験区における M. pacifica の個体サイズについては、24 時間曝露では若干
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サイズにばらつきが認められるが、48 時間曝露と 96 時間曝露では個体サイズのばらつきは小さ

かった（図 4.1.2-7）。このため、5,000 μatm 区の 96 時間曝露の呼吸速度が上昇するのは、個体

サイズが影響しているのではなく、高濃度 CO2曝露に伴う影響として呼吸速度が上昇したと考え

られる。 

この結果から、CO2曝露開始直後には CO2分圧の増加の影響により呼吸が抑制されるが 48 時間

程度経過すると、高 CO2分圧に順応して呼吸速度をもとのレベルに戻ったとの仮説が提示される。 
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図 4.1.2-4 予備試験における M. pacifica の単位個体あたりの呼吸速度 

エラーバーは 8％の変動係数を示す。 
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96時間曝露
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図 4.1.2-5 M. pacificaにおける CO2曝露濃度と呼吸速度の関係 

エラーバーは 8％の変動係数を示す。 
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図 4.1.2-6 各試験区における曝露時間と呼吸速度の関係 

○380μatm 区、●500μatm 区、●1500μatm 区、●5000μatm 区、△予備試験 
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96時間曝露
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図 4.1.2-7 呼吸速度を測定した M. pacifica の個体サイズ 

○380μatm 区、●500μatm 区、●1500μatm 区、●5000μatm 区 

 エラーバーは体長、体幅とも標準偏差を示す。 
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②呼吸代謝活性評価試験 

 曝露時間毎にまとめた CO2曝露濃度と ETS 活性の関係を図 4.1.2-8 に示した。CO2曝露後 24

時 間 で は 、 380 μatm 区 は 0.045±0.015 μL-O2/hr/animal 、 500 μatm 区 は 0.073 

μ±0.019L-O2/hr/animal、1500 μatm 区は 0.105±0.020 μL-O2/hr/animal、5000 μatm 区は

0.145±0.016 μL-O2/hr/animalとCO2濃度が高くなるほどETS活性は上昇する傾向が認められた。

48 時間では、380 μatm 区は 0.060±0.008 μL-O2/hr/animal、500 μatm 区は 0.070±0.011 

μL-O2/hr/animal、1500 μatm 区は 0.093±0.017 μL-O2/hr/animal、5000 μatm 区は 0.135±0.008 

μL-O2/hr/animal と 24 時間曝露とほぼ同じ値を示した。さらに 96 時間では、380 μatm 区は

0.055±0.030 μL-O2/hr/animal、500 μatm 区は 0.065±0.016 μL-O2/hr/animal、1500 μatm 区は

0.100±0.011 μL-O2/hr/animal、5000 μatm 区は 0.105±0.023 μL-O2/hr/animal と 24 時間および

48 時間曝露と同様に CO2 濃度が高くなるほど ETS 活性は上昇する傾向が認められたが、5000 

μatm 区では若干小さい値を示した。各 CO2曝露濃度区における曝露時間と ETS活性の関係を見

ると、380 μatm 区、500 μatm 区、1500 μatm 区ではほぼ横ばい状態であり、曝露時間の影響よ

りも CO2曝露濃度の影響を受けると考えられるが、5000 μatm 区では曝露時間とともに ETS活

性が減少する傾向が認められた（図 4.1.2-9）。 

 次に、曝露時間毎にまとめた CO2曝露濃度と ATP 量の関係を図 4.1.2-10 に示した。48 時間曝

露では、測定値にばらつきが認められるが、全般的にいずれの曝露時間でも CO2曝露濃度と ATP

量には正および負の関係は認められず、ほぼ横ばい状態であった。CO2曝露後 24 時間では、380 

μatm 区は 5.29±1.03 pmol/animal、500 μatm 区は 7.09±0.56 pmol/animal、1500 μatm 区は

5.51±0.45 pmol/animal、5000 μatm 区は 5.42±0.43 pmol/animal と、CO2濃度と個体中 ATP 量

には相関関係は認められなかった。48 時間では、380 μatm 区は 5.67±1.71 pmol/animal、500 

μatm 区は 5.19±1.53 pmol/animal、1500 μatm 区は 4.67±0.34 pmol/animal、5000 μatm 区は

6.92±2.12 pmol/animal となり、5000 μatm 区が若干高い値を示した。しかし、データのばらつ

きを考慮すると、概ね横ばい状態にあると考えられる。さらに 96 時間では、380 μatm 区は

5.85±0.78 pmol/animal、500 μatm 区は 5.20±0.10 pmol/animal、1500 μatm 区は 5.11±0.58 

pmol/animal、5000 μatm区は5.35±0.56 pmol/animalと24時間曝露と同様に横ばい状態であった。

各 CO2曝露濃度区における曝露時間と ATP 量の関係についても、48 時間目のデータのばらつき

を考慮すると、全ての CO2曝露濃度でほぼ同じ ATP 量を推移し、CO2曝露濃度および時間と ATP

量には正および負の関係は認められなかった。（図 4.1.2.-11）。 

 

 

 

 

103



24時間曝露

y = 2E-05x + 0.058

R
2
 = 0.8511

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

CO2濃度 (ppm)

E
T
S
活
性
 
(
μ
L
-
O

2
/
h
r
/
a
n
i
m
a
l
)

 

48時間曝露

y = 2E-05x + 0.0615

R
2
 = 0.9619

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

CO2濃度 (ppm)

E
T
S
活
性
 
(
μ
L
-
O
2
/
h
r
/
a
n
i
m
a
l
)

 

96時間曝露

y = 9E-06x + 0.0643

R
2
 = 0.6326

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

CO2濃度 (ppm)

E
T
S
活
性
 
(
μ
L
-
O

2
/
h
r
/
a
n
i
m
a
l
)

  

図 4.1.2-8 M. pacifica における CO2曝露濃度と ETS 活性の関係 

エラーバーは標準偏差を示す。 
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図 4.1.2-9 各試験区における曝露時間と ETS 活性の関係 

○380μatm 区、●500μatm 区、●1500μatm 区、●5000μatm 区、△予備試験 
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24時間曝露
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48時間曝露
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96時間曝露
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図 4.1.2-10  M. pacifica における CO2曝露濃度と細胞内 ATP 量の関係 

エラーバーは標準偏差を示す。 
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図 4.1.2-11 各試験区における曝露時間と ATP 量の関係 

○380μatm 区、●500μatm 区、●1500μatm 区、●5000μatm 区、△予備試験 

 

 

４．１．２－５ 考察 

 

 King and Packard（1975）は、15種類の海産動物プランクトンの呼吸速度と ETS活性の関係

を調べ、両項目の相関係数は、r ＞0.97 と非常に良い相関を示すと報告しており、この関係に影

響を及ぼす因子として、個体サイズと測定温度を挙げている。6) 今回、呼吸速度測定に供した M. 

pacifica の個体サイズは、24 時間曝露では若干ばらつきが認められるが、48 時間および 96 時間

については、ほぼ個体サイズが揃っていた（図 4.1.2-7）。また、水温については、現場水温と同

じ条件である 2℃を設定した温度制御精度が±1℃のインキュベータを使用しているため、サンプ

リング時には扉の開閉による瞬時的な温度変化はあるものの、実験期間中を通してみると温度変

化の影響はほとんど無いものと考えられる。今回の実験では、CO2濃度が上昇すると 24 時間曝露

後の呼吸活性は低下し、その後横ばい状態となり、96 時間後には 5000 μatm 区で上昇する変動

を示した。一方、ETS 活性は、いずれの培養時間でも CO2濃度に応じて上昇する傾向を示した。

このように、呼吸速度と ETS活性の相関関係が崩れており、CO2増加の影響が呼吸活性のバラン

スを崩していることが示唆される。 

 動物の好気的呼吸は、体内あるいは細胞内に取り込まれた酸素を利用して、解糖系、TCA回路、

電子伝達系の3つの過程を経て生命維持のためのエネルギー源であるATPを生成する代謝である。

ETS 活性は、電子伝達系を駆動させるミトコンドリア膜上の呼吸鎖酵素の潜在的な活性を示す。

すなわち、ETS活性は動物がもつ呼吸酵素量の指標として扱うことができる。ATP は呼吸によっ

て生成される一方で、遊泳や摂餌、消化といった生命維持のための基礎運動・代謝に利用される

とともに、一部は呼吸鎖酵素群を含むタンパク質の合成にも使用される。すなわち、ATP は産生

と消費のバランスの結果を示している。 

これらのことを踏まえて、今回の実験で得られた結果と上記呼吸過程における ETS活性と ATP

の挙動から、以下の仮説を持った。すなわち、CO2曝露初期には CO2濃度の影響を受けて呼吸作

用が抑制され、酸素消費速度が低下する。このとき、呼吸の低下とその他の代謝低下に伴い ATP

の消費が低下する。しかし、ETS活性の上昇にみられるように呼吸低下を補うために電子伝達系
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の呼吸鎖酵素の産生が生じ、この代謝に ATP が使われるため、見かけ上 ATP 量は変化しなかっ

たのではないかと考えるものである。 

 

 

４．１．２－６ まとめ 

 

 CO2感受性が高いカイアシ類 M. pacifica を用いて、呼吸速度、ETS活性、ATP 量を指標とし

て CO2曝露の影響評価を検討し、次の結果を得た。 

 

① CO2 曝露濃度と呼吸速度の関係については、曝露 24 時間では呼吸速度は低下す

るが、48 時間で一旦安定し、96 時間では 5000 μatm の高濃度で呼吸速度が上

昇する現象が確認された。 

② CO2曝露濃度と ETS 活性は、曝露時間の長短に関わらず CO2曝露濃度とともに

上昇する現象が確認された。 

③ CO2曝露濃度と ATP 量の間には、相関関係は認められなかった。 

 

以上のことから、CO2曝露初期には CO2濃度の影響を受けて呼吸作用が抑制され、酸素消費速

度が低下するとともに ATP の消費が低下する。しかし、ETS 活性の上昇にみられるように呼吸

低下を補うために電子伝達系の呼吸鎖酵素生産に ATP が使われるため、見かけ上 ATP 量は変化

しないという仮説が考えられた。 

 

 

４．１．２－７ 今後の課題 

  

今回の CO2曝露試験における呼吸速度測定では繰返し試験数が 1 であり、データのばらつきや

再現性が検証できなかった。しかし、M. pacifica の採集および馴致方法を確立し、呼吸速度の測

定ならびに ETS 活性、ATP 分析を併用することで、CO2曝露影響を評価できる可能性が示唆さ

れた。今後は、繰返し試験数を増やして再現性を確認し、考察において導いた仮説が妥当である

かどうかを検証すること、さらには、その現象を生態系モデルに組み込むための関数化が課題で

ある。 
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４．１．３ 沈降フラックスの解析  

 

４．１．３－１ はじめに 

 

二酸化炭素を海洋深海に隔離する上で、二酸化炭素の深海生物への影響を明らかにする

ことが求められている。深海には熱水・冷水噴出サイトに生息する化学合成生物を除くと、

有機物を生産する生産者は知られておらず、深海の生態系は表層から沈降してくる有機物

粒子にそのエネルギーを依存している。そのため、二酸化炭素が深海生物へ与える影響と

しては、生物への直接的影響と有機物供給過程への影響が考えられる。二酸化炭素の生物

に対する生理学的影響に関する研究は過去に多くなされているが、有機物供給過程への影

響はあまり研究されていない。 

海洋表層で生産された有機物粒子は、植物プランクトンそのもののほか、動物プランク

トンの糞粒、珪藻や円石藻などの殻、動植物の生物遺骸、ホヤの脱いだハウスなど、さま

ざまなものから構成されている 1)、2)。これらの構成粒子は分散・凝集を重ねて徐々に分解・

溶解しながら深海へと沈降する。この時、有機物粒子のみならず、周辺に存在する無機粒

子（炭酸塩や鉱物粒子）とも会合体を形成する 3）。 

深海への有機物の供給量は、水柱で沈降中に分解する量に依存する。この分解量は、沈

降速度に依存し、沈降速度は沈降粒子の大きさと密度に依存する。沈降粒子の大きさは、

その凝集性の関数となる。また、沈降粒子の密度は、比重の大きい無機物の量に大きく依

存する。このため、二酸化炭素の深海への有機物供給過程への影響は、二酸化炭素の粒子

凝集性と無機物量への影響と言い換えることが出来る。 

 粒子の凝集性は、構成粒子の大部分を占める植物プランクトンの種類によっても異なっ

ていることが分かっている。ケイ藻類の一部は、減衰期に鎖状の群体を形成し、周囲の粒

子と会合状態となり、沈降することが分かっている。これらの理由から、ケイ藻類が優占的

である海域では、沈降粒子の粒径が大きく沈降速度が速いと考えられている 4)。そのため、

ケイ藻類の量、つまり、生態系の優占種としてケイ藻類が寄与しているかどうかは、粒子

の凝集性を知る上で重要である。 

 海洋深海での無機物は、大きく分けると陸起源物質（鉱物）と炭酸塩である。陸起源物

質は、その化学的性質により海洋中で安定であり、隔離二酸化炭素の影響はさほど受けな

いと考えられるが、炭酸塩は二酸化炭素の影響を大きく受けると考えられている 5)。その

ため、海洋深海での炭酸塩の動態を知ることは、二酸化炭素中層隔離が深海生態系へ与え

る影響を見積もる上でも重要である。 

そこで本研究では、塩釜沖深海にセジメントトラップを設置して、その生態系および炭

酸塩の動態を明らかにし、二酸化炭素の深海フラックスへの影響を明らかにすることを目

的とした。 
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４．１．３－２ 方法 

 

①試料採取と深層流動場の把握 

沈降粒子試料は、2007 年 11 月 11 日から 2008 年 3 月 20 日にかけて、北緯 38 度、

東経 145 度付近（係留系錘投入地点は北緯 37 度 55 分 45 秒、東経 145 度 2 分 43 秒、

水深 5383 m)の深度 1906db（上層）、2831 db（中層）、3784 db（下層）でセジメントト

ラップ（日油技研製 SMD21-6000）実験を行い捕集した（図 4.1.3-1、図 4.1.3-2)。試料は、

外洋域における生物生産力を考慮して 20 日間隔で捕集した。セジメントトラップには、

保存剤で満たしたナルゲン 250mL 試料瓶を取り付けた。保存剤としては、GF/F フィルタ

ーでろ過した海水 20 L に対し塩化ナトリウム 50g を添加した後、最終濃度が 1 %になる

ように塩化水銀飽和溶液を添加したものを用いた。試薬は何れも特級を使用した。揚収し

たセジメントトラップ試料は、船上でセジメントトラップ本体から取り外し、冷蔵下で実

験室まで持ち帰った。また、深層の流動場を把握するためアンデラー流速計（RCM-8）を

設置した。流速計測は 1 時間間隔で行なった。 

 

②化学分析 

(a)全粒子束 

実験室に持ち帰った試料は、1 mm メッシュを通して大型プランクトンやネクトン等の

スイマーを除外した。1 mm メッシュを抜けた試料は、0.6 μm ヌクレポアフィルターで

ろ過してフィルター上に捕集し、乾燥後重量を測定して全粒子束(Mass Flux)を求めた。

その後、めのう乳ばちで試料を粉砕し、化学分析に供した。 

 

(b)有機物粒子含量 

450 度で 24 時間焙焼し、次式によって算出した。 

有機物粒子含量（％）＝(a－b)/a × 100 

（但し、a は分析試料重量、b は煤焼後の重量） 

 

(c)オパール含量 

オパール含量は Mortlock and Froelich(1989)6)の方法を参考に、試料約 30mg を過酸化

水素と塩酸を用いて有機物と炭酸塩を除去した後、2M 炭酸ナトリウム 30ml で 85 度-5 時

間 Si を抽出した。抽出された Si は吸光光度法で定量し、オパール含量は SiO2*0.4H2O6)

として算出した。 

 

(d)炭酸塩粒子含量 

炭酸塩含量は試料に 10％リン酸を添加し、発生した二酸化炭素重量を電量滴定法にて測
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定し、次式により算出した。 

炭酸塩粒子含量（％）＝二酸化炭素重量/分析試料重量 × 100 × 100.0892/12.011 

 

(e)陸起源粒子含量 

沈降粒子は有機物、オパール、炭酸塩そして陸起源粒子含量の総和はほぼ 100％である

ことが知られている 7)、8)、9)。そこで、陸起源粒子含量は次式により算出した。 

［陸起源粒子含量］＝100−［有機物粒子含量］−［オパール含量］−［炭酸塩粒子含量］ 

 

測定誤差は全ての成分に関して 5%以下であった。 
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図 4.1.3-1 試料採取地点 
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図 4.1.3-2 セジメントトラップ係留図
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４．１．３－３ 結果 

 

本セジメントトラップ実験では、当初 7 番目の試料は 2008 年 3 月 10 日～3 月 30 日ま

で捕集する予定であったが、揚収日程が変更になり、3 月 20 日に揚収した。そのため、揚

収時には、セジメントトラップ捕集漏斗の下に、No.07 のカップが配置されており、揚収

時に試料が流出している可能性が高い。そのため、No.07 試料は参考値として、表 4.1.3-1

に掲載するが、その値に関する考察は行なわない。また、RITE07DEEP-07 は、揚収時に

粒子の流失が肉眼で確認された。 

 

①全粒子束 

全粒子束の結果を表 4.1.3-1 と図 4.1.3-3(A)に示す。上層の全粒子束は 11 月に 169.5mg･

m-2･day-1 であったが、徐々に減少し、1 月後半には 86.0 mg･m-2･day-1 であった。その後、

全粒子束は増加し、3 月前半には 241.5 mg･m-2･day-1 と本調査における最大値を記録した。

中層の全粒子束は、1 月後半に最小値 75.7 mg･m-2･day-1 を観測し、上層の全粒子束と同

様に 3 月前半に極大値 160.8 mg･m-2･day-1 を観測した。下層の全粒子束は、上層および

中層のそれと同様の変化を示した。上層、中層そして下層の平均全粒子束は、159 mg･m-2･

day-1、130.9 mg･m-2･day-1、119.9 mg･m-2･day-1 と全粒子束は上層で大きかった  

（図 4.1.3-3(A)、図 4.1.3-4）。 

 

②有機物粒子・オパール・炭酸塩粒子・陸起源粒子 

 上層の有機物粒子束は、11 月に 40.2mg･m-2･day-1 であったが、その後徐々に減少し、

1 月後半には 20.2mg･m-2･day-1 まで減少した（表 4.1.3-1、図 4.1.3-3(B)）。その後、3 月

まで有機物粒子束は増加した。この傾向は全粒子束の傾向と一致していた。中層と下層の

有機物粒子束の傾向も全粒子束のそれと同様であった。 

上層のオパール束も 1 月後半に最小値 30.2mg･m-2･day-1 を記録し、その後上昇し、

3 月には観測期間中の最大値 96.6mg･m-2･day-1 であった（表 4.1.3-1、図 4.1.3-3(c)）。

中層と下層のオパール粒子束も 1 月に極小値を示し、その後 3 月まで粒子束は増加した。 

炭酸塩粒子束は全 3 層共 12 月に極大値を示し（表 4.1.3-1、図 4.1.3-3(d)）、上層では、

36.4 mg･m-2･day-1、中層で 33.4 mg･m-2･day-1そして下層で 35.3 mg･m-2･day-1であった。

炭酸塩粒子束はその後減少し、1 月には、その他の成分と同様に極小値を示し、その後 3 月

まで粒子束は増加した。全粒子束、有機物粒子束、オパール束そして炭酸塩束はほぼ同様

の時系列変化を示した。 

陸起源粒子束は約 15 ～55mg･m-2･day-1 まで変化した（表 4.1.3-1、図 4.1.3-3(e)）。陸

起源粒子束はその他粒子束と同様に 1 月に最小値を観測し、約 15 mg･m-2･day-1であった。

その後、粒子束は増加し 3 月には観測期間中の最大値約 55 mg･m-2･day-1 を記録した。 

有機物粒子含量、オパール含量、炭酸塩粒子含量並びに陸起源粒子含量は、それぞれ、

平均で 22％、34％、19％そして 25％であった（表 4.1.3-2、図 4.1.3-5）。また、鉛直 3 層

間では、その組成はほとんど変化しなかった(図 4.1.3-6）。 
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図 4.1.3-3 塩釜沖で得られた全粒子束（A）、有機物粒子束（B）、オパール束（C）、

炭酸塩粒子束（D）そして陸起源粒子束（E）の時系列変化 
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図 4.1.3-3 続き 
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図 4.1.3-4  塩釜沖で得られた主要成分沈降粒子束の鉛直変化 
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図 4.1.3-5 塩釜沖で得られた沈降粒子中主要成分含量 

（A）は上層（1905db）、（B）は中層（2831db）そして（C）は下層（3783db）

の結果を示す。 
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図 4.1.3-6  塩釜沖で得られた沈降粒子の平均主要成分含量の鉛直変化 

エラーバーは標準偏差を示す。 
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４．１．３－４ 考察とまとめ 

 

①粒子束の時系列変化 

 沈降粒子束は全成分、全深度で 2008 年 1 月 10 日～1 月 30 日の捕集期間で極小値を記

録した（図 4.1.3-3）。この期間、セジメントトラップの水深が上層で最大 400db 程度深く

なり、セジメントトラップに接続してある温度センサーも低い値を示していた（図 4.1.3-7）。

この時、南西への強い流れが観測された（図 4.1.3-8）。これらのことから、この時期、

流速が早くなり、セジメントトラップの捕集効率が減少した可能性があると考えられた。

3 月には、上層で最大値を観測した。この時期、上層のオパール含量は観測期間中の最大

値 40％であった（表 4.1.3-2）。本研究海域では、3 月から海洋表層の Chl-a が増加し、

春季の植物プランクトン大増殖（春季ブルーム）が報告されている 10)。以上のことから、

本調査で得られた 3 月の沈降粒子束の増加は、珪藻類を主体とした春季ブルームが原因で

あると考えられた。 

  

②沈降粒子からみた生態系 

海洋表層での生物生産に大きな役割を担っている生物は、ケイ酸塩の殻（オパール）を

持つ珪藻類、炭酸塩の殻を持つ円石藻類等である。どちらの殻を持つ生物相が多いかによ

って、その海域特性は区別されており、例えば、Honjo（1997）11)はオパール束と炭酸塩

粒子束の重量比が 1 以上の海域を“silica ocean”、1 以下の海域を”carbonate ocean”と定

義した。その結果、“silica ocean”は全海洋の 20％弱であるが、大気中二酸化炭素を効率

良く深海に運ぶことで、地球環境に大きな役割を担っている海域であると報告している。 

 本調査で得られた沈降粒子の約 34％がオパールであり（表 4.1.3-2、図 4.1.3-5、図 4.1.3-6）、

その割合は主要 4 成分のなかで最も高かった。オパール以外の成分の割合は、陸起源物質

で約 25％、有機物粒子が 22％、そして炭酸塩粒子が 19％であった。Honjo（1997）11)の

定義に従うと、塩釜沖海域は“silica ocean”であると分類でき、全地球的な気候変動に重

要な役割を担っている海域であると言える。それに対して、二酸化炭素隔離想定海域（亜

熱帯海域）の沈降粒子には炭酸塩が最も多く、おおよそ 60％を占めているため 12)、二酸

化炭素隔離想定海域は Honjo(1997)11)の定義に従うと、”carbonate ocean”に定義される。 

 

③二酸化炭素の沈降粒子束への影響 

 二酸化炭素の海洋中層への隔離には、pH の低下が伴うと予想される。そこで、海洋中

深層への有機物供給過程、すなわち、沈降粒子への二酸化炭素の影響について考察する。 

塩釜沖は“silica ocean”であり、二酸化炭素の凝集能力への影響が大きい場合、地球環

境への影響も大きいと考えられる。残念ながら、二酸化炭素の凝集能力への影響はいまだ

明白ではないため、二酸化炭素の影響を定量化することが出来ない。今後、凝集能力への
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影響を定量化するためには、様々な沈降粒子を用いた模擬現場実験が必要であると考えら

れる。 

亜熱帯海域は”carbonate ocean”であり、二酸化炭素の影響としては炭酸塩の溶解が考え

られる。炭酸塩は粒子沈降の錘としての役割があるため 3）、炭酸塩の溶解は粒子の沈降速

度低下を引き起こすと考えられる。二酸化炭素の深海有機物供給過程への影響を定量的に

明らかにするには、1 炭酸塩溶解量の増加→2 沈降速度の低下→3 有機物供給量の低下の

3 点を定量化する必要がある。現在のところ、この 3 点の正確な定量化は出来ておらず、

これからの研究に期待したい。 

 

 

図 4.1.3-7 セジメントトラップの深度(A)と温度(B)の時系列変化 
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４．１．４ 分子微生物学的手法による多様性解析 

 

４．１．４－１ はじめに 

 

 CO2の海洋隔離が想定される水深の1000mから2500ｍ層の上層近傍では、酸素極小層が存在

する。このような貧酸素域で有機物が供給されている状況では、脱窒が生じていると想定されて

いる。昨年度は、この可能性を検討するために脱窒過程に係る酵素系のうち、亜硝酸還元酵素に

係る遺伝子nirK、nirSの存在の有無を調べた。その結果、nirKやnirSがそれぞれ別条件で検出

され、放出水深における脱窒が行なわれている可能性が示唆された。 

 脱窒過程は、海洋の窒素循環において重要な過程の一つであり、また、海洋隔離水深近傍で機

能することが想定されることから、この過程への影響を検討することは、海洋生態系に対する

CO2海洋隔離の影響を評価する上で重要である。現場水深におけるCO2影響を検討する実験系と

して本プロジェクトでは、ペラジックチャンバーを開発し、実海域生物影響データの収集を目指

している。この脱窒過程についてもペラジックチャンバー実験の検出系として利用可能であり、

有効性を検討することが必要である。 

 

 

４．１．４－２ 目的 

   

特異的微生物活性の解析手法の開発として、中深層における現場実験において脱窒活性への影

響を評価することを目指すものである。今年度は、脱窒活性に関するN2O産生にかかわる遺伝子

について、DGGE法を実施するための技術的検討を目的とする。 

 

 

４．１．４－３ 方法 

 

① 試料 

今年度実施されたペラジックチャンバー実験のサンプルを京都大学にて抽出処理されたものを受

け取り、分析に供した。採取したサンプルは下記の通りである。 

Initial 0.2µm 

 Initial 3µm 

 チャンバー1：control  0.2µm 

 チャンバー1：control  3µm 

 チャンバー2：1500 µatm  0.2µm 

 チャンバー2：1500 µatm  3µm 
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 チャンバー3：5000 µatm  0.2µm 

 チャンバー3：5000 µatm  3µm 

 

② DNA抽出 

②－１ 前処理 

・海水サンプル5 Lを孔径3.0 µmのヌクレポアフィルター上にろ過捕集する。 

・NET buffer 2 mlとともにハイブリバックに包埋し、-20 ℃で凍結保存する。 

・ろ過後のろ液を孔径0.2 µmのヌクレポアフィルター上にろ過捕集する。 

・NET buffer 3 mlとともにハイブリバックに包埋し、-20 ℃で凍結保存する。 

 

②－２ DNA抽出 

・凍結試料を50 ℃ウォーターバス中で解凍した後、再度-80 ℃で凍結する。 

・50 ℃のウォーターバス中で解凍後、最終濃度が1 %（1/10量，200 µl）および100 µg/ml 

（1/200量，10 µl）になるように、10 %SDS溶液および20 mg/ml proteinase K（TAKARA）

溶液を加え、50 ℃で1時間溶菌する。 

・溶液のみを新しいコーニング遠心管に取り、等量のフェノール：クロロホルム：イソアミルア

ルコール（25:24:1）混液 2 mlを加えて穏やかに10分間撹拌した後、遠心分離（6,000g，

20min）する。 

・変性タンパク質を吸わないように注意しながら、上部の水層を新しい遠心管に回収する。 

・等量のクロロホルム：イソアミルアルコール（24:1）混液を加え、同様に抽出する。これを

2回繰り返す。 

・水層を新しいエッペンドルフ遠心管（800 µl×2本）に移し、等量のイソプロパノール（800 µl）

を静かに重層する。5 ℃にて一晩静置する。 

・水層と有機溶媒層の海面付近に溶出してくる核酸画分を確認した後、撹拌する。遠心分離

（15,000 g，20min）し、エタノール層を除く。 

・ペレットに70 %エタノール1 mlを加え、指先でたたいてペレットを核酸させる。二回繰り返す。 

・遠心分離（15,000 g，20min）し、上清を捨てた後、遠心乾燥機で乾燥する。 

・滅菌蒸留水200 µlにDNAを溶解する。 

 

③ PCR条件検討 

 昨年度の検討では、PCRにより目的塩基長（nirS 約900bp，nirK 約500bp）の遺伝子増幅を

確認したが、他の塩基長の遺伝子も増幅するという結果が得られた。そこで、今年度は目的塩基

長のみを増幅可能な条件、また、より増幅が進む条件を検討し、脱窒遺伝子（nirS，nirK）の

PCR条件を検討した。 
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③－１ アニーリング温度の検討 

 DNAの2本鎖が熱変性して1本鎖になる温度をmelting temperature（Tm）という。鋳型DNA

とオリゴヌクレオチドが2本鎖を形成するためには、アニーリング（相補的なDNAが互いに結合

し再び2本鎖となる）の温度をオリゴヌクレオチドのTm以下にしなければならない。しかし、

一方で、アニーリング温度を下げ過ぎるとプライマーの非特異なアニーリングが起こりやすくな

り、目的とするDNA断片の増幅を非特異産物が阻害する。従って、アニーリング温度は可能な

限り高いことが望ましい1)。これを受けて、平成19年度CO2海洋隔離環境影響評価に関する京都

大学の報告書に記載のPCR条件を基にアニーリング温度を変化させ、遺伝子増幅の結果をアガ

ロースゲル電気泳動にて確認する。京都大学のPCR条件は下記の通り。 

（1段目） 

 95℃ 4min 

 95℃ 1min 

 56℃ 0.5min  ×20 

 72℃ 1min 

 72℃ 7min 

  （2段目） 

 95℃ 4min 

 95℃ 1min 

 56℃ 0.5min  ×30 

 72℃ 1min 

 72℃ 7min 

  

アニーリング温度
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 検討サンプルには、平成19年度CO2海洋隔離環境影響評価サンプルのうち、500 m層サンプル

のDNA抽出液を用いる。本サンプルはnirS、nirKの両方の存在が確認されたサンプルである。 

 

・200 µlマイクロチューブへ下記試薬およびサンプルを入れる。サンプルは、添加量を17.5、

1.75、0.175 ng as DNAとする。 

 10×Buffer    5 µl 

 dNTP（2.0 mM）    5 µl （200 µM） 

   forward primer    3.5 µl （35 pmol） 

  reverse primer    3.5 µl （35 pmol） 

  サンプル     17.5，1.75，0.175 ng 

  AmpliTaq Gold（5 U）   0.2 µl （1.0 U） 

  滅菌蒸留水    適量 

    Total     50 µl 

 本検討に用いるプライマーの配列は次の通りである。 

 nirS1F (763-780)  ：CCTA(C/T)TGGCCGCC(A/G)CA(A/G)T 

 nirS6R (1638-1653)      ：CGTTGAACTT(A/G)CCGGT  

 nirK1F (526-542)      ：GG(A/C)ATGGT(G/T)CC(C/G)TGGCA 

 nirK5R (1023-1040)  ：GCCTCGATCAG(A/G)TT(A/G)TGG 

 

・サーマルサイクラー（PC802，ASTEC製）を用い、下記条件のうち、Aと記載したアニーリ

ング温度を58，56，54，52，50 ℃とし、それぞれPCRを行う。また、京都大学で用いてい

る酵素はTaKaRa Ex Taq（宝酒造）、従来の酵素はAmpliTaq Gold（Applied Biosystems）

であるが、文献によるとAmpliTaq Goldでは、最初の熱変性時間を長めにした方がよいとあ

るので、京都大学の方法では95 ℃、4分のところを今回は95 ℃、10分とした。 

129



 

 

 

 

   （1段目） 

  95℃ 10min 

  95℃ 1min 

  A  0.5min  ×20 

  72℃ 1min 

  72℃ 7min 

   （2段目） 

  95℃ 10min 

  95℃ 1min 

  A  0.5min  ×30 

  72℃ 1min 

  72℃ 7min 

・2 %アガロースゲルで電気泳動を行い、PCR増幅の有無を確認する。 

 

③－２ 熱変性時間の確認 

これまで用いている酵素は、AmpliTaq Gold（Applied Biosystems）で、上述したように最

初の熱変性時間を長めにした方がよいという文献がある。そこで、平成19年度の検討において

nirKの最適PCR条件とした条件2)のうち、熱変性の時間を変化させ、遺伝子増幅の結果をアガ

ロースゲル電気泳動にて確認する。 

 

・200 µlマイクロチューブへ下記試薬およびサンプルを入れる。 

  10×Buffer    5 µl 

   dNTP（2.0 mM）    5 µl （200 µM） 

   nirK1F     3.5 µl （35 pmol） 

  nirK5R     3.5 µl （35 pmol） 

  サンプル     17.5，1.75，0.175 ng 

  AmpliTaq Gold（5 U）   0.2 µl （1.0 U） 

  滅菌蒸留水    適量          

     Total     50 µl 
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・サーマルサイクラーを用い、下記条件のうち、最初の熱変性時間Bを5、10分とし、それぞれ

PCRを行う。 

   95℃ B 

  95℃ 30sec 

  45-40℃ 40sec（0.5℃/cycle） ×10 

  72℃ 40sec 

  95℃ 30sec 

  43℃ 40sec   ×20 

  72℃ 40sec 

  72℃ 7min 

 

・2 %アガロースゲルで電気泳動を行い、PCR増幅の有無を確認する。 

 

③－３ 異なる酵素による脱窒遺伝子増幅の確認 

平成19年度CO2海洋隔離環境影響評価において、京都大学と同じサンプル・プロトコルにて

PCRを行っても、得られるアガロースゲル電気泳動バンドパターンが全く異なることがあった。

上述したように、PCRに用いる酵素が京都大学と異なることから、酵素の違いが原因である可

能性が考えられる。そこで今回、TaKaRa Ex Taqを入手し、PCRを行い脱窒遺伝子の増幅を確

認する。 

 

・200 µlマイクロチューブへ下記試薬およびサンプルを入れる。 

   10×Buffer    5 µl 

   dNTP（2.5 mM）    4 µl （200 µM） 

   forward primer    3.5 µl （35 pmol） 

  reverse primer    3.5 µl （35 pmol） 

  サンプル     17.5，1.75，0.175 ng 

  TaKaRa Ex Taq（5 U）   0.2 µl （1.0 U） 

  滅菌蒸留水    適量         

    Total     50 µl 
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・サーマルサイクラー（PC802，ASTEC製）を用い、下記条件でcool start法にてPCRを行う。 

  （1段目） 

  95℃ 1min 

  95℃ 30sec 

  56℃  30sec   ×20 

  72℃ 1min 

  72℃ 7min 

   （2段目） 

  95℃ 1min 

  95℃ 30sec 

  56℃  30sec   ×30 

  72℃ 1min 

  72℃ 7min 

 

・2 %アガロースゲルで電気泳動を行い、PCR増幅の有無を確認する。 

 

④ 脱窒遺伝子単離の検討 

遺伝子増幅確認のために行うアガロースゲル電気泳動のゲルから、市販のキットQIAquick 

Gel Extraction Kit（QIAGEN）を用いて目的塩基長のバンドを単離・精製する。つまり、複数

のバンドが検出されたゲルからのnirS、nirK単離の可能性を確認する。 

 

・清潔で鋭利なもの（メスなど）を用いて目的バンドを含むアガロースゲル部分を切り取る。 

・1.5 mlチューブに上述のゲルを入れ重量を測定する。ゲル重量の3倍容量のBuffer QGを添加

する。 

・50 ℃で10分間インキュベートする。ゲルの溶解をよくするため、インキュベーション中、 

2～3分毎にチューブをボルテックスして溶液を混和する。 

・ゲルが完全に溶解後、溶液の色が黄色であることを確認する。 

・ゲルと等量のイソプロパノールを添加し、チューブを数回転倒混和する。 

・2 mlコレクションチューブにQIAquickスピンカラムをセットする。 

・DNAを結合させるために、サンプルをQIAquickカラムにアプライして1分間遠心操作する。 

・ろ液を棄て、QIAquickカラムを同じコレクションチューブに戻す。 

・洗浄のため750 µlのBuffer PEをQIAquickカラムに添加し、1分間遠心する。 

・ろ液を除き、QIAquickカラムをさらに17,900×g（13,000 rpm）で1分間遠心操作する。 

・QIAquickカラムを新しい1.5 mlのマイクロ遠心チューブにセットする。 

・DNAの溶出を行うために、30 µlのBuffer EBをQIAquickメンブレン表面の中央に添加し、 

1分間静置後、1分間遠心する。 

・Loading Dyeに5倍量の精製DNAを添加、よく混和し、2 %アガロースゲルで電気泳動を行う。 
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⑤ ペラジックチャンバーサンプルの16s-rDNAのDGGE分析 

微生物群集構造の解析を実施するため、提供いただいたDNA抽出サンプルから微生物の遺伝

子のDGGE分析を実施する。微生物の系統解析に有効である16S-rDNAのV3領域をPCRにより

増幅した後DGGE分析を実施する。 

ａ．DNA増幅反応 

PCRのプライマーペアとして、まず、338Fと515Rの組み合せで行い、次にPCR産物0.5 µl

（1/100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分析のサンプルとした。各プライマーの配列およびPCR条件は以下の通り。 

 

・プライマーの配列 

 338F：CCTACGGGAGGCAGCAG 

 515R：ATTACCGCGGCTGCTGG 

 GC clamp：CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

 

・試薬量 

 Taq polymeraseは、AmpliTaq Gold（Applied Biosystems）を使用。 

1回目PCR 

  10×Buffer   5 µl 

  dNTP    5 µl  （200 µM） 

  338F    0.5 µl （5 pmol） 

 515R    0.5 µl （5 pmol） 

 サンプル    5 µl （約50 ng） 

 Taq polymerase（5 U）  0.25 µl（1.25 U） 

 滅菌蒸留水   33.75 µl     

 Total    50 µl 

 

2回目PCR 

  10×Buffer   5 µl 

  dNTP    5 µl （200 µM） 

  338F with GC clamp  0.5 µl （5 pmol） 

 515R    0.5 µl （5 pmol） 

 サンプル(1回目PCR産物)  0.5 µl 

 Taq polymerase（5 U）  0.25 µl（1.25 U） 

 滅菌蒸留水   38.25 µl      

 Total    50 µl 
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ｂ．PCRプログラム 

 1回目、2回目ともに以下のプログラムにて実施。 

 95℃ 10min 

 ｜ 

  95℃ 1min 

  62℃ 1min 

  72℃ 1min 

 （以上 20サイクル） 

 ｜ 

  72℃ 10min 

 

ｃ．DGGE分析 

DGGE分析は、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40分間行い、検出およびデジタル化はプリントグラフ（ATTO）により行った。

操作の詳細を以下に示す。 

 

ゲル作製 

 今回使用するゲル組成は次の通り。 

 

変性剤／アクリルアミド 0 %／7 % 40 %／7 % 60 %／9 % 
40% Acrylamide/Bis (37:1) 8.75 ml 11.25 ml 8.75 ml 
50×TAE buffer 1 ml 1 ml 1 ml 
ホルムアミド  8 ml 12 ml 

尿素  8.4 g 12.6 g 

蒸留水 α*5 α α 
Total 50 ml 50 ml 50 ml 

 

電気泳動 

・泳動タンクにTAE bufferを7 L入れ、ヒーターを63 ℃に設定し、加温開始。 

・温度が約55 ℃となったら、作製したゲルをゲル板固定装置に装着し、泳動タンクへ浸け、

予め作製しておいたTAE buffer 300 mlをゲル板固定装置の上部へ流し入れる。 

・再び加温を開始し、63 ℃となるまで加温を行う。 

・500 µlマイクロチューブにDye 10 µl、サンプル 20 µlを入れ、ピペッティングにより混合し、

泳動サンプルとする。 

・63 ℃となったらゲルのコームを外し、1 mlマイクロピペットを用いてウェル内を掃除する。 
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・準備した泳動サンプル全量とマーカー（DGGE Marker Ⅰ，ニッポンジーン）5 µlをウェルに

入れる。 

・ヒーターを取り付け、温度を60 ℃に設定する。60 ℃となったら電気泳動を行う。（90 V，

900分） 

 

観察 

・TAE buffer 50 mlへSYBR Green 5 µlを添加し、静かに転倒混合する。 

・ゲル板から外したゲルをバットへ移し、染色溶液を均一に行き渡るように流し掛け、アルミホ

イルで遮光した状態で40分間染色する。 

・染色液をキムタオル等で除去する。 

・UV照射・ゲル観察装置（ATTO）にてUV（254 nm）100%照射を行い、ディスプレイで電気

泳動の結果を確認する。 

 

⑥ 脱窒遺伝子のDGGE分析 

⑥－１ 脱窒遺伝子のDGGE分析のための増幅反応 

GC clamp付きプライマーペアを用いたPCRによりDGGE分析のためのDNA増幅を行う。 

・プライマー配列 

従来法の16S-rRNA領域増幅時に使用しているプライマーと同じGC clamp配列を付加した

nirS1F-GCおよびnirK1F-GCと、文献3)を参考にしたnirS1F-GC-JbacおよびnirK1F-GC-Jbacの

2種類を用いて行った。各配列は以下の通り。 

nirS1F-GC  ：

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

      CCTA(C/T)TGGCCGCC(A/G)CA(A/G)T 

nirS1F-GC-Jbac  ：

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

      CCTA(C/T)TGGCCGCC(A/G)CA(A/G)T 

nirS6R   ：CGTTGAACTT(A/G)CCGGT 

nirK1F-GC  ：

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

           GG(A/C)ATGGT(G/T)CC(C/G)TGGCA 

nirK1F-GC-Jbac   ：

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

            GG(A/C)ATGGT(G/T)CC(C/G)TGGCA 

nirK5R   ：GCCTCGATCAG(A/G)TT(A/G)TGG 

 

135



 

 

 

・試薬量 

Taq polymeraseはTaKaRa Ex Taq（宝酒造）を使用する。 

（nirS） 

  10×Buffer   5 µl 

  dNTP    4 µl  （200 µM） 

  nirS1F-GC or nirS1F-GC-Jbac 3.5 µl （35 pmol） 

 nirS6R    3.5 µl （35 pmol） 

 単離DNA溶液   0.5 µl 

 Taq polymerase（5 U）  0.2 µl（1.0 U） 

 滅菌蒸留水   33.3 µl      

 Total    50 µl 

 

（nirK） 

  10×Buffer   5 µl 

  dNTP    4 µl （200 µM） 

  nirK1F-GC or nirK1F-GC-Jbac 3.5 µl （35 pmol） 

 nirS6R    3.5 µl （35 pmol） 

 単離DNA溶液   0.5 µl 

 Taq polymerase（5 U）  0.2 µl（1.0 U） 

 滅菌蒸留水   33.3 µl       

 Total    50 µl 

 

・PCRプログラム 

 95℃ 1min 

 ｜ 

  95℃ 30sec 

  56℃ 30sec 

  72℃ 1min 

 （以上 20サイクル） 

 ｜ 

 72℃ 7min 

 

・評価方法 

 2 %アガロースゲルで電気泳動を行い、PCR増幅の有無を確認する。 
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⑥－２ 脱窒遺伝子のDGGE分析 

文献4)を参考にnir検出を目的としたDGGE分析を行なう。DGGE分析はDCodeシステム（Bio-

Rad社）を用いて行った。変性剤は、100 %変性剤を7 M尿素、40 %ホルムアミドとして、60 %

（6 %アクリルアミドゲル）と50 %（同）とし、電気泳動は50 Vで1000分間行った。染色は

SYBR Green（Molecular Probes）により40分間行い、検出およびデジタル化はプリントグラフ

（ATTO）により行った。操作の詳細を以下に示す。 

 

・ゲル作製 

今回使用するゲルの組成は次の通り。 

 

変性剤／アクリルアミド 0 %／6 % 50 %／6 % 60 %／6 % 
40% Acrylamide/Bis (37:1) 7.5 ml 7.5 ml 7.5 ml 
50×TAE buffer 1 ml 1 ml 1 ml 
ホルムアミド  10 ml 12 ml 

尿素  10.5 g 12.6 g 

蒸留水 α*6 α α 
Total 50 ml 50 ml 50 ml 

 

・電気泳動 

Dye 10 µl、増幅した単離脱窒遺伝子サンプル（nirS1F-GC-JbacとnirS6R，nirK1F-GC-Jbac

とnirK5RによるPCR産物） 20 µlを泳動サンプルとし、マーカー（DGGE Marker Ⅰ，ニッポ

ンジーン）5 µlとともに電気泳動を行う。（50 V，1000 min） 

 

・観察 

泳動後のゲルを染色し、UV（254 nm） 100%で照射、ディスプレイで泳動結果を確認する。 
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４．１．４－４ 結果 

 

① PCR条件検討 

①－１ アニーリング温度の検討 

・アニーリング温度 58 ℃ 

 nirSではいずれのサンプル量においてもnirS検出位置（約900bp）にバンドは確認されなかっ

た。nirKのサンプル量17.5および1.75 ngではnirK検出位置（約500bp）にバンドが確認された。

但し、目的以外のバンドも多数検出された。 

 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

nirK 

nirS 

1000 500   100bp 

 

 

図 4.1.4-1 アニーリング温度検討結果(1) 
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・アニーリング温度 56 ℃ 

 nirSでは、いずれのサンプル量においてもnirS検出位置（約900bp）にバンドは確認されな

かった。nirKのサンプル量17.5および1.75 ngでは、nirK検出位置（約500bp）に薄くではある

がバンドが確認された。但し、目的以外のバンドも多数検出された。  

 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

nirK 

nirS 

 

図 4.1.4-2 アニーリング温度検討結果(2) 

 

 

・アニーリング温度 54 ℃ 

 nirSおよびnirKとも、いずれのサンプル量においても、目的とする検出位置にバンド検出は

確認されなかった。 

 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

nirK 

nirS 

  

図 4.1.4-3 アニーリング温度検討結果(3) 
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・アニーリング温度 52 ℃ 

nirSのサンプル量17.5および1.75 ngでは、nirS検出位置（約900bp）に薄くではあるがバンド

が確認された。但し、目的以外のバンドも多数検出された。nirKでは、いずれのサンプル量に

おいてもnirK検出位置（約500bp）にバンドは確認されなかった。 

 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

nirK 

nirS 

  

図 4.1.4-4 アニーリング温度検討結果(4) 

 

 

・アニーリング温度 50 ℃ 

 nirSでは、いずれのサンプル量においてもnirS検出位置（約900bp）にバンドは確認されな

かった。nirKのサンプル量17.5 ngでは、nirK検出位置（約500bp）にバンドが確認された。 

但し、目的以外のバンドも多数検出された。 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

nirK 

nirS 

  

図 4.1.4-5 アニーリング温度検討結果(5) 
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①－２ 熱変性時間の確認 

 熱変性時間5、10分のどちらもnirK検出位置（約500bp）にバンドが確認されたが、検出強度

は10分の方が強いことを確認した。 

 

 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

10 分 

5 分 

 

図 4.1.4-6 熱変性時間検討結果 

 

 

①－３ 異なる酵素による脱窒遺伝子増幅の確認 

TaKaRa Ex TaqによるPCR結果を図4.1.4-7に示す。nirSのサンプル量17.5 ngでは、nirS検出

位置（約900bp）にバンドが確認された。但し、目的以外のバンドも多数検出された。nirKのサ

ンプル量17.5および0.175 ngでは、nirK検出位置（約500bp）にバンドが確認された。但し、目

的以外のバンドも多数検出された。 

nirKのサンプル量17.5および0.175 ngでは、nirK検出位置（約500bp）にバンドが確認された。

但し、目的以外のバンドも多数検出された。 

 

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

サンプル 0.175ng

サンプル 1.75ng

サンプル 17.5ng

nirS 

nirK 

 

図 4.1.4-7 TaKaRa Ex Taq による PCR 結果 
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② 脱窒遺伝子単離の検討 

ゲルからの単離結果を図4.1.4-8に示す。nirS、nirKともに目的塩基長のみの単離が可能であ

ることを確認した。但し、切り出すゲルの重量が100 mgに満たない場合は、単離操作を行って

もアガロースゲル電気泳動による最終確認でバンド検出を確認できなかった。このような場合は、

PCR増幅サンプルを電気泳動する際、同じサンプルを複数レーン（少なくとも3レーン）流し、

切り出すゲルの重量を100 mg以上とすると単離が可能となることを確認した。 

 

 

マーカー（100bp）

nirK 切り出し

nirS 切り出し

 

図 4.1.4-8 ゲルからの単離結果 

 

③ ペラジックチャンバーサンプルの16s-rDNAのDGGE分析 

 得られたDGGE画像を図4.1.4-9に示す。いずれのチャンバーとも0.2 µmと3 µmとでバンドパ

ターンに差は見られなかった。チャンバー1と3は、バンドパターンおよび優占種ともによく似

ていた。 

Band①：いずれのチャンバーでも検出されるが、チャンバー2は弱く検出 

Band②：いずれのチャンバーにおいても優占種 

Band③：いずれのチャンバーでも検出されるが、チャンバー2はやや弱く検出 

Band④：チャンバー1と3で検出 

Band⑤：いずれのチャンバーでも検出されるが、チャンバー2は弱く検出 

Band⑥：チャンバー2と3で検出され、チャンバー2は強く検出 

Band⑦：チャンバー2でのみ検出 

Band⑧：チャンバー2でのみ検出 

Band⑨：チャンバー2と3で検出 

Band⑩：いずれのチャンバーでも検出されるが、チャンバー1は弱く検出 

チャンバー2は他のチャンバーで確認されないBand⑦、⑧などが検出されるなど、他と異なる

バンドパターンを示した。 
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図 4.1.4-9 DGGE 結果
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④ nirK、nirSのDGGE分析 

脱窒活性に関するN2O産生にかかわる遺伝子についてDGGE法による分析を実施する。 

④－１ 脱窒遺伝子の存在評価 

①から⑤で確認した方法にてnirS、nirKの存在を評価した。AmpliTaq Goldを用いたnirSの

存在評価結果を図4.1.4-10－１、TaKaRa Ex Taqを用いたnirSの存在評価結果を図4.1.4-10－２

に示す。AmpliTaq Goldを用いたnirSのPCRは、Initialとチャンバー3では0.2 µmサンプルのみ、

チャンバー1、2では0.2 µmおよび3.0 µmサンプルのいずれにおいてもバンド検出が確認された。

TaKaRa Ex Taqを用いたnirSのPCRは、全てのサンプルにおいてバンド検出が確認された。 

 AmpliTaq Goldを用いたnirKの存在評価結果を図4.1.4-11－１、TaKaRa Ex Taqを用いた

nirKの存在評価結果を図4.1.4-11－２に示す。AmpliTaq Goldを用いたnirKのPCRは、Inirial、

チャンバー2および3の0.2 µmサンプルにおいてバンド検出が確認された。但し、チャンバー2、

3のバンドは非常に弱く検出された。TaKaRa Ex Taqを用いたnirKのPCRは、全ての0.2 µmサ

ンプルにおいてバンド検出が確認された。但し、チャンバー2、3のバンドは非常に弱く検出さ

れた。 
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マーカー（100bp）

0.2 µm

3.0 µm

0.2 µm
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図 4.1.4-10－１ nirS の存在評価結果 (1) 

（酵素：AmpliTaq Gold） 
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図 4.1.4-10－２ nirS の存在評価結果 (2) 

（酵素：TaKaRa Ex Taq） 

145



 

 

 

 

マーカー（100bp）

0.2 µm

3.0 µm

0.2 µm

0.2 µm

3.0 µm

0.2 µm

マーカー（100bp）

3.0 µm

3.0 µm

Initial 

chamber1 

chamber3 

chamber2 

500bp

 

 

図 4.1.4-11－１ nirK の存在評価結果 (1) 

（酵素：AmpliTaq Gold） 
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図 4.1.4-11－２ nirK の存在評価結果 (2) 

（酵素：TaKaRa Ex Taq） 
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④－２ 脱窒遺伝子の単離 

前述の通り、nirSは全ての0.2 µmおよび3 µmサンプルに存在、nirKは全ての0.2 µmサンプル

に存在した。そこで、市販品QIAquick Gel Extraction Kit（QIAGEN）を用い、存在が確認さ

れた各々のPCR産物よりnirS、nirK遺伝子を単離した。nirS、nirK単離操作後のアガロースゲ

ル電気泳動にて得られた画像をそれぞれ図4.1.4-12に示す。nirKはいずれも大変弱い検出強度で

あるが、全サンプルの単離を確認した。 
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図 4.1.4-12－１ nirS の単離確認結果 
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図 4.1.4-12－２ nirK の単離確認結果 
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④－３ 脱窒遺伝子のDGGE分析のための増幅反応 

アガロースゲル電気泳動により得られた画像を図4.1.4-13～14に示す。nirS遺伝子増幅のため

のnirS1F-GCおよびnirS1F-GC-Jbac、nirK遺伝子増幅のためのnirK1F-GCおよびnirK1F-GC

－Jbacを用いたいずれの場合も、目的以外のエキストラバンドが検出された。2種類のプライ

マーペアを比較し、エキストラバンドの検出が少ないnirS1F-GC-JbacとnirS6R、nirK1F-GC-

JbacおよびnirK5RをDGGE分析のためのDNA増幅反応に用いることとする。 
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図 4.1.4-13－１ GC clamp 付きプライマーによる単離 nirS の増幅結果 

（プライマー：nirS1F-GC，nirS6R） 
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図 4.1.4-13－２ GC clamp 付きプライマーによる単離 nirS の増幅結果 

（プライマー：nirS1F-GC-Jbac，nirS6R） 

148



 

 

 

 

0.2 µm 

initial

control

5000uatm

1500utam

マーカー（100bp）

マーカー（100bp）

500bp

 

 

図 4.1.4-14－１ GC clamp 付きプライマーによる単離 nirK の増幅結果 

（プライマー：nirK1F-GC，nirK5R） 
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図 4.1.4-14－２ GC clamp 付きプライマーによる単離 nirK の増幅結果 

（プライマー：nirK1F-GC-Jbac，nirK5R） 

 

 

 

④－４ 脱窒遺伝子のDGGE分析 

得られたDGGE画像を図4.1.4-15に示す。0.2 µmおよび3 µmサンプルのnirSは、0.2 µmサン

プルよりも3 µmサンプルの方が検出バンド数は多く、種多様性に富む傾向が見られた。Band①

は、全ての0.2 µmおよび3 µmサンプルにおいて優占種であった。Band②は、controlと5000 

µatmの3 µmサンプルにおいて比較的強く検出したが、1500 µatmの3 µmサンプルでは検出され

なかった。0.2 µmサンプルのnirKは、1500 µatmと5000 µatmで似たバンドパターンを示し、

それらは、controlとはやや異なるバンドパターンであった。controlのみにBand③が検出される

など、1500 µatmと5000 µatmの種多様性は、controlに比べてやや劣る傾向が見られた。 

149



 

 

 

 

 

 

マ
ー
カ
ー
 

マ
ー
カ
ー
 0.2   3  0.2  3  0.2  3   0.2  3µm

i
n
i
t
i
a
l
 

c
o
n
t
r
o
l
 

1
5
0
0
u
a
t
m
 

5
0
0
0
u
a
t
m
 

i
n
i
t
i
a
l
 

c
o
n
t
r
o
l
 

1
5
0
0
u
a
t
m
 

5
0
0
0
u
a
t
m
 

nirS
nirK 

0.2µm 

① 

② ③ 

 

図 4.1.4-15 脱窒関連酵素 DGGE 結果（nirS，nirK） 
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４．１．４－５ 考察 

  

今回の検討の結果、次のことを確認した。 

アニーリング温度の検討において、昨年度試料についてnirKとnirSの両遺伝子を検出するこ

とができた。これは、PCRプロトコルの修正と試薬の変更によるところが大きいと考えられる。

今回、AmpliTaq Goldを用いたPCRの場合、nirSは52 ℃、nirKは58 ℃が最もよく増幅した。

また、熱変性時間の確認では、nirKの場合、熱変性時間が5分よりも10分の方がよく増幅した。

また、PCRに用いる酵素を変更しただけでも脱窒遺伝子増幅の違いが明らかであり、新規の環

境条件の試料の場合には、複数の条件での検出条件検討が必要であり、標準法だけの採用は陰性

結果だけを導く恐れがある。 

今回の検討においてPCR条件を検討し、同一サンプルを2種類の酵素で増幅することにより、

脱窒遺伝子（nirS，nirK）存在評価が可能であることを確認できた。 

 PCR条件の検討では、脱窒遺伝子のみを増幅させることができず、疑似バンドが出現してし

まう。この場合には、遺伝子増幅確認で行うアガロースゲル電気泳動後のゲルから目的塩基長遺

伝子のみの単離が可能であることを確認できた。 

 ペラジックチャンバーサンプルの分析では、チャンバー1とチャンバー3はバンドパターンや

バンドの濃さがよく似ており、チャンバー2はこれらとは異なるパターンを示した。チャンバー

2ではDO濃度の変化やCO2濃度変化が大きく、攪拌装置の脱落に起因した影響が微生物性状にも

及んでいたと考えられる。また、初期条件とチャンバー1のバンドの比較では、バンド位置は殆

ど一致しており、バンドの濃さの変化が認められるに留まっていた。PCR法を用いた場合には、

バンドの濃さによる定量性はないとされており、今回の結果は、ペラジックチャンバー法のボト

ル効果による微生物群集の変化は、それほど大きいものではないと思われる。 

 脱窒関連遺伝子のnirKとnirSによるDGGE分析を試みた結果、nirSは0.2µmおよび3 µmの両

分画で検出され、nirKは0.2µmのみで検出された。これは、それぞれの酵素をもつ微生物が異な

り、かつnirSをもつ微生物はフリーリビングで生息するものと懸濁物質あるいは沈降物質など粒

子状物質表面や内部に生息していること、また、nirKをもつ微生物はフリーリビングタイプで

あることを示唆している。DGGE分析からは3µmサンプルの方がnirS検出バンド数は多く、粒

子状物質に生息する微生物群集の方が、脱窒に関与する微生物の多様性に富んでいることを示唆

するものである。脱窒遺伝子のバンド出現パターンは、チャンバー間で異なる結果も得られてい

るが、これらの点が、脱窒遺伝子がCO2の影響を受けやすいのか、あるいは、脱窒遺伝子をもつ

微生物群集の組成はかなりダイナミックに変動していることに起因しているのかは、今回の結果

だけでは判断できない。検出技術としての有効性の見通しがついたことから、今後のペラジック

チャンバー実験に適用していくことが望まれる。 
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４．１．４－６ まとめ 

 

本報告では、脱窒活性に関するN2O産生にかかわる遺伝子についてDGGE法を実施するための

技術的検討を実施し、以下の結果を得た。 

・PCR条件としてアニーリング温度、熱変性時間、酵素の種類を検討し、脱窒遺伝子を効果

的に増幅する方法を確立した。 

・脱窒遺伝子の単離を検討し、市販のキットを用いることにより、目的塩基長の遺伝子のみ

を単離できることを確認した。 

・ベンチックチャンバー実験のサンプルにおいて脱窒酵素のDGGE分析を実施し、脱窒活性

に関連するnirK、nirSに対するCO2の影響を分析し、DGGEパターンが変化することを確

認した。 

・これら結果から中深層における現場実験において脱窒活性への影響を評価することを目的

とした、特異的微生物活性の解析手法の目処得た。 

 

 

４．１．４－７ 今後の課題 

 

今後の課題としては、CO2曝露実験の継続に際して、 

・脱窒遺伝子の解析で検出されたCO2曝露条件に特異的な遺伝子を単離した後、このシーケン

スによる種の同定 

・CO2の影響を評価する指標となる種の選定 

・指標となる種のリアルタイムPCRなどによるマスに換算する手法の検討。 

 を行い、CO2影響を受けうる微生物種の選定と、モニタリング手法としての適用性の検討が挙

げられる。 
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４．２ CO2 影響の研究 

 

４．２．１ 模擬深海環境下における深海生物の CO2 影響実験 

 

４．２．１－１ はじめに 

 

水深 2000m 程度の海洋中深層への CO2の放出が計画されている CO2海洋隔離の生物影

響を評価するためには、高圧・低水温という深海環境条件下で深海生物を用いた実験を行

なう必要がある。深海生物は安定した深海環境で進化を遂げてきたことから、海洋変動に

対して浅海生物よりも高い感受性をもっていると一般に考えられている（Seibel and 

Walsh, 2003）。in vivo 実験でこの点について検討した例は、深海性と浅海性のカニを用

いて CO2曝露に対する生理影響を検討した Pane and Barry（2007）、深海性と浅海性の

カイアシ類の CO2曝露実験を行った Watanabe et al.（2006）があるのみである。これら

の実験は、いずれも大気圧下で行われている。CO2影響に及ぼす水圧の効果についての検

討に関しては、米国の Monterey Bay Aquarium Research Institute の研究者らが潜水艇

を用いて、底生性深海魚を現場で採集して高圧チェンバーに入れたまま実験室に持ち帰っ

て CO2曝露実験を行なう試みを続けているが、その進行は遅々としており、実施の困難さ

が大きいことが伺われる（石松、私信）。また、深海底に置いた小型容器に液体 CO2を満

たし、深海生物をトラップで捕捉して生残状況や行動を観察する試みも行われているが、

実験条件の設定などに難点があり、CO2 に対する深海生物の感受性を理解するためには、

十分な知見が得られていない（Barry et al. 2005; Barry and Drazen, 2007）。 

われわれは、平成 19 年度に深層水取水施設の一箇所（富山県入善海洋深層水活用施設、

取水深度 386m）から底生性の深海生物（魚類、甲殻類、頭足類）が良好な状態で入手で

きることを見出した。さらに平成 19 年度には、水深 2000m 相当までの水圧と水温 0～2℃

で実験を行える高圧実験装置を開発した。平成 19 年度に深海魚の一種ザラビクニン

Careproctus trachysomaを用いて、模擬深海環境下における CO2曝露予備実験を行ない、

(1)ザラビクニンを用いた高圧 CO2曝露実験の圧力条件として、6MPa が適当であること、

および(2)6MPa 条件下での CO2曝露実験の結果から、高水圧はザラビクニンの CO2耐性

に負の影響を及ぼす可能性があること、を見出した。しかし、平成 19 年度では、供試魚

を十分数入手できなかったため（6MPaでの圧力耐性実験 1個体、2%CO2曝露実験 2個体）、

ザラビクニンの CO2耐性に与える圧力の影響について結論することはできなかった（石松, 

2008）。今年度はより多くの個体を用いて、2%CO2条件に絞って、検討を行った。 

高圧条件下では、供試個体から得られる情報が電気的信号として取得できる心電図・筋

電図等に限られる。しかし、これらの情報のみでは、CO2曝露時の生理状態の変化を把握

するには不十分である。血液は体内の生理状態を把握する情報源として適しており、適当
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な動脈に採血のためのカニューラを装着することによって反復採血が可能となる。高圧条

件下ではこの技術は適用できないが、常圧条件下の CO2曝露実験において生理応答を把握

する有用な技術として期待される。今年度は、平成 19 年度の成果であるザラビクニンの

血管系の構造に関する知見に立脚し、カニュレーション技法の検討を行った。 

 

 

４．２．１－２ 目的 

  

ザラビクニンを用いた模擬深海環境下における CO2影響について検討するため、6MPa

条件下での CO2曝露実験を行う。実験期間中の水質（水温・循環流量・pH・溶存酸素飽

和度）および実験魚の行動をより精確に把握するため、実験装置の改良を行うことを第 1

の目的とした。装置完成後、ザラビクニンを用いて 6MPa での対照実験（空気曝気により

生残状況を確認）、高圧チェンバーを用いて大気圧下および 6MPa 条件で 2%CO2曝露を

行うことによって、圧力影響の検討を行うことを第 2 の目的とした。さらに平成 19 年度

にも行ったザラビクニンの最高耐圧に昨年度の解剖学的知見に基づき、採血のためのカニ

ュレーション技法の確立を第 3 の目的とした。 

 

 

４．２．１－３ 方法 

 

（１）高圧下 CO2曝露実験装置の改良と動作確認 

高圧下 CO2 曝露実験装置（図 4.2.1-1）の循環海水の流量、水温、pH および溶存酸素

飽和度（DO）を 24 時間自動記録できるようにした。流量測定には高圧バルブと海水フィ

ルターを繋ぐ配管の途中に電磁式デジタル流量センサ（FD-MH10A, FD-MA1A, MS2, 

KEYENCE）を取り付け、リアルタイムで流量を表示した。また、流量センサからのアナ

ログ出力をデータ収集システム（NR-1000,KEYENCE）に取り込み、定期的に記録した。

水温は高圧実験装置の曝気筒内に設置された Pt 熱電対とデータ収集システム（NR-1000, 

KEYENCE）により  1 時間毎に記録した。pH の測定にはポータブル  pH メーター

（Seven Go, METTLER TOLEDO）を用い、測定電極を曝気筒内に設置した。DO の測定

にはポータブル DO メーター（DO-14P, 東亜電波工業）を用い、オンラインフィルター

と曝気筒を繋ぐ配管に水中スターラーにより攪拌が可能な水槽を設け、その中に DO メー

ターの測定電極を設置した。Web カメラ撮影の操作および画像データの記録には、ライブ

カメラソフト（Live Capture 2, http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/）を用いた。高圧チェ

ンバー前面の 2 つの窓にそれぞれポータブルビデオカメラを設置した。2 台のビデオカメ

ラで撮影された映像をそれぞれ別々の DVD レコーダー（DR-MX5, Victor および
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DMR-XP22V, 松下電器産業）に出力し、スケジュール機能を用いて録画した。チェンバ

ー底面にも円形の窓が付いており、そこに LED 照明を取り付けチェンバー内に光を供給

した（図 4.2.1-2）。 

高圧実験装置に海水を入れて毎分 3L の外気で曝気しながら、1L/分の流量で海水を循環

させた。半日ほど放置し、水温、DO、pH が十分に安定してから供試魚をチェンバー内に

入れ、一晩馴致した後、計測を開始した。毎時 1 MPa の割合で最大 6MPa（水深 600m

相当）まで昇圧し、昇圧期間も含め最長 168 時間まで経過を観察した。昇圧開始時、その

後 1 時間毎に流量、水温、pH および DO を自動測定した。また、チェンバー内部の映像

も 1 時間毎に 5 分間ずつ録画した。測定および録画は CO2曝露実験を想定し、曝露開始時

間に当たる 24 時間目において、その 10分前と 30分後でも行った（合計 171 回）。さらに、

塩分は 1 日に一回、塩分濃度屈折計（S-100）を用いて測定した。6 MPa までの昇圧に際

して循環海水の水温が上昇するため、冷却槽の不凍液の設定温度を 2℃から 1℃に変更した。

不凍液の冷却には時間を要することを考慮して、冷却槽のサーモスタットの変更は 3MPa

まで昇圧した時点で 1℃に変更した。 

 

（２）ザラビクニンの最高耐圧条件の検討 

 昨年度の研究により推定した 6MPa が適正実験水圧であることを確認するため、ザラビ

クニン計 14 個体（体長 24.8 ± 1.1 cm, 体重 196.1 ± 25.7 g：平成 19 年度の 1 個体を含

む）を用いた。平成 19年度の実験方法に準じて耐圧実験を行った。供試魚は、昨年度同様、

富山県入善海洋深層水活用施設で水深 384mより捕獲された個体を用いた。また、実験で用

いた海水も富山県入善海洋深層水活用施設で水深 384mより採水された深層水を用いた。 

  

（３）圧力がザラビクニンの CO2耐性に与える影響 

前項（2）と同じ手順で入手および馴致した個体（N = 20, 体長 25.8 ± 5.9 cm, 体重 209.4 

± 64.7 g）を用いた。供試魚を高圧チェンバーに入れ一晩馴致した後、毎時 1MPa の割合

で昇圧を開始し、水圧 6MPa に到達後、再度一晩馴致した。その翌日 2%CO2 混合ガスの

送気を開始し、この時点を曝露開始 0 時間とした。実験期間は曝露開始から最長 144 時間

までとし、途中で供試魚が斃死した時点で終了とした。観察は、曝露開始 10 分前と曝露

開始時、0.5 時間、1 時間、3 時間、8 時間、24 時間、48 時間、72 時間、96 時間、120 時

間および 144 時間に行った。ただし、実験装置の改良に伴い観察頻度が上がり 12 時間毎、

3 時間毎、最終的には 1 時間毎での計測が可能となった。観察項目は生存状況、呼吸頻度、

遊泳姿勢とした。遊泳姿勢については、観測時に倒立または正立の姿勢を維持している場

合を姿勢制御ありとし、5 分間の観察時間中に胸鰭と尾鰭のいずれかが動いていれば遊泳

ありとした。 

また、対照実験として高圧実験装置を用いて、大気圧下で 2%CO2曝露を行った（N = 5）。

空気曝気条件（CO2 濃度 0.038%）による曝露を 6 MPa（N = 5）と大気圧下（N = 5）で

行った。 
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（４）カニュレーション技法の検討 

本検討には十分な供試魚を確保できず、1 個体（体長 22.7 cm, 体重 171 g）のみを用

いた。麻酔剤として 2-フェノキシエタノール（キシダ化学株式会社）を使用した。浸漬麻

酔は 2℃の海水 3 Lに濃度が 0.5 ml/Lになるように 2 -フェノキシエタノールを滴下した。

また、手術中の還流麻酔液は浸漬麻酔液の濃度の半分の 0.25 ml/L になるように調整し、

保冷剤を用いて水温を 0～1℃に維持した。供試魚を 5～10 分間、遊泳力を失うまで浸漬

麻酔し、その後、還流麻酔液の入った手術台に供試魚を入れ、手術を行った。供試魚の尾

部脊椎の直上を 3cm 程度切開し、尾動脈および尾静脈を露出させた。これらの血管にカニ

ュレーションを試みた。鰓腔内圧測定用カニューラは左鰓腔に装着した。カニューラは、

鰓腔用はヒビキ No.3 を、血管用は PE50 を用いた。手術後、拘束用ネットに入れて CO2 

曝露実験装置の実験水槽に入れた。手術麻酔からより早く回復させるために、海水を口腔

内に流し強制的に鰓を灌流した。 

 

 

４．２．１－４ 結果 

 

（１）高圧下 CO2曝露実験装置の改良と動作確認 

 高圧実験装置は、昇圧期間を含めて 168 時間まで実験条件を安定して維持できることが

確認された（図 4.2.1-3）。各種測定装置については、正常に作動し、データを記録できた。

168 時間の平均流量は、表示パネルでは、1.04 ± 0.05 L（SD、N = 171）、NR-1000 で記

録された電圧 1.33 ± 0.01 V を維持していた。また、水温は平均 2.1 ± 0.5℃、pH は平均

7.91 ± 0.01、DO は平均で 86.3 ± 6.6%だった。塩分は 38 で変化はなかった。また、高圧

チェンバー内の動画撮影について、実験中 1 時間毎に 5 分間ずつ正確に録画できた。記録

した映像からは供試魚の生死の確認、呼吸頻度の計測、遊泳姿勢の観察ができた。171 回

の撮影のうち供試魚は、2 台のビデオカメラのどちらかには映像が記録されていた。記録

された映像から呼吸頻度の測定を試みたところ、供試魚の遊泳位置が悪く 171 回中 2 回の

画像で測定が不可能だった。 

 

（２）ザラビクニンの最高耐圧条件の検討 

6 MPa（N = 5）および大気圧（N = 5）では、全ての供試個体が 144 時間まで生存した

（表 4.2.1-1）。呼吸頻度については、6 MPaでは昇圧開始時に 25.6 ± 1.5 bpm（SD, N = 5）

で昇圧に伴い若干の低下傾向がみられ、144 時間目で 2.26 ± 2.6 bpm と実験開始時の

88.7％まで低下した。また、大気圧下での呼吸頻度は 23.2 ± 3.27 bpm で安定しており、

144 時間時目で 24.2 ± 2.49 bpm だった（図 4.2.1-4）。遊泳姿勢についても、6 MPa 条件

下で 5 個体すべてが 144 時間目までほぼ安定して正常な姿勢を維持していた。大気圧にお

いても、5 個体すべてが安定して遊泳姿勢を維持していた（表 4.2.1-2）。 
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（３）圧力がザラビクニンの CO2耐性に与える影響 

海水 pH は、CO2曝露開始と同時に低下を始め、曝露開始時の値 7.97 ± 0.05（N = 5, SD, 

6MPa 区, 2%CO2）と 7.96 ± 0.01（N = 5, 大気圧区, 2%CO2）から、3 時間後には 6.41 ± 0.04

（6MPa 区, 2%CO2）と 6.38 ± 0.04（大気圧区, 2%CO2）となり、その後平衡した。 

 表 4.2.1-3 は 6 MPa と大気圧での CO2曝露時の累積斃死率を、図 4.2.1-5 は各個体の斃

死時間を示す。曝露開始から 12 時間毎にみると、6MPa（N = 5）では 24 時間目に 2 個体

が斃死し、72 時間までに全個体が斃死した。大気圧（N = 5）では 36 時間で 1 個体が斃

死し、60 時間で全個体が斃死した。それぞれの平均斃死時間は、43.2 ± 21.8 時間（6MPa, 

2%CO2, SD, N=5）と 48 ± 8.5 時間（大気圧, 2%CO2, N=5）であった。両群の斃死時間に

有意差は見られなかった（t - test, p > 0.05）。また、6 MPa と大気圧下で空気曝気を行

った実験では、両区共に 144 時間まで全個体が生存した。  

呼吸頻度は、6 MPa で 2 % CO2 曝露を行った区では、曝露開始時の値（23.4 ± 1.5 bpm

（SD, N = 5））を 100％とすると、曝露開始後 1 時間目で 83 ± 12.7%まで、3 時間目で

は 66 ± 5.4 %まで減少した（図 4.2.1-6）。その後は 70 %前後をほぼ維持した。大気圧下

では、曝露開始時の値（27.6 ± 2.6 bpm（N = 5））に対しで曝露開始 30分までに 87.3 ± 8.6%、

3 時間目では 60 ± 4.19%（N = 5）まで減少し、その後は 70 %から 60%代で推移した。CO2

曝露を行った両区における呼吸頻度を、斃死個体が出始めた曝露開始後 21 時間目まで比

較したところ、有意差は見られなかった（ANOVA, p > 0.05）。 

空気のみで曝露を行った 6 MPa 下では、曝露開始時の値が 23.8 ± 1.8 bpm、144 時間

目では 22.6 ± 2.6 bpm であった。大気圧下では、曝露開始時の値は 22.6 ± 2.1 bpm で 144

時間目では 24.2 ± 2.5 bpm であった。なお、これらの実験区における呼吸頻度の推移を比

較したところ、6 MPa 区において有意な呼吸頻度の低下がみられ（ANOVA, p < 0.05）、

さらに、6 MPa および大気圧下において、CO2 曝露を行った群は空気による曝露を行った

群と比較して有意な呼吸頻度の低下が見られた（ANOVA, p < 0.05）。 

遊泳姿勢は、6 MPa 下で 2% CO2曝露を行った群では、曝露開始後 12 時間目では 5 個

体中 3 個体において姿勢制御と遊泳運動が消失した（表 4.2.1-4）。24 時間目では 2 個体

が斃死し、残りの 3個体も遊泳なしの横臥状態になり、それ以降も回復することはなかった。

大気圧下で 2% CO2曝露を行った群でも、曝露開始 12 時間で 5 個体すべてにおいて姿勢

制御がなくなり、遊泳も 5 個体中 1 個体で胸鰭に若干の動きが見られるだけだった。その

後は、時折一部の個体で遊泳が見られるものの回復することはなかった。CO2を送気せず

空気のみで曝露を行った 6 MPa 群および大気圧群では、ほぼ安定して遊泳および姿勢制御

が維持されていた。 

 

（４）カニュレーション技法の検討 

尾動脈・尾静脈ともに非常に細く、また、血管壁が脆弱で、今回の検討ではカニュレー

ションに成功しなかった。 
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４．２．１－５ 考察 

 

（１）高圧下 CO2曝露実験装置の改良と動作確認 

6 MPa での運転時において、大気圧での運転時より約 0.2 L/分の流量の低下が起こるこ

とが明らかになった。流量の調整には高圧ポンプのストローク長を調整する必要がある。

今回は昇圧時に約 1 L/分になるようにストローク長を 22 mm に調整したため、大気圧で

の運転時は 1.1～1.2 L で循環した。変圧に応じたストローク長の調整を行うことが今後は

必要である。 

海水 pH は、実験期間中を通して平均 7.91 ± 0.01(SD, N = 171)で推移していた。表層

海水の pH（約 8.2、舞鶴湾, pH 8.17）に比して約 0.3 低かったが、これは、入善海洋深層

水活用施設で採水された深層水の pH が 7.84 と低いためである。塩分も約 38 と表層水

（舞鶴湾、塩分 35）と比較して高かった。DO は、毎分 3 L での曝気で十分に維持可能で

あることがわかった。ビデオカメラによる録画も予約スケジュールにしたがって行われたが、

チェンバー底面の窓に設置した照明だけでは、供試魚の姿勢によっては、映像の解像度が

非常に低下し、呼吸運動等の微細な動きを確認することが難しかった。今後はカメラの感

度を上げるか照明を増やす必要がある。また、供試魚がチェンバー内で遊泳した際に、カ

メラの設置された 2 個の窓の中間に位置してしまうと、映像に記録されないため、鏡を使

用するなどして映像を確認できるような改良が必要と思われる。 

 

（２）ザラビクニンの最高耐圧条件の検討 

6 MPa では、実験に供した全 5 個体が 144 時間まで生存し（表 4.2.1-1）、呼吸頻度は

若干低下した（図 4.2.1-4）ものの遊泳姿勢等には大きな変化は見られなかった（表 4.2.1-2）

ことから、水圧 6MPa をザラビクニンが高圧チェンバー内で正常に生存可能な最高水圧で

あることが確認された。昨年度までの検討で 7 MPa 以上では斃死や行動に異常が現れるこ

とが確認されている（表 4.2.1-1、4.2.1-2）。 

 

（３）圧力がザラビクニンの CO2耐性に与える影響 

2 %CO2曝露実験において、6 MPa 区と大気圧区の斃死時間(図 4.2.1-5、表 4.2.1-3)と呼

吸頻度の応答（図 4.2.1-6）には有意差は見られなかった。このことから、6 MPa はザラ

ビクニンの CO2 耐性に影響を与えない可能性が示唆された。しかし、CO2を投入しない条

件下で 6 MPa と大気圧下での経時的な呼吸頻度の推移を比較したところ、6 MPa におい

て有意な呼吸頻度の低下がみられた（図 4.2.1-4、4.2.1-6）ことから、6MPa がザラビクニ

ンの生理的状態に何らかの影響を与えている可能性は否定できない。 

今回の実験では、高圧チェンバー内で加圧せずに 2%CO2 曝露を行った際の生残時間が

48 ± 8.5 (SD, N = 5) h であったが、この値は平成 17 年度の検討による値（72 時間での

159



生残率 83%）と大きく異なっている（石松 2005）。この原因については、入手前履歴の

違いによる供試個体の生理状態の違い、実験装置の違い等が考えられるが、現在のところ

明らかになっていない。 

今回の実験でザラビクニンが斃死した CO2 濃度（2%）では、浅海種（ブリ Seriola 

quinqueradiata・ヒラメ Paralichthys olivaceus・ホシザメ Mustelus manazo）を用いた

実験では 72 時間まで全く斃死が認められていない（Hayashi et al., 2004）。これらの魚

種が斃死した CO2 濃度は、5%（ブリ・ヒラメ）～7%（ホシザメ）であり、実験水温の違

い（ザラビクニン 2℃、ブリ・ヒラメ 20℃、ホシザメ 17℃）はあるものの、ザラビクニ

ンはこれらの浅海魚に比して CO2耐性が低いと言える。しかし、深海魚の１種ヤマトコブ

シカジカMalacocottus gibberの CO2耐性は浅海魚と同等であることが判明しており、CO2

耐性には生息水深の違いよりも種間差が大きな要因であると考えられる（石松 2008）。 

 

 

４．２．１－６ まとめ 

 

（１）ザラビクニンを用いた高圧 CO2曝露実験の圧力条件として、6MPa が適当であるこ

とを確認した。 

（２）6MPaと大気圧下での 2%CO2曝露実験の結果から、この水圧はザラビクニンの CO2

耐性に影響を及ぼさないことが判明した。 

 

 

４．２．１－７ 今後の課題 

 

（１）2%CO2 曝露時のザラビクニンの生残時間が圧力影響を被らないことが判明したが、

この点についてより低い CO2 濃度（<1%）での確認が必要である。 

（２）海洋酸性化研究では 0.05～0.1%(500～1000 ppm)の CO2 濃度が海洋生物の成長な

どに影響を与えることが明らかになりつつある。この点からも、海洋隔離の影響評

価においてもこれらの濃度帯を用いた、より長期の慢性影響についての検討を行う

ことが今後重要である。 

（３）高水圧の効果が確定した後に、心電図・筋電図を用いた高圧下 CO2曝露実験、およ

び常圧下における CO2曝露期間中の血液性状の解析を行なう必要がある。 

（４）魚類以外の深海生物を用いた CO2曝露実験を行なう必要がある。現在ザラビクニン

を入手している入善の施設では、甲殻類や頭足類も生きた状態で入手可能であり、

これらを用いた実験が考えられる。 
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（５）近年、海洋酸性化が浅海生物に及ぼす影響が明らかになりつつある。これまでの研

究で特に炭酸カルシウムの外骨格をもつ生物の初期発生が大きな影響を受けること

が明らかにされている(Doney et al., 2008; Guinotte and Fabry, 2008)。魚類は一

般的に無脊椎動物よりも CO2耐性が高いが(Ishimatsu et al., 2008)、初期発生段階

では成体よりも CO2 耐性が低いことが知られており (Ishimatsu et al., 2005; 

Kurihara, 2008)、深海で初期発生を行なう種（魚類・無脊椎動物）についての検討

が必要である。 
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図 4.2.1-1 高圧実験装置 ①高圧ポンプ、②高圧チェンバー、③冷却槽（熱交換コイル）、

④曝気筒、⑤高圧バルブ、⑥流量計、⑦オンラインフィルター、⑧DO メーター電極、 

⑨圧力計、⑩強化アクリル製窓.写真（左）高圧チェンバーとビデオカメラ、（中央）高圧

ポンプと冷却槽。 
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図 4.2.1-2 ビデオカメラで録画した高圧チェンバー内のザラビクニン 
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図 4.2.1-3 高圧実験装置の動作確認結果 毎時 1MPa で昇圧し最長 168 時間連続運転した

際の水温、海水 pH、溶存酸素濃度（DO、空気平衡時の値に対する%で表示）、流量および

水圧。データは 1 時間毎に自動計測した。 
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図 4.2.1-4 各圧力条件下の相対呼吸頻度 昇圧開始時の呼吸頻度を 100%とした相対値で

表した。グレー部分は昇圧時の相対呼吸頻度を示す。A：10MPa、B：8MPa、C：7MPa、D：6MPa、

E：大気圧（7～10 MPa のデータは平成 19 年度の成果より）。海水は空気で曝気した（CO2

濃度 0.038%）。 
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図 4.2.1-5 6MPa および大気圧下での 2% CO2 曝露時の個体別斃死時間の比較 

 

図 4.2.1-6 CO2 曝露に伴う相対呼吸頻度 曝露開始時の呼吸頻度を 100%とした相対値で

示した。上図：6MPa、下図：大気圧下での測定結果。（●）は 2%CO2 曝露群、（○）は空気

（CO2 濃度 0.038%）曝露（各 N=5）。（＊）は両群に有意差があることを示す（2way-ANOVA） 

 

167



 

表 4.2.1-1 各水圧条件下でのザラビクニンの累積斃死率(%) 

経過時間（h） 
水圧（MPa） 水温(℃) N 

0 0.5 1 3 8 24 48 72 96 120 144

10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100   

8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100   

7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

大気圧 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

海水を空気で曝気（CO2 濃度 0.038%）。７～10MPa のデータは平成 19 年度成果より。 

 

表 4.2.1-2 10MPa、8MPa、7MPa、6MPa、大気圧での遊泳姿勢 

経過時間(h) 
水圧（MPa） 水温(℃)

0 0.5 1 3 8 24 48 72 96 120 144

10 2 A A A A A A A A ×   

8 2 A A A A A C D D ×   

7 2 A A A A A A A A D D D 

7 2 B A B A A D A D D D D 

6 2 A A A A A A A A A A A 

6 2 A A A A A A A A A A A 

6 2 A A A A A A A A A A A 

6 2 A A A A C A A A A A A 

6 2 A C A A A A A A B A A 

大気圧 2 A A A A B A A A A A A 

大気圧 2 A A B A A A A A A A A 

大気圧 2 A A A B B A A A A B A 

大気圧 2 A A A B B A A A A B A 

大気圧 2 A A B A A A B A B A A 

A：姿勢制御あり＋遊泳あり、B：姿勢制御あり＋遊泳なし、C：姿勢制御なし＋遊泳あり、

D：姿勢制御なし＋遊泳なし、×：供試魚斃死  

海水を空気で曝気（CO2 濃度 0.038%）。７～10MPa のデータは平成 19 年度成果より。 
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表 4.2.1-3  6MPa および大気圧下での 2%CO2 曝露時の累積斃死率（%） 

経過時間（h） 
水圧 

CO2 

(%) 
N 

0 0.5 1 3 9 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

6MPa 2 5 0 0 0 0 0 0 40 60 60 80 100       

大気圧 2 5 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100        

6MPa 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大気圧 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

表 4.2.1-4 6MPa、大気圧での 2%CO2 曝露時の遊泳姿勢 

経過時間(h) 水圧 

（MPa） 

CO2 

（%） 0 0.5 1 3 6 9 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

6 A A B A D D D D ×          

6 A A A A A B D D Ｄ Ｄ ×        

6 A A A B A D D ×           

6 A A A A A A A D D D D ×       

6 A A A A A B A ×           

大気圧 A A A A D D C C C ×         

大気圧 A A A A A A D D D ×         

大気圧 A A A A A D D D D Ｄ ×        

大気圧 C A A A A A D D D ×         

大気圧 

2 

A A A A B D D D ×          

6 A A A A  A  A  A  A  A  A  A

6 A A A A  A  A  A  A  A  A  A

6 A A A A  A  A  A  A  A  A  A

6 A A A A A A D A D A A A C A C A C A

6 A C A A A A A A A A A A A B A A A A

大気圧 A A A A A A  A A A A A A A A A A A

大気圧 A A B A B A A A A A A A A A B A  A

大気圧 A A A B A A B A A A A A B A B B B A

大気圧 A A A B A A B A A A A A B A B B B A

大気圧 

0 

A A B A B A A A B B A A A B A A A A

A：姿勢制御あり＋遊泳あり、B：姿勢制御あり＋遊泳なし、C：姿勢制御なし＋遊泳あり、

D：姿勢制御なし＋遊泳なし、×：供試魚斃死 
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４．２．２ 深海微生物群集に対する脱窒関連遺伝子検出技術の適用性評価 

 

４．２．２－１ はじめに 

 

  海洋細菌群集に対する高濃度 CO2 の影響を評価する場合、個々の海洋細菌（種）の挙

動を追跡するよりも、個々の細菌（種）が物質の転換（Materials conversion）に果す影

響を推定する方がより妥当であろう。その観点から考えると、海洋中深層の細菌群集が果

たしている重要と思われる機能は、 

１．有機物の無機化（従属栄養活性） 

２．アンモニウムの硝化 

３．脱窒 

４．その他（メタン酸化、硫黄酸化・還元、鉄酸化・還元） 

と考えられる。なぜならば、一般的な外洋環境では、CO2 隔離予定深度が有光層下の酸素

最小域（Oxygen Minimum Zone, OMZ）に相当するからである。この水域の従属栄養細

菌にとっての炭素源は、表層から沈降する懸濁粒子として供給される有機物（Particulated 

Organic Carbon, POC）か、あるいは周囲の海水中に溶存する有機物（Dissolved Organic 

Carbon, DOC）と考えられ、独立栄養細菌にとってはそれらに加えて炭酸ガスおよび炭

酸イオン（CO2, CO3
2-）となる。同様に、エネルギー源としては POC と DOC に加えて、

有機物の無機化過程で一時的に供給されるであろう還元型の分子、例えば、NH4, H2S あ

るいは CH4 ということになる。ただし、エネルギー供給可能な新たな分子（原子）は今後

も増える可能性があり、例えば、還元型のマンガンや鉄などは、ある種の細菌にとっては

充分なエネルギー源となるかもしれない。 

 とはいえ、１）地球環境への影響の大きさや、２）これまでの海洋学的な知見から考え

ると、海洋中深層で細菌群集が関与する最も重要な物質転換過程は、「有機物の無機化（ア

ンモニア化）→硝化→脱窒」に至る窒素転換過程であろう。なぜならば、もともと貧栄養

で酸素が少ない OMZ では、表層から供給される POM から無機化されたアンモニウムイ

オンを硝化するエネルギー獲得系が有意義である他、脱窒による有機物利用も細菌の生残

の上で有利だからである。実際、海域における窒素ガス生産、つまり、脱窒が浅海域堆積

物を除けば外洋の OMZ で行われているという考えは、（あまり実証例はないものの）広

く受け入れられている。硝化に関しても表層で充分な量の有機物生産（一次生産）が行わ

れた場合は、中深層で無視できない硝化が行われていることが最近示唆されつつある。 実

際に CO2 注入予定域である海洋中深層の窒素循環と周辺の環境を模式化すると図 4.2.2-1

のようになる。 

 さて、この水域で起っている窒素循環過程と生態系および地球環境との関係を考えると、

負の影響ということで最も重要なのは亜酸化窒素、つまり、N2O の生産である。N2O は、
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CO2 と並ぶ地球温暖化ガスであり、また、オゾン層破壊ガスでもある。近年、CO2 と同様

に大気中で増加傾向にあり、また、その生産源として海域が注目されている。N2O は、硝

化と脱窒の両過程で中間代謝物および副産物として生成されるため、実際の海洋環境にお

ける硝化細菌（アンモニア酸化細菌）と脱窒細菌群集に与える高濃度の CO2 の影響を調べ

ることが重要である。しかし、海洋のこれらの細菌群集の生理生態に関する情報は、きわ

めて少なく、また両活性を正確に見積もる手段は、今のところ存在しない。さらに、脱窒

細菌に関しては、この活性が分類学的に多様な細菌種に分布していることから、16S-rRNA

遺伝子情報を用いて、その群集生態を見積もることは困難である。硝化細菌についても近

年、海水中の古細菌（AOA, Ammonium Oxidizing Archea）がこの活性を持っていると

の報告がなされ、海域の硝化とそれに関与する細菌（古細菌）群集の動態について再考が

求められている。 

 さて、硝化、脱窒のいずれの場合も、これらの過程に関わる高濃度の CO2 の影響を調べ

るならば、本来ならば、それぞれの細菌を対象海域から分離し、その群集動態や種組成を

調べるべきである。しかし、外洋中深層水の多くの細菌が培養困難細菌であることを考慮

すると、それぞれの過程の中で N2O 生産に関わる機能遺伝子を標的とした分子生態学的

解析（非培養法）を試みるのが良いと考えられる。その場合は、硝化（アンモニア酸化）

過程におけるヒドロキシルアミン酸化還元酵素（HAO）と脱窒過程における一連の酵素、

特に亜硝酸還元酵素（NO2 reductase, NIR）、一酸化窒素還元酵素（NO reductase, NOR）、

および亜酸化窒素還元酵素（N2O reductase, NOS）が標的となる。そこで、今回は海

洋中深層海水から抽出した環境由来 DNA を鋳型として、これら 4 つの遺伝子を選択的に

PCR 増幅し、ライブラリー作成後、複数のクローンの塩基配列からそれぞれの遺伝子の種

組成を解析することで（クローンライブラリー法）、CO2 隔離予定海域である海洋中深層

の N2O 生産に関わる細菌群集の種組成を予測することとした。 

 

 

４．２．２－２ 材料と方法 

 

（１）試料の採取および DNA 抽出 

 微生物機能遺伝子の解析に用いた DNA 試料は、平成 20 年 12 月 19 日から 12 月 28 日

にかけて行われたペラジックチャンバーの浅海係留実験において採取された試料を用いた。

分取した海水は、各チャンバー別に孔径 3μm、φ45mm のヌクレポアフィルターと孔径

0.22m、φ45mm のヌクレポアフィルターを用いて多段式サイズ別ろ過を行った。ろ過後

のフィルターは、DNA 抽出用の NET バッファー（400mM NaCl, 20mM EDTA, 50mM 

Tris, pH8.0）2mL とともに可能な限り気泡が入らないようハイブリバック（コスモバイ

オ社製）に包埋･密封し、-20℃で凍結保存した。 
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（２）機能遺伝子の PCR 増幅 

nosZ 遺伝子増幅用プライマー2 

  Nos661F CGCCTGGGGGCTGACCAA 

  Nos1527F CGCTGTTCHTCGACAGYCA 

  Nos1527R CTGRCTGTCGADGAACAG 

  Nos1773R ATRTCGATCARCTGBTCGTT 

  Nos2230R TTCCATGTGCAGCGCATGG 

 

nosZ 遺伝子増幅の PCR 条件（TAKARA EX Taq polymerase を使用） 

  95℃ 4 分 

  ｜ 

  95℃ 1 分 

  56℃ 30 秒 

  72℃ 1 分 

  （以上 30 サイクル） 

  ｜ 

  72℃ 7 分 

 

 但し、PCR 条件の検討に際しては、アニーリング温度やサイクルシークエンスのプログ

ラムを微調整した。 

 

nirS 遺伝子増幅用プライマー3 

  nirS1F CCTAYTGGCCGCCRCART 

  nirS2F TACCACCCSGARCCGCGCGT 

  nirS3F TTCCTBCAYGACGGCGGC 

  nirS4F TTCRTCAAGACSCAYCCGAA 

  nirS3R GCCGCCGTCRTGVAGGAA 

  nirS5R CTTGTTGWACTCGSSCTGCAC 

  nirS6R CGTTGAACTTRCCGGT 

 

nirS 遺伝子増幅の PCR 条件（TAKARA EX Taq polymerase を使用） 

1 段階目 

  95℃ 4 分 

  ｜ 

  95℃ 1 分 
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  56℃ 30 秒 

  72℃ 1 分 

  （以上 20 サイクル） 

  ｜ 

  72℃ 7 分 

 増幅産物を 100 倍希釈し、2 段階目の PCR 反応の鋳型とした。 

 

2 段階目 

  95℃ 4 分 

  ｜ 

  95℃ 1 分 

  56℃ 30 秒 

  72℃ 1 分 

  （以上 30 サイクル） 

  ｜ 

  72℃ 7 分 

 

 但し、PCR 条件の検討に際しては、アニーリング温度やサイクルシークエンスのプログ

ラムを微調整した。 

 

（３）クローンライブラリーの作成、塩基配列決定および遺伝子解析 

得られた PCR 産物は、1.5%アガロースゲルを用いて電気泳動を行い、予想される長

さの PCR 産物を滅菌したナイフで切り出した後、Wizard SV Gel and PCR Clean-Up 

System (Promega)を用いて付属のマニュアルに従い精製した。精製した PCR 産物は、

pGEM-T-Easy vector system（Promega）を用いて pGEM-T-Easy ベクターに導入

した。同ベクターを用いて E. coli INVαF’株（Invitrogen）の形質転換を行うことに

より、クローンライブラリーを構築した。PCR 産物のインサートを有するコロニーの選

抜は、20 mg/ml X-Gal（5-Bromo-4-Chloro-3 -Indolyl-β-D-Galactoside, タカラバ

イオ株式会社）を発色基質として用いた blue-white selection により行った。 

各クローンライブラリーから、ベクター中にインサートを含む白コロニーを無作為に

30 クローン以上選び、インサートの塩基配列を決定した。シーケンシング作業は、タカ

ラバイオ株式会社 ドラゴンジェノミクスセンターに発注し、キャピラリー型 DNA シ

ーケンサ（3730xl, Applied Biosystems）および付属のベースコーラを用いて行った。

塩基配列を決定したクローンのうち、PCR 反応に用いたプライマー配列を持たないクロ

ーンは、以後の解析から除いた。また、得られた塩基配列を DDBJ の提供する BLAST
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プログラム（NCBI-BLAST 2.2.12）に供して相同性検索を行い、対象の遺伝子データ

ベースの配列と明らかに異なる塩基配列も除いた。この後、遺伝子解析ソフトの BioEdit 

(Version 7. 0. 9.)および GENETYX-MAC ver.14.0（ゼネティックス）を用いて得ら

れた遺伝子塩基配列を編集し、アミノ酸配列に変換した。この際、これまでに脱窒細菌

分離株から得られたすべての NosZ および NirS のアミノ酸配列に保存されており、こ

れらの酵素の活性中心の構造に重要とされる一群のアミノ酸配列を持たないクローン

に関しても以降の解析から除いた。 

 クローンライブラリーを作製し、一次配列より機能遺伝子部分を特定した。機能遺伝子

部分の配列について進化距離行列を作成し、OTU（operational taxonomic units）を決

定した。進化学的距離 D を 0.04 および 0.08 として、多様性解析を実施した。 

 

 

４．２．２－３ 結果および考察 

 

NosZ クローンの核酸配列を決定し、相互に比較した(図 4.2.2-1)。 

7_101_T7  GTG GTG AAA TGG GAC ATC GCC AAG GCA ATT GAA GCC TAC GCC GGT GGC GAC GCC GAT CCG ATC CTT GAA 
3_25      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3_02      ... ... ... ... ... ACC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 
3_23      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CTG ... ... ... 
7_115_T7  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AAC ... AAT ... ... ... ... 
3_22      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3_05      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
5_01      ... GTA ... ... ... ... ... AAA GCG ... ... ... TAT... ... ... ... ... ... ... ... CTC ... 
7_27      ... GTA ... ... ... ... ... ... GCG ... ... ... TAT... ... ... ... ... ... ... ... CTC ... 

7_101_T7  AAG ATC GAC GTG CAC TAC CAG CCT GGC CAC AAC TCC ACC TCG ATG GGG GAA ACC TCC GAG GCG GAT GGC 
3_25      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3_02      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3_23      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
7_115_T7  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CCC ... ... ... ... ... ... AAG ... ... ... 
3_22      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3_05      ... ... ... ... ... ... ... ... GAC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GAC ... 
5_01      ... ... GAT ... ... ... ... CCG ... ... ... ... ACA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
7_27      ... ... GAT ... ... ... ... CCG GGT ... ... ... ACA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

7_101_T7  AAA TGG CTG ATT TCG ATG AAC AAG TTC TCG AAA GAT AGG TTC CTC AAC GTT GGC CCG CTG AAG CCC
3_25      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3_02      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3_23      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7_115_T7  ... ... TTG ... TCA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
3_22      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CTT ... ... ... ... ... ... ...
3_05      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5_01      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GTC GGT ... ... ... ...
7_27      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GTC GGT ... ... ... ...

 

図 4.2.2-1 クローンライブラリーの核酸配列 
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5_119_T7

5_108_T7

5_117_T7

5_01

7_27

3_22

3_05

7_115_T7

3_23

3_02

7_101_T7

7_110_T7

7_106_T7
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図 4.2.2-2 進化学的距離 D=0.02 による OUT-A ブランチ 
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図 4.2.2-3 進化学的距離 D=0.04 による OUT-A ブランチ 
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図 4.2.2-4 進化学的距離 D=0.08 による OUT-A ブランチ 
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 進化学的距離 D=0.04 および D=0.08 の条件について、多様性を検討した。種の豊富さ

を示す Chao1 は、D=0.04 でチャンバー1 が 20.5 を示すのに対して、チャンバー2 は 12.3、

チャンバー3 は 8.5 と CO2 濃度が高いほど小さくなった。D=0.08 の場合も、チャンバー

１の Chao1 が 12.3 に対して、チャンバー2 と 3 はそれぞれ 11、5 と同様の傾向を示した。 

 一方、多様性指数の Simpson(1/λ)は、チャンバー間で大きな差は認められない。同じ

く、多様性指数の ShannonH’もチャンバー1 が D=0.04 の場合に 1.6334、チャンバー2

とチャンバー3 は、それぞれ 1.6310、1.4957 とわずかにチャンバー3 で小さくなった。 

 これらのことは、多様性指数の変動に大きな影響を与える優占種は、CO2 の影響を受け

にくく、マイナーな種が減少したためと考えられる。 

 

 

表 4.2.2-1 OUT-A ブランチより分類したクラスターによる多様性分析 

Index D= Chamber 1 Chamber 2 Chamber 3

Chao 1 0.04 20.5 12.3 8.5

0.08 12.3 11 5

Simpson (1/λ) 0.04 3.3750 4.0008 3.8300

0.08 3.3456 3.9401 3.1969

Shannon H’ 0.04 1.6334 1.6310 1.4957

0.08 1.5844 1.5694 1.2620

Index D= Chamber 1 Chamber 2 Chamber 3

Chao 1 0.04 20.5 12.3 8.5

0.08 12.3 11 5

Simpson (1/λ) 0.04 3.3750 4.0008 3.8300

0.08 3.3456 3.9401 3.1969

Shannon H’ 0.04 1.6334 1.6310 1.4957

0.08 1.5844 1.5694 1.2620
 

 

 

 

４．２．２－４ 今後の課題 

 

・amoA 遺伝子を用いて、CO2 がアンモニア酸化細菌・古細菌群集に及ぼす影響を評価

する。 

・残りの Duplicate sample を用いて nosZ 多様性解析の再現性を評価する。 

・今後、影響評価の指標とすべき遺伝子 OTU の範囲を決定する。 
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４．２．３ 微生物へのCO2海洋隔離の影響評価手法の検討 

 

４．２．３－１ はじめに 

 

本研究では、微生物へのCO2海洋隔離の影響評価として、特に海洋細菌群集への影響評

価手法の検討を行った。海洋細菌はCO2海洋隔離の対象水深である中深層において優占し

ており、有機物の分解や栄養塩の再生などを通して、現場の物質循環を駆動する上で重要

な役割を担っている。CO2海洋隔離による海水の高CO2・低 pH 化が細菌群集の活動へ与

える影響を調べることは、生物への直接的な影響のみならず、現場の物質循環系への影響

を調べる上でも重要である。 

自然環境下では、海洋細菌の全てが活発に活動している状態にはない。本研究では、生

理活性を有している細菌を「生菌」として識別する方法を環境影響評価手法のひとつとし

て提案し、当該手法に関して基礎的な検討を行った。また、試料としてペラジックチャン

バーを用いた現場海洋実験終了後の海水を用い、CO2海洋隔離による海水の高CO2・低

pH 化が「生菌」に与える影響についても評価した。 

 

 

４．２．３－２ 材料および方法 

 

試料には、 2008 年 12 月 18 日～ 28 日に実施されたペラジックチャンバーを用いた

現場海洋実験終了後の海水を用いた。ペラジックチャンバーを用いた現場海洋実験の詳細

については、本報告書「第Ⅱ編 第 3 章 3.1.2 現場海洋実験」を参照されたい。概要は、

以下の通りである。相模湾沖（34° 57’ 30.7 N, 139° 26’ 50.0 E ）、水深 400 m で採取した海水

をCO2ガスで酸性化し、コントロール、1,500 µatmおよび5,000 µatmの 3 種類に調整した。

これらの海水をそれぞれのペラジックチャンバーに入れ、原海水を採取した場所に 9 日間

係留した。現場海洋実験終了後、それぞれのペラジックチャンバー内の海水をプラスチッ

ク容器に採取し、冷蔵便で 8 日間かけて陸上実験室へ輸送した。これらを本研究の試料と

した。 

陸上実験室に到着したそれぞれの試料について、 pH と全菌数（ DAPI 染色法(Porter 

and Feig, 1980) による）を確認した。試料中の「生菌」は、細胞分裂阻害剤（ナリジクス

酸、最終濃度  20 µM ）を添加して培養したときに、細胞が肥大・伸長したものと定義し

た（ Kogure et al., 1979 ）。「生菌」は全菌数と同様に DAPI 染色法によって観察した。

本研究では、 2 種類の条件下において、暗所、 4℃ で培養を行った。一つ目の条件として、

自然状態での「生菌」を評価するために、細胞分裂阻害剤のみを添加した培養を行った。

「生菌」の数は、 0 、 4 、 7 および 10 日目に計数した。二つ目の条件として、培養効率
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を上げて「生菌」を評価するために、細胞分裂阻害剤だけでなく栄養源としての有機物

（酵母エキス、最終濃度  50 µg/mL ）を添加した培養を行った。「生菌」の数は、 0 、

0.5 、 1 および 2 日目に計数した。全ての培養は、 2 本立てで行った。さらに、「生菌」

の種類を調べるために、 Catalyzed Reporter Deposition-Fluorescence in situ Hybridization 

(CARD-FISH) 法（ Teira et al., 2004 ）を用いて、「生菌」における真正細菌と古細菌の

割合を調べる試みも行った。プローブには、ネガティブコントロール用に Non338 、真正

細菌用に Eub338 、古細菌用に Arch915 を用いた（ Amann et al., 1990 ）。 

 

 

４．２．３－３ 結果および考察 

  

試料の pH は、コントロール試料、1,500 µatm試料および5,000 µatm試料でそれぞれ

pH 7.82 、7.34および7.05であり、ペラジックチャンバーを用いた現場海洋実験の終了直

後とほぼ同じ値を示した（本報告書「第Ⅱ編 

第 3 章 3.1.2 現場海洋実験」参照）。全菌数

は、コントロール試料、1,500 µatm試料およ

び5,000 µatm試料でそれぞれ 1.3 × 108、 2.3 

× 108 および 1.4 × 108 cells/ml と、ペラジッ

クチャンバーを用いた現場海洋実験の終了直

後（本報告書「第Ⅱ編 第 3 章 3.1.2 現場海

洋実験」参照）に比べて数がかなり増えてお

り、陸上実験室までの輸送過程による影響が

考えられた。また、細菌細胞の様子として、

伸長型の細菌が複数観察された（図4.2.3-1）。 

 図4.2.3-2に、細胞分裂阻害剤のみを添加して培養を行ったときの「生菌」の割合、図

4.2.3-3に細胞分裂阻害剤と有機物を添加して培養を行ったときの「生菌」の割合を示す。

なお、それぞれの試料の全菌数は、実験期間中を通して変化しなかった。細胞分裂阻害剤

のみを添加して培養を行った結果（図4.2.3-2）、「生菌」として識別できる細菌はほとん

ど観察されなかった。この結果は実験の初期段階から伸長型の細菌が複数存在したことに

も起因するかもしれないが、実際の生菌の割合も少なかったと考えられた。細胞分裂阻害

剤と有機物を添加して培養を行った結果（図4.2.3-3）、コントロール試料と1,500 µatm試

料で「生菌」の経時的な増加が観察された。培養 2 日目では、コントロール試料において

細菌細胞が肥大・伸長しすぎたため、「生菌」の計数ができなかった。1,500 µatm試料で

は、 1 日目で「生菌」の数が安定した。これらのことから、有機物を添加して行う培養方

法では、培養時間は 1 日が適当と考えられる。培養 1 日目の結果を各試料間で比較すると、

図4.2.3-1：各試料 0日目の伸長型細菌の割合

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Control 1,500 µatm 5,000 µatm

E
lo

n
g
a
te

 C
e
ll
s
/T

o
ta

l 
C

e
ll
s
 (

%
)

180



「生菌」の割合は、1,500 µatm試料で最も高く、次いでコントロール試料、5,000 µatm試

料の順番で高かった。5,000 µatm試料の「生菌」の割合がコントロール試料よりも低かっ

たことから、有機物を栄養源として利用するタイプの海洋細菌では、5,000 µatmのCO2で 

その活性に影響が現れることが示唆された。1,500 µatm試料では「生菌」の割合がコント

ロール試料よりも高くなったが、ペラジックチャンバーを用いた現場海洋実験の際に、チ

ャンバー内を攪拌するスターラーが脱落し、チャンバー内の物理環境が他の 2 つのチャン 

バーとは異なったこと（本報告書「第Ⅱ編 第 3 章 3.1.2 現場海洋実験」参照）を考慮す

る必要がある。 

  

 

最後に、実験 0 日目、細胞分裂阻害剤のみを添加した実験の培養 10 日目および細胞分

裂阻害剤と有機物を添加した実験の培養 1 日目の試料中の細菌群集について、

CARD-FISH 法による分類を行った。この結果、今回実験に用いた試料中の細菌（ 0 日

目）は、いずれのCO2濃度環境下においても、ほぼ 100% が真正細菌に分類された。した

がって、各条件下で培養を行ったときの「生菌」も、ほぼ 100% が真正細菌に分類される

こととなった。海洋古細菌の割合は、深度に伴って増加する傾向があることが報告されて

いる（ e.g., Karner et al., 2001 ）。今回用いた試料は、水深 400 m と、比較的浅い水深か

ら採取したものであったことが原因のひとつだったかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

Control

1,500 µatm

5,000 µatm

図4.2.3-2：細胞分裂阻害剤のみ添加して

培養したときの「生菌」割合

の経時変化

Control

1,500 µatm

5,000 µatm

図4.2.3-3：細胞分裂阻害剤と有機物を添加

して培養したときの「生菌」割

合の経時変化
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４．２．３－４ 結論 

  

CO2海洋隔離の細菌群集への影響評価手法のひとつとして、生理活性を有している細菌

を「生菌」として識別する方法を提案し、当該手法に関して基礎的な検討を行った。細胞

分裂阻害剤のみを添加した培養実験では、今回の試料に伸長型の細菌が複数含まれていた

ため、「生菌」を識別することが困難であった。また実際、生菌の割合も低かったと考え

られた。細胞分裂阻害剤と有機物を添加した培養実験では、CO2濃度の違いによって有意

な差が認められた。この方法は、細菌群集の活性に与える影響を評価するうえで有用であ

ると考えられる。 
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第５章 まとめと考察 

 

５．１ 今年度のまとめと考察 

 

長期の生物影響評価手法として、生態系モデルの高度化を図り、表層生態系を考慮した

三次元モデルの開発を進めた。今年度は、中深層生物現存量の再現性向上を目標として、

過年度の成果として得られた Ivlev 定数の検討結果を反映すると共に、表層から中深層へ

の有機物フラックスを増やすために、マイクロネクトンの導入を行った。さらに、マイク

ロネクトンや動物プランクトンについて日周鉛直移動を組み込んだ。その結果、CO2 海洋

隔離実施想定海域でのクロロフィル a・栄養塩（PO4-P、NO3-N）の鉛直分布を再現しつつ、

中深層の動物プランクトン現存量を増やし、観測値により近づけることができた。特に、

食物連鎖段階の高次に当たる肉食性動物の現存量をかなり改善することができた。 

 長期影響の予測手法である生態系モデルの検証としては、生態系モデルの個別要素を現

場データや実験結果により検証できると考えられる。これらの検証のひとつとして、中深

層浮遊生物群集への現場曝露実験を進めた。過年度に実施した深海底現場曝露実験（ベン

チックチャンバー）での成果を基に、水深 1,000-2,500m での深海現場曝露実験装置（ペ

ラジックチャンバー）の開発を進め、今年度は、基本的な機能を持ったペラジックチャン

バーを完成することができた。また、動作確認として、相模湾において 360m 付近に約 9 日

間係留設置する予備実験を実施した。この予備実験では、生物群集の組成をみると共に、

検出技術の検討として酸素消費速度や微生物遺伝子解析技術が適用できることを確認した。 

 深海生態系の生物現存量と群集構造の決定には、沈降フラックスの大きさが重要である

ことがわかってきた。この影響は食物連鎖を通じて栄養段階の高次にあたる大型の生物に

伝わることから、トラップ実験試料の安定同位体比を測定し、カイアシ類餌料として中深

層沈降物の利用状況を評価した。その結果、中深層のカイアシ類の一次餌料として中深層

ではなく、表層における沈降物が重要であることが示唆された。このことは、中深層のカ

イアシ類は、鉛直移動により表層の沈降物を夜間に摂食していることを示唆しており、動物

の鉛直移動を組み込んだ生態系モデルの検証となる。 

 また、生態系モデルを用いた CO2 の影響予測のために、基礎方程式に含まれるパラメー

タのうち、冷水性カイアシ類について呼吸活動に対する CO2 影響実験を用いて実施した。

この結果、CO2濃度の増加は、初期には酸素消費速度の抑制と呼吸関連酵素の産生能亢進

を示す結果が得られた。  

CO2 海洋隔離が行われる放出層の上部付近には酸素極小層があり、微酸素条件下で機能

するといわれている脱窒過程への影響を評価することが、影響評価およびモニタリングと

して重要と考えられた。このため、ペラジックチャンバー実験で得られた試料を使って、

脱窒素過程に関連する遺伝子について解析技術の開発を進めた。亜硝酸還元を担う nir 遺
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伝子については、nirS および nirK の DGGE 法による解析条件を確認した。 

また、昨年度検出できた N2O還元酵素遺伝子 nosZについてクローンライブラリを作成し、

機能配列部分の塩基配列およびアミノ酸配列から、進化的距離による多様性の解析を実施

した。その結果、CO2濃度の増加により種数の指数が減少するが、多様性指数の変化は小

さい結果が得られた。 

微生物群集全体を包括的に評価するために、生菌計数法の基礎的な検討を行った。ナリ

ジクス酸細胞伸長法については、有機物を同時に添加する方法が細菌群集全体の活性を評

価する上で有効であろうことが推定された。 

 深海生物に対する CO2 影響は、常圧環境下で実施されていることが多く、高圧下での

CO2 影響実験は行われていなかった。今年度ザラビクニンによる低温高圧環境下での CO2

曝露実験を行い、高濃度 CO2 に対する急性影響実験から、CO2 に対する耐性に対して高圧

の影響はないことが明らかとなった。 

 

 

５．２ ２年間のまとめ 

  

CO2 海洋隔離における生物影響は、致死影響を主体とする短期急性影響については

研究が進み、この情報をもとにケーススタディでは、長期影響の閾値を推定すること

を行った。しかし、慢性影響データに関する情報は少なく、その信頼性を増すことが

重要な課題である。外洋の中深層生態系の時空間スケールは、非常に大きく長いこと

から、影響予測を行う上で生態系モデルの高度化が重要なテーマとなった。この 2 年

間で 3 次元生態系モデルを構築し、マイクロネクトンの導入、日周鉛直移動による有

機物の移動、パラメータの調整を図ることにより、隔離想定海域における生物現存量

をほぼ再現できるようになった。生態系モデルの高度化に当たっては、現場海域にお

ける生物群集構造、安定同位体比による動物プランクトンを中心とする食物連鎖構造

の解析、沈降物質の分析などの成果が大きな役割を果たした。特に、カイアシ類はプ

ランクトンを中心とする食物連鎖において栄養段階が比較的高次を占めており、いず

れの水深においても優占していることから、モニタリングの指標生物として適してい

ると判断されてきた。さらに、カイアシ類の食物連鎖の一次餌料として、中深層に存

在する懸濁態や沈降有機物ではなく、表層の沈降物が重要であることを示すことがで

きたが、この点は、日周鉛直移動による中深層への有機物の供給が重要であることを

示唆するものである。 

 CO2 海洋隔離を実施する中深層に生息する生物群集を対象とした現場曝露実験装置

（ペラジックチャンバー）を製作し、微小生物群集に対する影響評価を行うことを目

指した。過年度に実施したベンチックチャンバーの成果を生かし、この 2 年間で基本
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的な機能をもつ実験装置を完成させることができた。さらに、予備実験として水深

360m での曝露実験を行うことができた。CO2 分圧 1,500、および 5,000μatm で実施

した結果、バクテリア・単細胞動物群集を対象として評価可能であることが確認できた。

また、微生物遺伝子組成を基にした多様性評価として、脱窒に関連する遺伝子に関して

クローンライブラリ法と DGGE 法による技術開発を行うことができた。また、これらの結

果からは、ペラジックチャンバーのボトル効果（水塊の隔離そのものによる影響）は比較

的小さいことが明らかとなり、チャンバー実験の有効性を確認することができた。 

 さらに、チャンバー実験において細菌群集全体の活性を見るために、生菌計数法を検討し、

ナリジクス酸＋有機物による細胞伸長法の有効な培養条件を見出した。 

CO2 海洋隔離の放出水深である深海生態系について情報の蓄積を図った。生物群集の中

で優占分類群にあたるカイアシ類について、特に、中深層にも分布する冷水性カイアシ類

を用いて呼吸速度に与える高濃度 CO2 の影響を評価したが、高濃度 CO2 は、短期的には

呼吸の抑制を、一方で呼吸関連酵素の産生をもたらす結果が得られた。このことは、高濃

度 CO2 に曝露された場合に、影響だけを一義的に受けるのではなく、この影響を小さくす

るために別の生理機能が働くという生物の恒常性を確認することができた。 

一方、高等生物である深海魚ザラビクニンを用いた模擬深海環境下における CO2 曝露実

験からは、高濃度 CO2 による急性致死影響や呼吸活動の抑制には圧力の影響は認められな

い結果が得られた。この点は、過去からさまざまな研究者が行ってきた室内実験や沿岸性

生物を用いた実験結果を深層へ外挿することができる可能性を示すものである。 

以上のように、この 2 年間において 3 次元生態系モデルの構築と中深層生物群集を用い

た現場実験装置の開発と検出技術の確立を通じて、CO2 海洋隔離の長期影響評価のための

基礎を固めることができた。 
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第 6 章 今後の課題 

 

CO2 の海洋隔離は、海洋生態系の構造と機能を利用した技術であるため、環境影響評価

技術の開発を並行して進めることが求められる。このため、本研究開発では、隔離想定海

域を設定して中深層生態系の構造と機能の推定を行うとともに、CO2 の増加が生物に与え

る影響について各種の実験を実施してきた。  

過年度では、短期的な影響を中心に生物影響実験が進められ、これらの結果をリスク評

価手法に基づいて海洋隔離における長期的な影響の閾値として予測無影響濃度（PNEC）

を推定した。しかし、PNEC は安全域の閾値を示すものであり、長期的な生態系影響を推

定する手法として、生態系モデルの開発が必要である。今年度は、昨年度構築した生態系

モデルの 3 次元モデルの基本構造に対して、中深層の動物プランクトン現存量や沈降フラ

ックスの再現性向上を図ることができた。開発したモデルは、マイクロネクトンなどの新

規のコンパートメントを追加しており、感度解析を通じて変動の影響を受けやすい生物群

やフラックスの推定や、CO2 影響の組み込み方の検討が必要と考えられる。また、脱窒に

関する遺伝子多様性の評価を行っており、窒素循環のおける各種活性が影響を受ける可能

性も残り、その場合には、窒素循環も評価できるモデルへの改良が望まれる。  

 また、生態系モデルの予測に必要な各パラメータへの高濃度 CO2 の影響度を推定するた

めに、呼吸速度への影響実験を行った。酸素消費速度の減少傾向と呼吸に関連する電子伝

達系（ETS）活性との関連性を疑わせる結果が得られており、この検証とモデルへの組み

込み方を検討することが必要である。また、呼吸の抑制と呼吸関連酵素の産生亢進が認め

られたが、曝露時間の経過により平常時に戻る傾向も示唆された。高濃度 CO2 による影響

が生じたとしても、それを抑制する生理機能が働くことが予想され、長期曝露における影

響を把握することが必要と考えられる。  

 沈降フラックスの安定同位体比による分析から、カイアシ類の食物連鎖構造における一

次餌料を推定することができ、生態系モデルの構造の検証となった。今後はさらに、カイ

アシ類の食性と種組成との解析を行うことが必要であろう。  

 実海域における生物影響を検討するために深海現場実験装置（ペラジックチャンバー）

が完成し、今年度は動作確認として浅海での係留実験を行うことができた。今後は、酸素

極小層に近い水深 1,000m 付近に係留する実験を行うことにより、CO2 海洋隔離により近

い水深での影響実験を行うことが課題である。また、脱窒機能への影響評価として、分子

生物学的な手法による検出技術を検討してきたが、脱窒が行われている可能性がある水深

での曝露実験試料の解析が待たれる。今回、高濃度 CO2 に曝されると脱窒関連遺伝子の多

様性が減少する結果が得られたが、さらに、曝露実験を実施することによる検証が必要で

あろう。また、優占遺伝子群の減少が認められないことは、脱窒活性の低下は生じない可

能性もあり、これを確認するためには、中深層における脱窒等の窒素循環関連の活性測定
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法の開発が必要となる。  

脱窒のような特異な活性を評価する一方で、有機物の分解など細菌群集全体の活性を評

価することも必要であり、ナリジクス酸伸長法に関する培養条件を見出すことができた。

ナリジクス酸伸長法に適用できる細菌は、海洋細菌で優占するとはいえグラム陰性菌に限

られることから、生菌計数法や活性検出法について、他の手法についても有効性を検討す

る必要がある。  

 また、CO2 海洋隔離を行う中深層については、生物群集構造や生活史など、いまだ基本

的な情報は不足していることが現状である。この点については、引き続き文献や研究情報

の入手に努めると共に、CO2 影響実験によるデータの蓄積を行うことが求められる。特に、

現場での実験が困難な大型生物である深海魚では、CO2 に対する耐性に圧力は影響しない

ことが示唆された。このため、亜致死での影響を推定するため、手術技法の検討を進め、

生理学的な影響評価を行うことが求められる。  
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第Ⅲ編 海洋中 CO2挙動予測と隔離可能性評価 

 

第１章 研究課題と目標 

 

１．１ はじめに 

 

平成 18 年度までに実施してきた CO2希釈技術開発の研究開発項目と海洋隔離の有効性

評価の研究開発項目が、平成 19 年度より統合され、CO2 挙動予測等分科会のもとで実施

されることとなった。 

初年度の平成 19 年度成果報告書においては、平成 20 年度に向けた CO2挙動予測等開発

の課題について、次のように述べられ、開発項目が示された。 

 

CO2挙動観測技術の開発では、天然 CO2発生海域を利用することで曳航式観測システム

等の実用性が確認されつつある。今後も天然 CO2発生海域を利用して観測機器の測定精度

の向上を図るとともに、曳航式観測システム等の運用方法に関する知見を高めることが必

要である。また、CO2挙動モデルの検証に供する観測データの収集が必要である。事業化

規模モニタリングシステムについては、海洋隔離の順応的管理のために生物影響評価の要

求仕様を明確化し、海洋隔離のケーススタディとして全体システムのコストや CO2発生量

を再評価する必要がある。 

CO2挙動の予測技術の開発では、天然 CO2発生海域や隔離想定海域の測定データを用い

てモデル検証を行い、予測精度の向上を図ることが必要である。また、大規模モデルと中

規模以下のモデルの有機的結合に向けて開発を推進する必要がある。 

海洋隔離の可能性評価で、海洋隔離実適用および海洋実験のケーススタディについては、

先に述べたように海洋隔離実適用ケースの LCA 手法によるコストおよび CO2発生量評価

が必要である。海洋実験（小規模～大規模）については、合わせて技術的実現可能性の評

価も必要である。海洋隔離の有効性評価については、引き続き複数モデルでの検証を目指

し、より信頼性の高い中解像度モデルや高解像度モデルの適用に努める必要がある。同様

に、中解像度モデルや高解像度モデルに使用する計算条件などの信頼性を高める必要がある。 

平成 20 年度に向けた、各研究開発項目の今後の課題は以下の通り。 

１）CO2挙動の観測技術の開発 

・天然 CO2発生海域を利用して曳航式観測システム等の観測機器の高精度化および

運用方法の確立 

・CO2拡散のマッピング観測と広範囲な CO2プルーム観測による CO2拡散挙動解析 

・海洋中での CO2挙動に関する観測データの蓄積と CO2拡散に伴う環境影響の観測 

・事業化規模モニタリングシステムにおける生物影響評価の要求仕様の明確化 
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２）CO2挙動の予測技術の開発 

・想定海域のデータ取得とモデルの予測精度向上 

・大規模・中規模・小規模・液滴スケールモデルの有機的結合 

３）海洋隔離の可能性評価 

①海洋隔離実適用および海洋実験のケーススタディ 

・海洋隔離実適用ケースの LCA 手法によるコストおよび CO2発生量評価 

・海洋実験（小規模～大規模）の技術的実現可能性の評価およびコスト評価 

②海洋隔離の有効性評価 

・BOX モデルによる排出シナリオおよび海洋隔離シナリオの設定 

・中解像度全球モデルを用いた海洋の隔離量および隔離期間の再評価 

・中解像度モデルから高解像度モデルへの展開 

 

そこで、本年度（平成 20 年度）は、これらの課題をクリアするために、以下の研究開

発項目を設定した。 

①CO2挙動の観測技術の開発 

・天然 CO2発生海域の観測 

②CO2挙動の予測技術の開発 

・中規模海洋モデル開発 

・広域海洋モデル開発 

・CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発 

③海洋隔離の可能性評価 

・海洋隔離実適用のケーススタディ 

・小規模海洋隔離実験のケーススタディ 

・全球 BOX モデルによる CO2海洋隔離予測計算手法の開発 

 

 

１．２ 目標 

 

１．２．１ CO2 挙動の観測・予測技術の開発 

 

（１）天然 CO2発生海域の観測 

本事業「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」では、投入管曳航式中層

希釈方式が検討されている。曳航式中層希釈方式では、放出された CO2の初期の拡散・希

釈の程度は、パイプや放出孔の形状に依存することが大きいため、実際に海洋実験を行い、

周囲環境への影響が十分小さくなる事を確認する必要がある。本研究開発では、海洋中に
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放出された液体 CO2の挙動（溶解・拡散過程）および、周辺の海洋環境への影響をナチュ

ラルアナログによって解明することを目的とする。 

本年度は、鹿児島湾若尊カルデラの噴気活動地帯において、無策無人潜水調査船（AUV）

を用い、噴気ガス中に含まれる天然の CO2によってもたらされる低 pH・高 CO2環境の拡散

挙動を明らかにするとともに、海洋中における CO2の検知・モニタリング手法を検討する。 

 

（２）中規模海洋モデル開発 

隔離想定海域内において、放流船から放出された液体 CO2の溶解・挙動の把握は、この

海域の環境影響評価のみならず、広範囲の CO2 拡散の予測や CO2 海洋隔離による削減量

の管理などに対して重要な情報である。ここでは、CO2液滴の浮上溶解から Moving Ship

による各地海域内の放流までをカバーする CO2挙動予測モデルの開発を目指している。 

既に、中規模海洋モデルの基本形は完成しているため、本研究開発では、ナチュラルアナ

ログ観測や CO2 液滴浮上溶解実験のデータと予測結果の検証、内部に組み込まれている

CO2液滴溶解などの各種モデルの計算手法の改良などを通して、予測精度の向上を目指す。 

本年度は、昨年度開発した  CO2 海洋隔離に関する中規模海洋モデルを用い、以下の項

目を実施する。 

１）中規模海洋モデルを用いたケーススタディ計算 

Moving Ship による CO2希釈方式の中規模海洋モデルを用い、ケーススタディを実

施し、海洋環境影響を予測する。 

 

（３）広域海洋モデル開発 

隔離想定海域よりも広い海域に拡散する CO2の挙動を予測するために、広域海洋モデル

の開発を推進してきた。これまでの開発研究で、日本近海の太平洋を対象にしたモデル開

発の目途がたってきており、実適用段階に入っている。このモデルは、隔離期間・隔離量

の推定や隔離サイト選定などへの応用展開が期待できるため、日本近海のみならず他の海

域を対象にした計算条件や太平洋全体などのように広い範囲の CO2 拡散予測をカバーで

きるモデルへと発展させるなど、さらなる CO2拡散予測精度の向上を目指す。 

本年度は、オフラインモデルの計算領域を拡大し、100 年以上の CO2海洋隔離シミュレ

ーションを可能にする。開発されたモデルを用いて、100 年以上の計算を行い、注入され

た CO2がどのように北太平洋に広がるかを明らかにする。また、前年度行った CO2海洋

隔離の最適条件に関する研究を発展させ、注入 CO2の鉛直配分についての提案を行う。 

以下に実施項目を示す。 

１）オフラインモデルの計算領域を拡大 

これまで使用されていたオフラインモデルの計算領域は、東経 120度-東経 180度、

北緯 10 度-北緯 50 度であり、計算期間が長くなるとモデルの領域外に CO2が輸送
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されてしまうという問題があった。計算領域を東経 98 度-西経 70 度、南緯 20 度-

北緯 68度に拡張したオフラインモデルを製作し、100年以上の計算を可能にする。 

２）100 年以上の海洋隔離シミュレーション 

開発されたオフラインモデルを用い、100 年間以上のシミュレーションを実施する。

これによって、注入された CO2がどのように北太平洋に広がるか明らかになる。 

また、一定時間を過ぎた後に CO2注入を中止すれば、注入停止後の濃度の低下につ

いての知見が得られると期待される。 

３）注入 CO2の鉛直配分に関する研究 

前年度に行った研究では、CO2の鉛直注入パターンを変えた実験を行い、PNEC を

越えずにより多くの CO2を注入するには、ケーススタディの注入パターンをどのよ

うに変更すればよいか指針を示した。今年度は研究を更に進め、注入 CO2の鉛直配

分へのフィードバックを行う事を目的とする。 

 

（４）CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発 

CO2を人為的に固定点や航走船舶から海水へ放出する際や、ナチュラルアナログにおけ

る地層から CO2 が漏洩する際の CO2 液滴や気泡の浮上溶解については、予測制度の高い

モデルが完成しつつある。しかし、深度 600～300m においては液相から気相への相変化

を伴うため、液滴の溶解や移動に関して、相変化を伴う数値モデルの開発が必要になる。

そこで、海水中の CO2気相/液相の溶解度に関するサブモデル、CO2液滴/気泡の溶解速度

に関するサブモデル、CO2 液滴/気泡の上昇速度に関するサブモデル、および CO2-海水間

の物理化学的特性サブモデルから構成される相変化に関するモデルの開発を目指す。 

 

 

１．２．２ 海洋隔離の可能性評価 

 

（１）小規模海洋実験システム検討 

H18年度研究において、個々の研究の成果を適用して、統一想定条件の下で一貫したケー

ススタディを実施し、日本国内で回収される CO2を１ヶ所の海域で毎年連続して 5,000 万

トンずつ海洋隔離することは、可能であるか検討した。この試みにより、海洋隔離ケース

スタディの基本的な手法が確立した。本研究では、年間回収・放流量、隔離サイト（位置

や形状）、システム規模（輸送船・放流船サイズ、隻数、陸上タンク貯蔵容量等）などの様々

な条件を設定し、海洋隔離システムの経済性と追加的 CO2の概略評価を目指す。 

本年度は、以下の項目を実施する。 

１）ケーススタディにおける、コスト・追加的 CO2算出根拠の検討 

5,000 万トンケーススタディにおける、CO2 輸送・放流船のコスト、運用に伴う追
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加的 CO2量の算出根拠を整理してまとめる。ただし、現在の鋼材・油の値上がり状

況から、現時点でコスト見直しを行っても、事業化時期のコスト予測は難しいため、

コスト見直しは実施しない。 

 

（２）CO2海洋隔離コスト検討 

Moving ship方式によって CO2を海洋隔離した場合の環境影響評価技術を開発するため、

今後、少量の CO2放出海洋実験を実施することにより、Moving ship 方式に関する以下の

要素技術の確認が可能となると考えられる。既に、フェーズ 1 およびフェーズ 2 を通じて、

海洋観測による実海域データの取得、生物影響に関する実験的研究、環境影響評価法の検

討、深海の温度・圧力環境下における CO2と海水の物理・化学的データの収集、放流され

た CO2 や CO2 溶解海水の挙動シミュレーション法の開発（液滴レベルから大洋スケール

まで）、CO2 海上輸送・希釈放流システムの構想および要素技術の開発、モニタリング技

術の開発など幅広い範囲の研究を実施してきた。これらの成果を活用し、小規模海洋実験

に対するケーススタディを通して、実施可能な海洋実験計画案の作成を目指す。 

本年度は、以下の 2 項目を実施する。 

１） 船舶曳航方式のキー技術である CO2液滴の浮上溶解挙動のモニタリングに注力し、

曳航方式の小型 CO2 放出実験装置の計画・設計、概略コストの試算を行う。また、

曳航方式において、曳航時の動揺による液滴形成への影響について模擬流体を使用

した水槽試験で確認し、影響が大きい場合の対策を検討する。 

２）小規模海洋実験のコスト検討として、国内外メーカー調査などを実施し、小規模海

洋実験の概略コストを検討する。 

 

（３）全球 BOX モデルによる CO2海洋隔離予測計算手法の開発 

Moving Ship 方式の CO2海洋隔離技術は、CO2を海洋中深層に希釈溶解する技術である

ため、大気中の CO2の上昇や海洋表層の酸性化を抑制する効果が期待される。しかし、一

方では、CO2を注入した海洋中深層の酸性化を引き起こす可能性がある。そこで、海洋酸

性化に対する CO2海洋隔離の有効性を検討するために、これまで、低解像度の 3 次元全球

モデルを用いて 1000 年間の長期間にわたる CO2の拡散予測シミュレーションを実施し、

海洋隔離を実施した場合の大気・海洋の CO2濃度変化と海洋の pH 変化を検討してきた。

一方、IPCC の AR4 が完成し、ここでは解像度の高い海洋モデルが主流になってきた。そ

こで、信頼される計算結果を提示するためには、中解像度・高解像度のモデルを用いた予

測計算の必要性が生じた。先の低解像度モデルによる予測計算では、七つの海洋ボックス

と一つの大気ボックスで構成される BOX モデルで、CO2排出量シナリオや海洋隔離シナ

リオの条件設定を実施した。中解像度・高解像度モデルによる計算にシフトするためには、

中解像度や高解像度に類似する計算条件の下で、CO2排出量シナリオや海洋隔離シナリオ

193



の条件を設定する必要がある。そこで、本研究開発では、中解像度・高解像度モデルの計

算条件設定のための BOX モデルの開発を目指す。 

本年度は、以下の項目を実施する。 

１）BOX モデルの開発 

簡易生態系モデル（NPZD モデル）を用いた BOX モデルを開発する。海域 BOX 分

割については海域の水質および流動特性を考慮して分割する。OFES 等のデータを

用いて、流動、水温、塩分、栄養塩等のデータセットを作成する。 

２）隔離シナリオの検討 

二酸化炭素削減計画などの最近の状況を考慮し、CO2排出シナリオ、CO2削減シナ

リオ、海洋隔離シナリオを設定する。特に、海洋隔離シナリオについては、以下を

考慮したシナリオを検討する。 

①隔離サイトの設定（大規模発生源の分布、海域を考慮） 

②隔離量の設定（大規模発生源、SRES シナリオ、最近の動向等を考慮） 

３）隔離計算の実施 

開発した BOX モデルを用いて、基本的な隔離シナリオを設定し、それに基づく試

計算を行う。 
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第２章 CO2挙動の観測・予測技術の開発 

 

２．１ 海洋中 CO2 挙動観測技術の開発 

 

２．１．１ 天然 CO2 発生海域の観測 

 

２．１．１－１ はじめに 

 

本技術開発研究では、投入管曳航式中層希釈方式によって海洋中層に放出された液体

CO2 の希釈・拡散分布を把握し、液体 CO2 の短期的な希釈効果、中層希釈方式の有効性、

生物影響等を検討することが重要である。本節では、海洋中に放出された液体 CO2 の希

釈・拡散挙動を直接観測することを目的とした、曳航式観測システムの開発について検討

する。放出された CO2 の初期の拡散・希釈の程度は、パイプや放出孔の形状に依存するこ

とが大きいため、本技術開発研究では実際に海洋実験を行い、周囲環境への影響が十分小

さくなる事を確認する必要がある。本件では、海洋中に放出された液体 CO2 の挙動（溶解・

拡散過程）および、周辺の海洋環境への影響をナチュラルアナログによって解明すること

を目的としている。 

平成 20 年度では、鹿児島湾若尊カルデラの噴気活動地帯において、無策無人潜水調査

船（AUV：Autonomous Underwater Vehicle）を用い、噴気中に含まれる天然の CO2 に

よってもたらされる低 pH・高 CO2 環境の拡散挙動を明らかにするとともに、海洋中にお

ける CO2 の検知・モニタリング手法を検討する。また、CO2 の拡散挙動観測について、国

際学会で発表するとともに情報収集する。鹿児島湾若尊カルデラでの既存の研究について

情報収集を行い、今後の観測手法の開発について検討する。 

 

 

２．１．１－２ 鹿児島湾若尊カルデラでの噴気中 CO2 の挙動観測 

 

鹿児島湾若尊カルデラは、鹿児島湾奥部の桜島北東海底に位置しており、その直径は

約 10km で、カルデラ底は南北 2.5km、東西 3.5km のほぼ平坦な地形となっている。カル

デラの水深は約 200m であるが、カルデラ東部内斜面に水深約 100m の海丘があり、海底

噴気活動はこの海丘上（ハオリムシサイト）とカルデラ底（たぎりサイト）に存在している。

この噴気活動は「たぎり」と呼ばれており、桜島の火山活動に由来すると認識されている。

「たぎり」の存在は地元では古くから知られていたが、本格的な学術調査によって噴気活

動の概要が明らかになったのは、1977 年と 1978 年に小坂らによって実施された潜航調査

であった（小坂、1991）。噴気する気泡中には火山ガスを特徴づける気体成分として、CO2
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（70〜90％）、硫化水素（0.2〜1.5％）、メタン（10〜25％）、水素（0〜0.3％）、窒素（2

〜10％）などが含まれている。しかし、海表面で採取した気泡中には CO2 や硫化水素が検

出されないことから、海水中を気泡が上昇するに伴って、気泡中の CO2 や硫化水素は海水

中に溶解吸収されて失われる可能性を示唆した（小坂ら、1992）。 

 

（１）調査日程および内容 

平成 19 年度に引き続き、噴気活動が確認されている鹿児島湾若尊カルデラにおいて、

各種化学センサを取り付けた AUV を用いて噴気中 CO2 の拡散状況の広範囲マッピング観

測を行った。以下は鹿児島湾若尊カルデラでの CO2（噴気ガス）挙動観測の日程および実

施内容である。 

 

12/8：羽田空港から鹿児島空港経由にて霧島市国分へ移動。AUV 整備基地（霧島市しみ

ん学習支援センター）において、AUV のセッティングおよび観測内容等について

の打合せを行う（19:00 終了）。 

12/9：8:00 AUV 整備基地到着、AUV およびセンサのセッティング・機材積込、福山港

向け出発。9:00 福山港到着、海上自衛隊の魚雷発射実験が未了のため待機。11:00

福山港出港、トランスポンダ 2 基を設置。13:00 ハオリムシサイトの水深 70m 層

のマッピング観測開始。15:00 第 8 測線付近にてシステム異常が発生し、AUV が

緊急浮上したため、回収。16:30 再調整後、残りの測線のマッピング観測を開始。

18:00 AUV を回収し、AUV 整備基地に帰還。19:00 観測データの回収・整理およ

び翌日の準備（20:30 終了）。 

12/10：8:00 AUV 整備基地到着、AUV およびセンサのセッティング・機材積込、福山

港向け出発。10:00 福山港出港、ハオリムシサイトで観測を開始するが AUV が作

動せず、船上にて AUV の調整。14:00 水深 30m 層のマッピング観測開始。17:00 

AUV を回収し、AUV 整備基地に帰還。19:00 観測データの回収・整理および、

AUV の再調整と翌日の準備（21:30 終了）。 

12/11：8:00 AUV整備基地到着、AUV およびセンサのセッティング・機材積込、福山港

向け出発。10:00 福山港出港、ハオリムシサイトの水深 70m 層、60m 層、50m 層

のマッピング観測開始。別の作業船で、たぎりサイトでの CTDT+pH/pCO2センサ

による鉛直観測（8 測点）を実施するも、CTDT のバッテリー不調により CTDT の

データ取得できず（pH/pCO2センサのデータは取得）。17:50 AUV を回収し、AUV

整備基地に帰還。19:00 観測データの回収・整理および翌日の準備（20:30終了）。 

12/12：8:00 AUV 整備基地到着、AUV およびセンサのセッティング・機材積込、福山

港向け出発。9:30 福山港出港、水深 40m 層、海底上 5m 層のマッピング観測開始。

別の作業船で、たぎりサイトでの CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測（8 測点）
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を実施。14:00 トランスポンダ 2 基を回収。17:00 たぎりサイトの水深 100m 層の

マッピング観測開始（GPS モード）。別の作業船で、ハオリムシサイトでの

CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測（7 測点）を実施。17:50 AUV を回収し、

AUV 整備基地に帰還。19:00 観測データの回収・整理（21:00 終了）。 

12/13：8:30 AUV 整備基地到着、AUV および観測機器の片付け・発送作業。霧島市国

分から鹿児島空港経由にて羽田空港へ移動。 

 

（２）AUV（Autonomous Underwater Vehicle） 

観測に用いた AUV は、米国 HYDROID 社で販売されている REMUS（Remote 

Environmental Monitoring Units）100 である。この AUV は、ウッズホール海洋研究所

で開発された小型・軽量・長距離潜航型の AUV である。これまでに世界中で 200 台以上

が実用機として稼働しており、環境モニタリング、水中捜索、機雷掃海などで多くの実績

がある。REMUS 100 の最大潜航可能深度は 100m、サイズは 190φ×1700mm、空中重量

は 37kg、1kwh の充電式リチウムイオンバッテリーで稼働し、連続潜航可能時間は 3 ノッ

ト航行で 22 時間、5 ノット航行で 8 時間である。推進力は直流ブラシレスモーター直結駆

動の三枚翼プロペラで、速力 1～6 ノットで航行することができる。計測センサとしては、

RDI 社の ADCP/DVL（DVL：ドップラーベロシティーログ）上下 2 式、MSTL 社のサイ

ドスキャンソナー、AANDERAA 社の OXGEN Optode（溶存酸素計測）、WET Labs 社の

FLNTD ECO Pucks（クロロフィル-a と濁度計測）、Neil Brown Ocean Sensors 社の

G-CTD（塩分、温度、深度計測）、（財）電力中央研究所で開発した ISFET 電極製

pH/pCO2/ORP センサを本体側に搭載している（図 2.1.1-1）。ナビゲーションは、DVL と

D-GPS による推測航法と、LBL（Long Base Line）あるいは USBL（Ultra Short Base Line）

航法を組み合わせたハイブリッド航法を採用している。 

 

 

 

それぞれの潜 

図 2.1.1-1 観測に使用した AUV 
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（３）ハオリムシサイトにおけるマッピング観測 

鹿児島湾若尊カルデラハオリムシサイトにおいて、各種化学センサを取り付けた AUV を

用いて、噴気活動域をグリッド状に航走し、噴気中 CO2 の拡散状況の広範囲マッピングを

行った。マッピング観測は、ハオリムシサイト（水深約 80m の海丘上に存在）のガス噴出

ポイントを中心にした 700m四方のエリア（50m間隔・14 測線）について、70m 層（2回）、

60m 層、50m 層、40m 層、30m 層、海底上 5m 層（水深 90m 以浅での観測に制限）で行

った（図 2.1.1-2）。 

 

 

図 2.1.1-2 鹿児島湾奥部若尊カルデラにおける観測場所 

 

ハオリムシサイトにおけるマッピング観測で計測された温度、濁度、pH、pCO2、溶存

酸素、クロロフィル a、ORP の水平分布を図 2.1.1-3 に示す。ハオリムシサイトでのマッ

ピング観測では、水深 70m 層において、700m 四方のエリアのほぼ全域で低 pH・高 CO2

環境を検知したが、それ以浅では検知されず、噴気活動由来の低 pH・高 CO2 環境は噴気

ポイントの直上のみに存在していた。マッピング観測において、AUV 搭載の ADCP で流

向・流速のデータを取得した。各層における流速ベクトルを図 2.1.1-4 に示す。この海域

では、北方向の流れが卓越しており、流速は数十 cm/秒のオーダーであった。なお、ADCP

は AUV の上下に搭載されており、図中の青矢印は AUV 潜航水深の 4m 下の、赤矢印は

AUV 潜航水深の 4m 上の流速値である。AUV を海底上 5m の水深を保持してグリッド状

に航行させ、AUV 搭載のサイドスキャンソナーを用いて海底上から噴出する気泡のエコー

を取得した。図 2.1.1-5 はサイドスキャンソナーの結果から作成したハオリムシサイトの

海底地形図、図 2.1.1-6 はハオリムシサイトにおける AUV 搭載サイドスキャンソナーのイ

メージを示す。AUV のサイドスキャンソナーを用いて、ハオリムシサイトの海底面に存在

する噴気活動の様子が鮮明なエコー画像として観測できた。 
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図 2.1.1-3 ハオリムシサイトにおけるマッピング観測結果 
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図 2.1.1-4 ハオリムシサイトでのマッピング観測時に計測した 

各層の ADCP データ（流速ベクトル図） 

 

        

図 2.1.1-5 サイドスキャンソナーの結果から作成したハオリムシサイトの海底地形図 
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図 2.1.1-6 ハオリムシサイトにおける AUV 搭載サイドスキャンソナーのイメージ 

（図中の番号は図 2.1.1-5 の番号の位置を示す） 

 

（４）たぎりサイトおよびハオリムシサイトにおける鉛直観測 

AUV によるマッピング観測の他に、ハオリムシサイトおよびたぎりサイトにおいて、ガ

ス噴出ポイントを中心とした数点で CTDT（塩分・温度・深度・濁度）+pH/pCO2センサ

による鉛直観測を行った。図 2.1.1-7 はハオリムシサイトにおける鉛直断面分布図を示し

たものである。ハオリムシサイトでの CTDT+pH/pCO2 センサによる鉛直観測では、低

pH・高 CO2 環境は海丘直上と水深約 80m 以深の海丘の北東側の斜面で検出され、海丘上

の水深約 70m 付近に発達した温度躍層以浅では検出されなかった。海丘の北東側の斜面の

低 pH・高 CO2 環境は、噴気活動によって放出された CO2 の拡散の可能性が考えられる。 
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図 2.1.1-7 ハオリムシサイトにおける鉛直断面観測結果 
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図 2.1.1-8 たぎりサイトにおける鉛直断面観測結果 
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図 2.1.1-8 は、たぎりサイトにおける鉛直断面分布図を示したものである。たぎりサイ

トでの CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測では、低 pH・高 CO2 環境は水深 120m 以

深で検出された。ここでは、温度躍層が水深 80〜100m に発達しており、噴気活動由来の

低 pH・高 CO2 環境は、カルデラ内の噴気ポイント周辺のみに留まっていた。 

 

 

２．１．１－３ CO2 の拡散挙動観測の成果発表 

 

これまで、本研究開発でナチュラルアナログとして実施した、沖縄海域鳩間海丘、マリ

アナ海域北西栄福海山、鹿児島湾若尊カルデラにおける熱水活動由来の低 pH・高 CO2環

境の拡散挙動観測の成果について、モナコ王国で開催される「Second Symposium on The 

Ocean in a High-CO2 World」（SCOR（Scientific Committee on Oceanic Research）お

よび UNESCO（United Nations、 Educational、 Scientific and Cultural Organization）

等が主催）で論文発表を行う。また、CO2 海洋隔離に関する最新の情報を収集する。第一

回は 2004 年 5月にパリの UNESCO 本部で開催され（報告者は参加・ポスター発表した）、

今回は第二回目の開催であった。今回のシンポジウムでは、特に大気中の CO2増加に伴う

海洋酸性化問題が主なテーマであった。 

12 のトピックに対して 39 件の招待講演者の口頭発表があり、106 件の一般講演者のポ

スター発表があった。報告者は、Scenarios of ocean acidification のセッションに「Natural 

Analogue For Ocean Acidification」のポスター発表を行った。この発表では、沖縄海域

鳩間海丘およびマリアナ海域栄福海山（ともに水深 1500m）の液体 CO2 挙動観測結果、

鹿児島湾若尊カルデラの気体 CO2 の挙動観測結果を示し、実際の海洋では、天然現象由来

の低 pH・高 CO2 環境の拡散範囲や影響範囲は、噴出域周辺だけに限定されていることを

報告した。海洋中での液体・気体 CO2 の溶解・拡散過程や海洋環境への影響に関する質問

だけでなく、観測手法に関する質問も多くあった。海洋酸性化のナチュラルアナログに関

連した発表として、英国プリマス大学の研究者から、イタリア半島先端にある浅海域の天

然 CO2 噴出地帯での観測結果の発表があり、この海域の pH は 7.8 で、貝類などの個体数

は少なく、シーグラスが繁茂しているとの発表があった。観測を行った研究者は生物学者

であり、その発表は貝類や海藻などの生態にのみ着目したもので、全体的な海洋環境変動

（影響）に関しては言及されていなかった。 

3 日目の午後には 3 つのトピック（模擬実験、観測手法、モデル）に分かれ、今後の研

究の方向性に関するグループディスカッションが持たれ、それぞれのトピックのまとめが

発表された。この中で、長期的モニタリング観測の実施（例えば、キーリングカーブのよ

うな観測）、海洋酸性化問題の国際社会や政治へのアピール、若手研究者の育成、モニタリ

ング観測技術の開発などの重要性が強調されていた。最終日（4 日目）は Prince AlbertⅡ
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の閉会挨拶があり、午後からはプレス発表および学生や先生へのアウトリーチが行われた。 

第一回目に比べて第二回目では、「海洋酸性化に対する海洋生物への影響」が強くアピ

ールされており、参加した多くが生物に関連した研究者であった。特にヨーロッパでは、

CO2問題の中でも海洋酸性化による貝やサンゴ等の石灰質外殻を持つ生物への影響に重点

が置かれており、室内実験や小規模な沿岸メソコスム実験がほとんど唯一の研究方法とな

っている。しかし、近年の高性能計測技術を用いた実際の海洋における高精度な長期観測

や広範囲観測の実施例は無く、正確な観測結果に基づいた海洋酸性化の正しい評価あるい

は予測がなされているとは言い難い。現時点での海洋酸性化研究では、悪い影響のみが特

に強調されており、ことさらに危機感を煽っている感が否めない。それ故、今回のシンポ

ジウムのまとめとして強調されたように、高精度なモニタリング観測技術の開発や長期的

モニタリング観測の早期実施によって、海洋酸性化の正しい評価あるいは予測がなされる

ことが望まれる。現在の海洋酸性化研究に関わっている研究者の多くは、以前に「Iron 

Paradise」に関わっていた研究者であることから、「Iron Paradise」の時と同様に研究費

獲得のためのパフォーマンスで無いことを期待したい。 

また、今回はモナコ海洋博物館が会場となっており、シンポジウムの合間に博物館の見

学もできた。モナコ公国は古くから海洋研究に取り組んでいることで有名で、その研究の

歴史の長さを知ることができた。また、今回のシンポジウムでは、最終日に挨拶した Prince 

AlbertⅡが支援をしており、学生の優秀な発表（口頭・ポスター）に対して表彰（副賞は

賞金とシャンパン）式が持たれ、「若手研究者の育成」に力を注いでいることが伺えた。 

出張の日程は以下の通りである。 

10/4（土）：成田発−パリ−ニース−モナコ着 

10/5（日）：シンポジウム登録 

10/6（月）：シンポジウム参加 

10/7（火）：シンポジウム参加 

10/8（水）：シンポジウム参加 

10/9（木）：シンポジウム参加 

10/10（金）：モナコ発−ニース−パリ 

10/11（土）：成田着 
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２．１．１－４ 観測結果等に関する打合せ 

 

平成 21 年 1 月 21 日～1 月 22 日に、岡山大学大学院 自然科学研究科の山中寿朗准教

授を訪問し、これまで山中准教授らが実施した鹿児島湾若尊カルデラでの観測結果（特に

地球化学的な観測結果）について説明を受けた。また、本研究開発で行った若尊カルデラ

での観測方法および観測結果について説明し、若尊カルデラでの観測について、今後の研

究協力等について打ち合わせた。 

山中准教授らは、1998年からJAMSTEC（ (独 )海洋研究開発機構）が運用するROV

「ドルフィン3K」の潜航調査に参加し、地球化学的研究を行ってきた。研究当初の目的は、

堆積有機物が高温の熱水によって熱分解して生成する「Hydrothermal petroleum」であ

ったが、近年（2005年）のROV「ハイパードルフィン」の潜航調査からは、若尊海底火山

の熱水循環系の活動分布、熱構造、径時変化の解明が目的となっている。これまでの山中

准教授らの観測結果のうち主な成果は以下の通りである。 

1. 我々が調査した、たぎりサイト（水深約200m）とハオリムシサイト（水深約80m）の

他に、たぎりサイトの南側と南東側にも噴気場所が存在する。 

2. たぎりサイトでは、堆積物間隙水中に熱水成分を多量に含んでおり、海底下で高温流体

が上昇する熱水循環系であるが、ハオリムシサイトでは、堆積物間隙水中の化学組成は

海水のそれと同じであり、地温勾配の確認たぎりサイトの熱水循環系とは異なる。 

3. 若尊カルデラの熱水活動と噴気活動は、別々の火山活動が同所的に現れた結果である可

能性が高い。 

4. 若尊カルデラ内の堆積物は、火山性降下物や粘土質の懸濁物が自然沈降して堆積したも

ので、これらがカルデラ底のほぼ全域を覆っている。 

 

彼らはROVによる観測は実施しているが、熱水噴出地帯や噴気地帯での試料採取や観察

が主な目的であったため、本研究で2007年と2008年に実施した、有人潜水船やAUVを用

いた現場型化学センサによる若尊カルデラ内でのマッピング調査には大きな関心を持って

いた。また、若尊カルデラの熱水・噴気活動について多様な観測データを蓄積することが

重要であるため、2010年3月に予定されているJAMSTECの「ハイパードルフィン」の潜

航調査等で、研究協力が実施できるよう検討することとした。 
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２．１．１－５ まとめ 

 

高濃度の CO2 を含む噴気ガスの自噴が確認されている鹿児島湾若尊カルデラ（ハオリム

シサイト）において、各種化学センサを取り付けた AUV を用いた海洋中での CO2 挙動観

測を実施した。 

1. ハオリムシサイトでのマッピング観測では、水深 70m 層において、700m 四方のエリ 

アのほぼ全域で低 pH・高 CO2 環境を検知したが、それ以浅では検知されず、噴気活動 

由来の低 pH・高 CO2 環境は、噴気ポイントの直上のみに存在していた。 

2. AUV のサイドスキャンソナーでは、ハオリムシサイトの海底面に存在する噴気活動の 

様子が鮮明なエコーとして観測できた。 

3. ハオリムシサイトでの CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測では、低 pH・高 CO2 環

境は海丘直上と水深約 80m以深の海丘の北東側の斜面で検出され、海丘上の水深約 70m

付近に発達した温度躍層以浅では、検出されなかった。海丘の北東側の斜面の低 pH・

高 CO2 環境は、噴気活動によって放出された CO2 の拡散の可能性が考えられる。 

4. たぎりサイトでの CTDT+pH/pCO2センサによる鉛直観測では、低 pH・高 CO2 環境は

水深 120m 以深で検出された。ここでは、温度躍層が水深 80～100m に発達しており、

噴気活動由来の低 pH・高 CO2環境は、カルデラ内の噴気ポイント周辺のみに留まっていた。 

 

 

２．１．１－６ 今後の課題 

 

ナチュラルアナログ観測によって、①長期間および広範囲な CO2 拡散挙動観測・解析、

②海洋中での CO2 挙動に関する観測データの蓄積、③CO2 拡散に伴う環境影響の観測を実

施する。 
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２．２ 海洋中 CO2 挙動予測技術の開発 

 

２．２．１ 中規模海洋モデル開発 

 

２．２．１－１ INTRODUCTION 

 

The direct injection of CO2 into the deep ocean is one of the feasible ways for the 

mitigation of the global warming. The main concern in the assessment process of this 

method is its environmental impacts on marine organisms in the vicinity of the 

injection points before wide dilution is attained. To achieve effective diffusion of 

injected CO2, the moving ship method has been suggested by Nakashiki et al. (1997). 

Although field experiments are desirable to assess this method, such experiments are 

expensive. Therefore, within last decades, various numerical model studies have been 

conducted to predict the dilution process in small scales (O(10 m) to O(103 m)) near the 

injection point, such as Alendal and Drange (2001), Sato and Sato (2002), Sato (2004), 

Chen et al. (2003), Chen et al. (2005), and the transfer of dissolved CO2 concentration 

(DCO2), dealt as dye, in large regional scales (O(104 km)), such as Masuda et al. 

(2008).One of the merits of the CO2 ocean sequestration is that the amount of 

sequestrated CO2 in one selected site is comparatively larger than that of other 

methods, such as geological sequestration. To optimize the whole system for the 

maximization of this merit and the minimization of the biological impacts, a standard 

scenario for this system was suggested by Ozaki et al. (2006). According to this 

scenario, the total amount of the CO2 sequestrated in one target site (111 km × 333 km) 

is 50 million ton/yr and 30 ships release liquid CO2 (LCO2) droplets by different length 

(1500 to 2500 m) of injection pipes. To predict the diffusion of DCO2 in the target 

oceanic site, a new mesoscale model with O(103 km) is required to build a bridge 

between the small-scale (near-field) and the large-scale (regional) models. Because the 

above-mentioned smaller and larger models had already mentioned the safety of the 

method, particular interest was left on DCO2 change when the streak lines of injected 

CO2 are overlapped. Therefore, the objectives of this study are to develop an effective 

numerical method for such multi-scale processes and to assess the biological impacts 

caused by these processes. 

To numerically investigate the time change of DCO2 by turbulence diffusion in both 

small and meso scales, a moving and nesting grid technique was developed and used in 

combination with the low-wavenumber forcing technique of Sato et al. (2007). In this 
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study, 30 releasing ships were divided into 5 groups and each group represented one 

small-scale domain having 6 sources of DCO2 with 6 different injection depths. These 5 

small-scale domains are overlapped and moved in the mesoscale domain along the 6 

different trajectories. Fig. 2.2.1-1 shows the schematic view of this scheme. 

 

 

Fig. 2.2.1-1 Schematic view of moving and nesting grid systems. 

 

 

 

２．２．１－２ MESOSCALE MODEL 

 

(a) Grid generation 

 

Fig. 2.2.1-2 Grid system for mesoscale domain. 

 

It is well-known that the interaction between tides and seabed topography is 

important for the generation of internal waves. In this study, 30-min grid data of the 

Japan Hydrographic Association were collected and the pre-processor of the MEC 

Ocean Model developed by the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers 
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(JASNAOE) was adopted for the 3rd-order spline interpolation of the topography. The 

present grid system was rectangle on the horizontal plane and boundary-fitted 

curvilinear in the vertical direction as shown in the Fig. 2.2.1-2. The dimensions of 

mesoscale domain were approximately 130 × 390 × 5 km and the numbers of grids were 

32 × 96 × 40 in the x, y, and z direction, respectively. Here the x and y indicate the 

east-west and south-north directions. 

 

(b) Governing equations and boundary condition 

The governing equations are the equation of continuity, the Boussinesq- 

approximated Navier-Stokes (NS) equation including the Coriolis force, and the heat 

transfer equation: 
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where the superscripts, L and H, are the low and high-wavenumber components and 

ui=uiL+uiH. The low-wavenumber components in the convection terms (uiL and TL) are 

forcing terms. The overbars indicate a domain-scale high-pass filter, which removes 

low-wavenumber components generated inside the computational domain. The reason 

why the generated waves larger than the domain scale were removed is that all the 

low-wavenumbers should be given as forcing components, which already includes the 

generated cascade-ups. The low and high wavenumbers (in other words, large and 

small waves) indicate the scales larger and smaller than the computational domain, 
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and the nondimensional threshold wavenumber based on the domain size between low 

and high-wavenumbers was set to be 3 in this study. 

For the horizontal eddy viscosities and diffusivities, the Smagorinsky model 

(Smagorinsky, 1963) was adopted: 
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where Cs and Δ  are the Smagorinsky constant, set to be 0.17 in this study, and 

minimum grid-size in horizontal direction, respectively. For the vertical eddy 

viscosities and diffusivities, the stratification function model was adopted: 

 

( )αβ+= Ri1νν
V0V

,               (2.2.1-8) 

( )αβ+= Ri1κκ
V0V

,        (2.2.1-9) 

 

where 
0V

ν  and 
0V

κ  are the reference eddy viscosity and diffusivity, respectively, and   

)z)u/(/(ρz))ρ/(g(Ri 2

0
∂∂∂∂−=  is the Richardson number. The constants, α and β, in 

Eqs. (2.2.1-8) and (2.2.1-9) were set to be -1.0, 5.2 and -0.5, 3.3, respectively, following 

Munk and Anderson (1948). 

The boundary condition for the high-wavenumber components was set to be 

periodical in the horizontal directions. In the vertical direction, free-slip condition was 

adopted at the top and bottom boundaries. 

There is one more equation solved in the mesoscale domain: i.e. the mass transfer 

equation for DCO2: 
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where DH and DV are the horizontal and vertical eddy diffusivities, respectively. Unlike 

velocity and temperature, DCO2 is not divided into high and low wavenumber 

components and, hence, the boundary condition for DCO2 is no longer periodic, but is a 

non-gradient of Neumann-type. 
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(c) Discretisation 

The Marker-and-Cell (MAC) type algorithm was applied in the finite volume method. 

For the spatial differentiation of the convection term of the NS and heat transfer 

equations, a third-order upwinding scheme was adopted. The other spatial derivative 

terms had the second-order accuracy. The second-order Adams-Bashforth method was 

used for time integration. 

 

 

２．２．１－３ SMALL-SCALE MODEL 

 

(a) Grid systems 

In the present nesting grid technique, a small domain included 6 ships having 

different length of injection pipes. The number of small domains was 5 and these 

domains were overlapped and moved in the mesoscale domain. The grid size of the 

small-scale domain was 20 × 200 × 50 m and the numbers of grids were 52 × 194 × 41 in 

the x, y, and z directions, respectively. The ships were located in a line in the x 

directions and the distance between each ship was 160 m. The injection depths of 6 

ships in small-scale domains were set to be 1650, 2300, 2500, 1850, 1950, and 2000 m, 

as shown in Fig. 2.2.1-3. 

 

 

Fig. 2.2.1-3 Schematic view of injection depths of moving ships 

in one small-scale domain. 

 

(b) Vertical distribution of injected DCO2 

Because sophisticate LCO2-seawater two-phase flow simulation like Sato and Sato 

(2002) is computationally expensive, to take the effect of DCO2 into account, the 

pre-obtained spatial distribution of LCO2 droplets was used as source term of the 

advection-diffusion of DCO2. The detailed procedures follow. 
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First, we obtained the dissolution rate and rising velocity of the single droplet by 
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where V, A, and de are the volume, surface area, and diameter of an LCO2 droplet, 

respectively, Cs is the solubility of CO2 found in Chen et al. (2003), C0 is DCO2 

calculated in a computational cell, ρC is the density of LCO2 given by Pitzer and 

Sterner (1994), ρS is the density of sea-water including DCO2 given by Alendal and 

Drange (2001), Df is the diffusion coefficient, She is the effective Sherwood number 

given by Chen et al. (2005), and CD is the effective drag coefficient given by Chen et al. 

(2005). 

Fig. 2.2.1-4 (left) shows the changes of the diameters of LCO2 droplets when their 

injection depths were 1500, 2000, and 2500 m. The dissolution rates of the LCO2 

droplets are depicted in Fig. 2.2.1-4 (right) when the injection depths were 1650, 1850, 

1950, 2100, 2300, and 2500 m. 

 

 

Fig. 2.2.1-4 Change of LCO2 droplet diameter (left) and dissolution rate (right). 

 

Secondly, from the obtained dissolution rate and rising velocity, vertical 

distributions of DCO2 in small-scale domains were calculated considering the number 

of droplets. Fig. 2.2.1-5 shows a side view of DCO2 distribution dissolved from rising 

LCO2 droplets in one of the small-scale domain. Because of ship velocity, the plumes 

were tilted in the wake. 
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Fig. 2.2.1-5 Side view of vertical distribution of DCO2 as source term 

in a small-scale domain. 

 

Thirdly, advection-diffusion equation of DCO2 was solved in each small-scale domain 

by using the obtained DCO2 distribution as source term: 

 

[ ] ( ) [ ] [ ] [ ]
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

∂

∂

∂

∂
+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂

∂

∂
=

∂

∂
−+

∂

∂

z

DCO
D

zx

DCO
D

xx

DCO
uu

t

DCO 2
V

j

2
H

jj

2ship

jj
2

HH

. (2.2.1-13) 

 

Because the grids moved, the arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) method was 

adopted: i.e. subtracting the coordinate moving velocity, which is the ship velocity, 
ship

ju , from the convection velocity in Eq. (2.2.1-13). It should be noted that, because of 

large computational load against the 5 small-scale domains, velocity and temperature 

were interpolated from those in the mesoscale domain. 

 

 

２．２．１－４ OPERATION SCENARIO AND SIMULATION CONDITIONS 

 

Fig. 2.2.1-6 shows the initial positions and moving trajectories of the 5 small-scale 

domains in the mesoscale domain. Each small-scale domain moved along a fixed lane 

and the spatial interval of the lanes was 10 km. ( )0,v,0u
shipship

j =  in Eq. (2.2.1-13), in 

which the absolute value of vship was set to be 2.5 m/sec. The width of the target 

operation area was 111 km × 333 km and, hence, a ship took 37 hours in one way in the 

y direction. When the small-scale domains were out of this area, they stopped injecting 

CO2 and keep moving in the x direction, taking 6 hours until it starts to move again in 

the y direction. At the northern edge of the mesoscale domain, the small-scale domains 

stay additional 34 hours for on-sea work: i.e. LCO2 is supplied to the injection ships 

from LCO2 carriers. Therefore, one cycle for the small-scale domain circulating in the 

mesoscale domain was 120 hours. 

214



 

Fig. 2.2.1-6 Initial positions and planed trajectories of small-scale domains 

in the mesoscale domain. 

 

Fig. 2.2.1-7 shows the concerns to increase CO2 concentration in the mesoscale 

domain: a ship group moves on the streak line of CO2 that injected previously by other 

ship groups and the streaks are overlapped on the horizontal plane in (a) and the 

injection depths and rates of CO2 droplets from 6 pipes towed by 6 ships in a 5 ship 

groups affect the overlap of the concentration of DCO2 in the vertical direction in (b). 

 

(a)   (b)  

Fig. 2.2.1-7 Schematics of concerns to increase CO2 concentration in mesoscale. 

 

In this study, 3 sets of trajectories of the 5 small-scale domains were considered, as 

shown in Fig. 2.2.1-8. In Fig. 2.2.1-8(a), 5 ship groups moved in different courses with 

the interval of 10 km. To make CO2 streak lines in parallel to the y direction with a 

constant spatial interval, the domains moved in wavy courses depending on the tidal 

currents at the time and on a spot, in (b) and (c). In (c), each ship group has 2 courses. 

It should be noted that the intervals of the streak lines advected by the residual 

current are the same in the three cases shown in Fig. 2.2.1-7, and, therefore, it is 
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expected that the 3 cases do not give differences in CO2 concentration far downstream 

outside the mesoscale domain, although the streak is wavy only in (a). 

 

 

(a)    (b)    (c) 

Fig. 2.2.1-8 Trajectories of the 5 groups of injection ships in Cases 1(a), 2(b), and 3(c). 

 

 

Another optimisation to uniform the CO2 concentration in the vertical direction can be given by 

changing the injection rates and depths of CO2 droplets. Fig. 2.2.1-9 shows the overlaps caused by the 

injection rates and depths of Cases 1, 2, and 3, shown in Table 2.2.1-1. 

 

Table 2.2.1-1 LCO2 injection rate at each water depth. 

cases depth 

(m) 

injection 

rate (kg/sec)

mean 

diameter 

(m) 

1650 100 0.014 

1850 100 0.014 

1950 100 0.014 

2100 100 0.014 

2300 100 0.014 

1 

2500 100 0.014 

1200 83 0.012 

1600 104 0.014 

1900 96 0.014 

2100 97 0.014 

2300 89 0.014 

2 and 3 

2500 131 0.014 
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(a) (b)  

Fig. 2.2.1-9 Injection depths and rates of 6 pipes towed by 6 ships 

in one group in Case 1(a) and Cases 2 and 3(b). 

 

 

 

２．２．１－５ RESULTS AND DISCUSSION 

 

Fig. 2.2.1-10 shows contour maps of DCO2 at 30 days after the start of the operation 

in the mesoscale domain on the horizontal planes at z=-1650 m in Cases 1, 2, and 3. 

The 30 injection ships had circulated for 4 to 5 times by the time. Obviously, Case 3 

demonstrated the best among the 3 cases and Case 2 gave the worst. Although the 

interval distance between streak lines advected by the residual current downstream of 

the mesoscale domain should be the same, the diffusion was not very quick and high 

CO2 concentration were overlapped in Case 2. Therefore, it is understood that the ship 

trajectories should be scattered and not set close each other. 
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Fig. 2.2.1-10 Contour maps of DCO2 on horizontal injection planes 

in the mesoscale domain at z=-1650 m in Cases 1(a), 2(b), and 3(c). 

 

Recent researches, such as Kikkawa et al. (2004) elucidated that the biological 

impacts of CO2 in the ocean should not be related only to pH but also to PCO2, because 

the same low pH caused by CO2 as that by some strong acid agents, such as 

hydrochloric and sulphuric acids, result in more damages on marine organisms than 

the cases by the above acids. The change of PCO2 (ΔPCO2) was obtained by 

 

( ) ( )
222222

DCO backgroundPCOCODDCO backgroundPCOPCO −+= ΔΔ , (2.2.1-14) 

 

where PCO2 is a function of DCO2 and a code written by the Carbon Dioxide 

Information Analysis Centre (http://cdiac.ornl.gov/oceans/co2rprt.html) was adopted 

together with the coefficients set of Roy et al. (1993) in this study. 

For the quantitative estimation of the biological impact of ΔPCO2 in the deep ocean, 

tentative standard criteria were suggested by Kita and Watanabe (2006): i.e. the 

no-observed effect concentration (NOEC) for various zooplanktons and the predicted 

no-effect concentration (PNEC) are 5000 and 500 μatm, respectively. 

Fig. 2.2.1-11 shows the maximum DCO2 at each depth in the 3 cases. It is seen that 

Case 3 achieved the most uniform distribution of ΔPCO2 in the vertical direction. Fig. 

2.2.1-12 shows the histograms of water volume against ΔPCO2 in the mesoscale and 

small-scale domains at 30 days after the start of injection. It is observed in Figs. 

2.2.1-11 and 12 that ΔPCO2 was smaller than the PNEC and far smaller than the 

NOEC. However, of course there should be a risk of biological impact caused by the 
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injected CO2. This is the reason why we tried to uniform the distribution of PCO2 in the 

domain as much as possible. In this context, it is fare to say that the better injection 

scenario in the mesoscale has been shown by Case 3 in this study. 

 

 

Fig. 2.2.1-11 Histograms of water volume against ΔPCO2 

in the mesoscale domain (left) and in one of the small-scale domain (right). 

 

 

Fig. 2.2.1-12 Histograms of water volume against ΔPCO2 

in the mesoscale domain (left) and in one of the small-scale domain (right). 
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２．２．１－６ CONCLUSION 

 

To predict DCO2 fate purposefully injected in the deep ocean, a new multi-scale 

ocean model (O(1 km) and O(102 km)) was developed to build a bridge between smaller 

near-field scale (O(102 m)) and larger regional scale (O(104 km)) models. A moving and 

nesting grid technique based on the ALE method was developed to efficiently 

implement the CO2 ocean sequestration by the moving-ship method and to assess its 

biological impacts both in small-scale and mesoscale domains. To generate oceanic 

eddies in the mesoscale domain, a low-wavenumber forcing technique was adopted. 

In this study, 30 ships were divided into 5 groups and 1 group of 6 ships were placed 

in a small-scale domain. The 5 small-scale domains circulated in the mesoscale domain. 

On the lanes in the y direction, the ship injected LCO2, which formed droplets and 

dissolved into seawater, and those in the x direction were at rest or on on-sea work. 

The results of CO2 diffusion simulation showed that the moving-ship method could 

reduce environmental impacts to the acceptable level. The developed model is expected 

to be applicable for the final purpose: i.e. to give an outline for the optimization of the 

CO2 ocean sequestration system, by which biological impacts should be minimized and 

insignificant. The calculated results show that DCO2 is lower than the PNEC in the 

mesoscale domain. At last, the present scenario of 30 ships with different length of 

injection pipes injecting total CO2 of 50 million t/yr and moving in the 110 × 330 km 

operation area is efficient and effective. 
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２．２．２ 広域海洋モデル開発 

 

２．２．２－１ はじめに 

 

広域海洋モデル開発では、数ヶ月～数十年の時間スケールにおける CO2 の挙動予測を目

的として、これまで研究開発を進めてきた。予測の精度を上げるために海洋の中規模渦によ

る CO2の輸送、拡散（Masuda et al., 2005）を陽に表現することが出来る高解像度モデル

を用いているのが大きな特色である。これまでに生物に慢性影響（Kita and Watanabe, 

2006）を生じずに注入できる年間 CO2 注入量の見積り（Masuda et al., 2007）、注入サイト

の場所設定に関する研究（Masuda et al., 2008）、ケーススタディにおける年間 5000 万トン

注入ケースのシミュレーション（増田ら, 2008）等の研究を行ってきた。前年度には CO2 注

入サイトの最適化に関する研究を行った。これらの研究を発展させ、本年度は以下の 4 つの

項目を実施する。（１）注入 CO2の鉛直配分最適化、（２）CO2注入中止後の濃度低下の予測、

（３）CO2濃度拡散の物理的背景の解明、（４）オフラインモデルの計算領域の広域化である。 

 

 

２．２．２－２ 目的 

 

4 つの実施項目それぞれに関して、目的を以下に記述する。 

 

（１）注入 CO2 の鉛直配分最適化 

前年度に行った研究では、CO2 の鉛直注入パターンを変えた実験を行い、PNEC を越え

ずにより多くの CO2 を注入するには、ケーススタディの注入パターンをどのように変更す

ればよいか指針を示した。今年度は研究を更に進め、注入 CO2 の鉛直配分へのフィードバ

ックを行う事を目的とする。 

 

（２）CO2 注入中止後の濃度低下の予測 

前年度までの実験では、CO2 を連続的に注入していた。CO2 注入を途中で中止した場合

に濃度がどのように低下するか調べる。当初は小規模実験に対応した注入期間の短い実験

も計画していたが、今年度は注入期間を長く取った後の注入中止に焦点を絞る。 

 

（３）CO2 濃度拡散の物理的背景の解明 

 これまでの研究で中規模渦と CO2濃度の拡散に関係があることは経験的に示されている。

両者の物理的な関係を明らかにすることを目標とする。これによって、多くのサイトで南

北より東西に CO2 が拡散する理由も解明できると期待される。 

222



（４）オフラインモデルの計算領域の広域化 

これまで使用されていたオフラインモデルの計算領域は、東経 120 度 -東経 180 度、

北緯 10 度-北緯 50 度であり、計算期間が長くなるとモデルの領域外に CO2 が輸送されて

しまうという問題があった。計算領域を東経 98 度-西経 70 度、南緯 20 度-北緯 68 度に拡

張したオフラインモデルを製作し、100 年以上の計算を可能にする。 

 

 

２．２．２－３ 方法 

 

 既に構築されている海洋大循環オフラインモデルを用いてシミュレーションを行う。水

平解像度は 0.1 度×0.1 度であり、中規模渦による CO2 の移流、拡散を陽に表現出来る。鉛

直方向には 54 層を持ち、現実的な海底地形を設定している。オフラインモデルでは流速

をモデル内で計算せず、既に計算された流速データを読み込む。流速データは、地球シミ

ュレータセンター/JAMSTEC で開発された海洋大循環モデル OIFES（Masumoto et al., 

2004, Komori et al., 2005）の太平洋版（Masuda et al. 2008）で計算された日平均データ

を用いた。CO2 濃度を計算する際にはストレージの制約上、5 年分の速度データを繰り返

し用いた。計算領域は研究項目（１）に関しては、120ºE-180ºE, 10ºN-50ºN の範囲であり、

（２）～（４）に関しては、98ºE-70ºW, 20ºS-68ºN の範囲のモデルを新たに開発した。 

 

 

２．２．２－４ 結果 

 

（１）注入 CO2 の鉛直配分最適化 

 PNEC を越えないように CO2 注入量を最大化するには、放出深度をどのように設定すれ

ば良いか考察した。1000m~2500m の範囲では、PNEC は深度が深くなるほど大きい値を

持つ（図 2.2.2-1）。この深度において我々のモデルは、8 つの層を持つ（表 2.2.2-1）。 

この各層で取れる最大濃度を実線で示した。広域モデルで CO2 注入実験を行った時に最大

濃度が実線の分布になれば、PNEC を越えずに CO2 を最大量投入出来ると考えられる。 
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図 2.2.2-1  PNEC（点線）とモデルの各層で取れる CO2 濃度最大値（実線）の関係 

PNEC はケーススタディの尾崎氏の式に従っている 

 

表 2.2.2-1 1000m～2500m でのモデルの鉛直方向の grid 配置 （単位: m） 

 Grid 配置(m) 

１ 976.687260 

２ 1113.166020 

３ 1263.929570 

４ 1429.163450 

５ 1608.929570 

６ 1803.166020 

７ 2011.687260 

８ 2234.186040 

９ 2470.235600 

 

 1000m~2500m の間の 8 層それぞれで、その層だけに CO2 を 30 年間連続注入する実験を

行った。注入した場所はケーススタディと同じ 133E-134E, 19N-22N に位置する東西 1 度、

南北 3 度のサイトである。30 年間で濃度が最大になる時に、注入サイトから 1 度以内の

範囲（132E-135E, 18N-23N）で得られる最大 CO2 濃度を各層毎に求めた（図 2.2.2-2）。

この濃度分布にある係数を掛けて重ね合わせれば、図 2.2.2-1 の実線の分布が得られる筈

である。この係数が PNEC を越えずに各層に注入出来る CO2 量を与える。係数を求める

問題は簡単な線形代数の問題に帰着する。 

求めた係数を図 2.2.2-3 に示す。また、将来の研究で使用出来るように、その値を表

2.2.2-2 に示す。結論としては、上層ほど注入量が多くなるように CO2 を分配するのが良
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いという結果が得られた。900m より深い場所では、PNEC は深度と共に増加するが、海

洋が CO2 を薄める効果は深度と共に減少する。この両者の効果では、海洋の希釈減少が勝

っていると考えられる。1600m より浅い場所では、海洋が CO2 を薄める効果が大きく、

CO2 を投入できるポテンシャルがある。 

 

 

表 2.2.2-2 PNEC を越えずにモデルの 8 層に注入できる CO2 量の比 

 CO2量比 

1 2.51 

2 2.09 

3 1.87 

4 1.63 

5 1.44 

6 1.43 

7 1.33 

8 1.28 

 

 

 

図 2.2.2-2 30 年間で濃度が最大になる時に、注入サイトから 1 度以内の範囲（132E-135E, 

18N-23N）で得られる最大 CO2 濃度を各層毎に求めた結果 
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図 2.2.2-3 PNEC を越えずに各層に注入できる CO2 量の比 

 

 

（２）CO2 注入中止後の濃度低下の予測 

 研究項目（４）で構築した北太平洋モデルを用いて 130 年間のシミュレーションを行った。

注入を行ったサイトは、143.5E-144.6E, 35.5N-36.5N に位置しており GOSAC プロジェク

ト（Orr, 2004）でのサイト Tokyo と同じ場所である。最初の 100 年間は 0.1PgC/year の

CO2 フラックスを注入し、100 年以降は注入を中止した。注入開始から 50 年後、110 年後

の深度 1500m での CO2 濃度分布を図 2.2.2-4 に示す。50 年後には 16ppm を越える濃度が

存在しているが、100 年後では 4ppm を超える濃度は存在していない。注入中止から僅か

10 年後には濃度が 1/4 以下に低下している訳である。なお、CO2 濃度がケーススタディに

比べて非常に高いのは、先行研究と同じ値を採用した CO2 注入フラックスが非常に大きい

ためである。実際にこのような量を注入することは考えられない。 
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図 2.2.2-4 注入開始から 50 年後、110 年後の深度 1500m での CO2 濃度（ppm） 

 

 

（３）CO2 濃度拡散の物理的背景の解明 

 今年度は中規模渦を解像できる高解像度モデルと、その効果を拡散で表現する低解像度

モデルで、CO2 濃度分布がどのように異なるか検証を行った。この比較によって中規模渦

の CO2 濃度拡散に果たす役割が明確になると期待される。低解像度モデル、高解像度モデ

ルでの 130 年後の CO2 濃度分布を図 2.2.2-5 に示す。実験設定は研究項目（２）と共通で

あり、低解像度モデルを用いた先行研究（Matsumoto and Mignone, 2005）の実験設定も

ほぼ同じである。両者の結果を比較すると高解像度モデルの方が最高濃度は高い。また、

高解像度モデルで CO2 の緯度方向への移動が少ないので、中規模渦による拡散では緯度方

向より経度方向の拡散が卓越することが示唆される。 
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図 2.2.2-5 低解像度モデル、高解像度モデルでの注入開始から 130 年後の 

CO2 濃度分布比較 

 

 

（４）オフラインモデルの計算領域の広域化 

オフラインモデルの計算領域の広域化に関しては、北太平洋オフラインモデルを構築す

ることで目的を達成し、広域化されたモデルで 130 年間の計算を行うことが出来た。 
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２．２．２－５ 考察 

 

研究項目（１）に関しては、注入 CO2 の鉛直配分最適化を行うことが出来た。シミュレ

ーションで得られた結果からは、上層ほど CO2 注入量を多くするような配分にするのが良

いという事が示された。このような鉛直配分比を実現すれば、全ての深度で CO2 濃度が

PNEC ぎりぎりになるようにして注入量を多くすることも出来るし、各深度で CO2 濃度の

PNEC に対する余裕を同程度にすることが出来る。つまり、ある深度では CO2 濃度が

PNEC に対して大きく余裕があるが、別の深度では PNEC ぎりぎりになってしまうという

ような事態を避けられる訳である。 

鉛直配分最適化の研究はこれで終了した訳ではなく、我々の求めた鉛直配分を実現する

ような複数の放出パイプの深度を求めることが必要である。これに関しては、液滴モデル

を扱うグループの研究が将来行われる予定である。我々の研究では上層ほど注入量が多く

なるように CO2 を分配するのが良いという結果が得られたが、1000m 迄に液滴が溶けき

るという条件を課すと、浅くなるにつれて CO2 注入量が多くなる分布を実現するのは液滴

の性質上難しくなると思われる。従って、我々が求めた鉛直分布を完全に再現する複数の

放出パイプの深度設定は存在しないと予想される。 

 

 

２．２．２－６ まとめ 

 

 広域海洋モデル開発では、数ヶ月～数十年の時間スケールにおける CO2 の挙動予測を目

的として、研究開発を進めてきた。本年度は海洋大循環オフラインモデルを用いて注入 CO2

の鉛直配分最適化を行った。この研究はケーススタディの発展として位置づけられる。シ

ミュレーションで得られた結果からは、上層ほど CO2 注入量を多くするような配分にする

のが良いという事が示された。このような鉛直配分比を実現すれば、全ての深度で CO2 濃

度が PNEC ぎりぎりになるようにして注入量を多くすることが出来、各深度で CO2 濃度

の PNEC に対する余裕を同程度にすることも出来る。 

 モデルの広域化を行い、北太平洋オフラインモデルを構築した。CO2 がモデルの領域外

へ輸送されるのに、より時間がかかるので、これによって長期間のシミュレーションを行

う事が可能となった。構築されたモデルを用いて CO2 注入中止後の濃度低下の予測を行っ

た。注入中止後から僅か 10 年後に最高 CO2 濃度が 1/4 以下になっており、海洋隔離中止

後には速やかに濃度が低下することが予測される。また、CO2 濃度拡散の物理的背景を解

明するために高解像度モデルと低解像度モデルの間で、CO2 濃度分布の比較を行った。高

解像度モデルは低解像度モデルと比較して CO2 の緯度方向への移動が少ないので、中規模

渦による拡散では緯度方向より経度方向の拡散が卓越することが示唆された。 

229



２．２．２－７ 今後の課題 

 

 今年度の研究でオフラインモデルの計算領域の広域化が達成された。これまでの日本近

海モデルでは長期間の計算を行うと、注入した CO2 がモデル領域の外側へと輸送される。

計算領域の拡大によって、領域外への CO2輸送が生じる時間が大幅に遅くなると考えられる。

広域化によって、注入された CO2 がどの程度の時間海洋に留まっているか示す隔離効率を

計算することが可能となった。これまでのモデルでは、領域外へ輸送された CO2 が大気へ

戻るのか、海洋に留まるか予測することは出来なかったが、このような問題が生じなくな

る訳である。 

 隔離効率については、GOSAC グループを中心に多くの先行研究が行われているが、海

洋深層循環の時間スケールに比べると、注入 CO2 が大気へ戻る時間が早過ぎるように感じ

られる。先行研究は全て中規模渦を解像しない粗い解像度のモデルを用いており、解像度

の低さに起因する誤差によって、注入 CO2 が大気へ戻る時間が早まっている可能性がある。

隔離効率は海洋隔離の存在意義と関わる重要な要素であり、もし過小評価されているなら

大きな問題である。今後は計算誤差の少ない高解像度モデルで数百年の計算によって、隔

離効率を算出することが必要である。もし、予測されているように隔離効率が先行研究よ

りよくなることが示されれば、海洋隔離の研究に非常に大きな貢献が出来ると考えられる。 
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２．２．３ CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発 

 

２．２．３－１ はじめに 

 

海洋に放出した二酸化炭素（以下CO2）が海洋生物に与える影響を予測するために、CO2分散の数値

モデルを開発し、人工的に放出した、または、自然に流出したCO2気泡の挙動をシミュレーションした。

本研究は、前年度の研究を継続したものであり、主要な焦点をCO2の液滴から気泡への相変化に置いた。

前年度の研究では、無限相変化と飽和相変化の二タイプのモデルを考案し、上昇速度に関しては、相変

化における海水の中での液滴/気泡運動のシミュレーションに対し、飽和相変化モデルの方がより合理的

なモデルと結論づけた。 

本年度の研究では、浅海域における個々のCO2気泡の動態に着目した。特に、G.ボッチァーノおよび

M. デンテ[1]によって開発された流体のガス気泡の抗力係数モデルを修正、拡大し、これを相対的に上

昇速度の大きい、大きなサイズの気泡の動態に適用した。この新たに改良したモデルにより、様々なサ

イズの液滴の終端速度を予測することができるようになった。 

また、このモデルでは0～150mの様々な深さの海洋（10℃から25℃）において、初期気泡サイズを直

径3.0～40.0mmの範囲で想定し、放出されたCO2の動態予測に用いた。CO2の上昇速度に対する溶解時

間の関係は、シミュレーションから得られる。放出が浅海域（<150m）の場合、CO2は平均して秒あた

り16cmの速度で上昇し、平均して1秒あたり直径でおよそ30×10–3mm/s 収縮することが分かっている。

今回、「臨界深度」と呼ばれるパラメーターとして、海洋に放出されたCO2が大気へ回帰するかどうか

を示すものとして定義した。海洋の海水の条件の下で–0.68 m/mmの勾配を持つとシミュレーションし

た場合、この臨界深度は、初期気泡サイズに対しほぼ線形的な関係になる。例えば、40m以下の深度か

ら放出した初期の直径が40mmのCO2気泡は、海面に到達する前にほとんど云うよりもむしろ臨界的に、

完全に溶解されると考えられ、同深度の海底から放出した40mmよりも小さいサイズの気泡は、大気に

回帰することが不可能であることが分かった。 

なおケーススタディとして、対象海洋における気泡動態の季節的影響について、冬季、夏季、春季に

観察された温度データを使用して検討した。放出されたCO2の気泡は、春季の間が冬季または夏季より

も浅い深度まで上昇する可能性があることが示された。これは、冬季または夏季と比較すると、60mよ

りも深い深度が相対的に高い温度にあるためである。深度25mで放出した40mmサイズの気泡は、冬季

にはわずか12.5％であるが、春季には約33％が大気に回帰するとみられる。 

本研究の目的は、海水中のCO2気泡の数値モデルを構築し、海水中に放出された個々のCO2気泡の運

命を予測することである。これは、海水中に放出される個々のCO2気泡の動態に関する一種の基礎研究

である。明らかに、放出されたCO2によって生じた生物学的影響は、放出したCO2気泡と海水との相互

作用（気泡プルーム動態）によるpH または pCO2の変化に強く結び付いている。予備段階とし、本研究

では、海水中の個々のCO2気泡の分散を調査する。 
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次項では、海水と相互作用する個々のCO2気泡の物理的特徴を物理的モデルの基礎にして検討する。

その後、物理的概念およびモデルから数値モデルを開発する。ケーススタディとして、開発されたモデ

ルを放出したCO2気泡のシミュレーションへ予備的に適用した。 

 

 

２．２．３－２ 気泡のダイナミクスに関する理論 

 

海水中におけるCO2の相変化に関して、昨年の報告（第2項）を検討した。これによると、400mより

浅い深度でのCO2は、通常気体の状態にある。流体物理学の観点からみると、気泡の性質は、特に物質

移動を伴う気泡の場合、理論的に複雑になる。相対的に大きなサイズのまま膨張し、流体状態で溶解す

ることもある気泡に対しては、得られる理論上の結論はないことを認識することが必要である。この難

しさの大部分は、気泡とその変形によって誘発された周囲の流体との間の界面において形成される乱流

境界層が複雑なのが原因である。 

気泡自体が純ガスで物質移動および熱移動のない球状気泡である場合、気泡動態に対するレイリー・

プレセット（R–P）方程式をニュートン流体（すなわち、特定の粘度を持った流体）から導き出すこと

ができる。ナビエ・ストーク方程式は、以下のように書かれている。 
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σ
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ρ
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&&&           (0)  

 

ここでR、
R

&およびR&& は、気泡半径とそのタイム・デリバティブであり、σ は表面張力、µ は粘度、

PBおよびP0は流体の気泡内側にあるガスの圧力である。方程式は、公式に文書化はされていなかったが、

レイリーによって初めて導かれ、使用されたものである。次いで、プレセット[2]が初めてこの方程式を

移動性キャビテーション気泡の問題に適用した。プレセットおよびポロスペレッテイがこの方程式の展

開についてのレビューを行なった[2]。これは、解析的に解けるものではないが、一般的でない状況下に

おける解析解には可能性がある。最も重要な点は、気泡の分割が完了に近づく時の形状である。この仮

定により、加えられた歪みによって粘度が変化する圧縮性流体または流体はR–P方程式には従わないと

見られる。 
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図2.2.3-1 球状気泡の表面部分 

 

この種のモデルは、物質移動にまで拡大することができ、さらに、溶解度のような物理的特性、また

は界面張力の測定において広範に使用可能である[3]。 

工学的応用の別の側面として、形の歪んだ個々の気泡の動態は、実験的研究により補完されて初めて

扱うことができる。例えば、何種類かの抗力係数のサブモデルを開発して、流体中の大きなサイズの気

泡の運動のシミュレーションを行う場合である。この場合抗力係数は、異なったサイズおよび異なった

形の気泡によって生じた抗力の比較を可能にする無次元値である。流量抗力により気泡にかかる力は、

以下を使用して計算できる。 

 

2

b
wpdd

u
ACF ρ=          (1)  

 

ここでFdは流量抗力[N]、Cdは抗力係数、Apは運動方向への気泡の計画面積[m2]、ρwは水の密度[kg m-3]、

ubは流体に応じた気泡の速度[m s-1]である。流体中の気泡のサブモデルの開発には、力と気泡形体間の

相互作用を説明するために、いくつか他の無次元パラメーターの定義を必要とする。 

水中で上昇運動をする流体気泡に関連する力は、浮力（密度の差から生じた）と抗力を含む。力に相

関する物理的特性は、速度、表面張力、粒子の表面移動度のレベルおよび密度差である。これらはすべ

て、気泡の速度勾配および形状に影響される。これらは、以下に定義されるいくつかの無次元パラメー

ターによって説明できる。 
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これらは、それぞれエトヴェシュ数（浮力および界面テンソルの割合）、レイノルズ数（粘性力に対す

る慣性力の割合）およびモートン数と呼ばれ、ウエーバー数We = 
σ

ρ
eb

du
2

、フルード数Fr = 
e

b

gd

u
2

、

およびReの組み合わせである。 

ここでde (m)は気泡の直径、Δρ= (ρw - ρb)は密度差、µ=ρ ν (Pa·s, kg m−1 s−1)は海水の動粘性係数である。 

通常、流体の気泡の抗力係数は、上記に関連する無次元パラメーターの関数として表現できる。 

 

Cd = f (Re, Eo, Mo)              (2)  

 

エトヴェシュ数およびモートン数は、気泡の形状を定義する数値であり、レイノルズ数は流量特性を

定義する数値である。Clift et al[4]によれば、図2.2.3-2に示されるように流体気泡の形状には三つの区

分がある。気泡は、図2.2.3-2(a)の潜行性流動形状（低レイノルズ数および小エトヴェシュ数）の仮定が

有効持続する場合のみ、球状に留まることができる。球状の変形は、Mo数が小さい時に慣性力が非常に

顕著となった場合に生じ得る。球状粒子の長径に対する短径の割合が単位元の10％以内にある場合はさ

らに変形が進む。図2.2.3-2(b)の楕円形は、滴および気泡が全表面周囲に凸面界面を持った偏球である。

これらは、レイノルズ数は大きくエトヴェシュ数はそれほど大きくない時に、ランダムに揺動する運動

および形体を見せる。図2.2.3-2(c)の球状キャップ形状は高レイノルズ数およびエトヴェシュ数で生じる。 

 

気泡の変形は流動形状に大きく左右され、大きく汚染システムに影響を与える後流を造り出す[4]。 

約200のレイノルズ数で後流離脱が始まる一方、後流形成は低レイノルズ数で発生する（レイノルズ数

が約20）。後流の形成および離脱は、流体の界面の非汚染度が高く、極めて低い粘性率を持った系に対

して非汚染のままであるような純粋な系において、その進行を妨げることができる。Clift et al[4]は、汚

染システムに対しての初期Reが200である場合、後流離脱はReが800に達するまでは大きく純粋化され

た系では開始されないことを実験で示した。また、汚染システムと比較した場合、発生した後流量は純

粋な系では大きく減ることも確認した。 

楕円形の気泡は、2種類の二次的運動、すなわち剛体および膨張の運動を示す[4]。ジグザグの運動は、

剛体タイプの運動の特徴であり、振幅は膨張のタイプである。この両タイプの運動は多層的であり、か

なり重要な後流離脱であると言われている。Clift et al[4]は、振幅および後流からの渦離脱の発生は、同

0.5m (a) 2 mm (b)  42 mm (c) 

図2.2.3-2 流体中の気泡形状 
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時であるとの所見を述べた。形状振幅は、高粘度率で非常に汚染された系ではレイノルズ数が200で早

くも発生する。純粋な系ではその開始は遅いが、この場合でも開始するレイノルズ数は1000以上とはな

らない。この後流のダイナミクスは、気泡の運動および物質移動に対して重要な役割を担っている。 

 

物質移動に関して、物質が気泡から周囲の水に移動する割合は、二つの因子に支配されている。一つ

は、周囲の流体が気泡種の飽和に、言い換えれば溶解性にどのくらい近いかである。二つ目は、気泡物

質種がどれだけ速く周囲の水を移動するかであり、これは通常、有効物質移動係数 k (m s-1)によって説

明される。シャーウッド数 Sh = k de/Dfは、流量および物質移動の特性に関連するパラメーターである。

ここでDf (m2 s-1)は、水への気泡種の分子拡散率である。つまりシャーウッド数は、対流で移動した物質

と分子拡散率で移動した物質の比率であり、通常はReの関数である。 

 

一番目の因子は、昨年行なった研究で定量化されている。浅海域（低圧）のCO2の溶解性のサブモデ

ルは、昨年作成しており報告済である。有効物質移動のモデルに関しては、現在のところ実験室におけ

る実験的観察または理論的研究のいずれかで注目されている研究テーマにすぎない。大きく変形した

CO2の気泡については、実験室の観察および現場実験で様々な圧力を用いて、より多くの溶解率のデー

タを得ることが望まれている。 

流体中の気泡のダイナミクスの研究では、実験的観察に加えて、流体流量と物質移動を結合した方程

式を用いて、一連のナビエ・ストークス方程式を数値的に解く直接数値的シミュレーション（DNS）が

最近開発された。これは注目すべきことである[5]。このDNS手法は、計算機の能力を有用的に用いれば、

工学的応用においてより多くの機会を提供すると見られる。 

 

本研究では、海水中のCO2気泡の全体的な動態をモデルするために、経験手法が採用されている。

Bozzano et alの考案したバージョンにいくつかの訂正を加え、水中のCO2気泡の抗力係数のモデルを選

択した[1]。変形したCO2気泡の溶解に関する研究は少ないので、この経験手法ではClift et al[4]の考案

した物質移動係数モデルを用いた。詳細は次項で検討する。 

 

 

２．２．３－３ 海水中のCO2気泡溶解の総合数値モデル 

 

均等な直径 deを持ち、海水中に遊離している個々の CO2気泡を考察する場合、密度差による浮力が

その気泡を上昇させる推力となる。この力は、上昇速度によって作られた表面力によって部分的にバラ

ンスが取られる。全体的な気泡運動に関する翻訳方程式を見ると、気泡の線形運動の変化率は単純に粒

子に加わる力の総計であることがわかる。つまり、運動の一般ラグランジュ方程式は以下のようになる。 
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方程式(3) は以下のように変形できる。 
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最後の項は気泡物質の変化が運動量移動に寄与する力であり、mbは気泡物質（kg）を表す。“b”および“w”

は、それぞれ、CO2と海水を示す。 

上記のCO2気泡に対し物質保存を適用すると、簡略された方程式が直接的に導き出せる。 

 

see
DDd
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d
+=)(                      (5) 

 

式(5)の初項は、CO2の膨張（正）または圧縮（負）を表す。 
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一方、第二項は溶解を示し、気泡を常に収縮させる。 
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ここでCはCO2の濃度（kg m-3）、Sheは有効シャーウッド数である。‘cw’および‘w’の文字記号は、それ

ぞれCO2の液滴/気泡の表面および海水を示す。 

 

この一連の支配方程式を数値的に解くには、CO2/海水の物理的特徴、有効抗力係数および有効物質移

動係数などのサブモデルを必要とする。昨年度開発したCO2/海水の物理的特徴のサブモデルは、本研究

に直接採用しており、ここでは繰り返して叙述をしない。昨年の報告書を参照されたい。本年の研究で

は、CO2気泡/液滴の抗力係数の新モデルにのみ留意している。 
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（１）海水中のCO2気泡の抗力係数に関するサブモデル 

文献によれば、圧力が4.0MPaまでの海水中のCO2運動に関する実験研究がほとんどないことが分かった。

Johnson et al[6]によって行われた一つの実験では、大気圧および温度295.15Kでの水道水中のCO2の上

昇速度に関する一連のデータを提供している。モデル化に関しては、流体中の気泡運動を説明するいく

つかのモデルがあり、例えばClift et al[4]の考案したモデルがある。このモデルでは、気泡変形による影

響を扱うために、速度はモートン数およびエトヴェシュ数で表現されている。このモデルは、球状個体

として扱える球状気泡には簡単であり、抗力係数の標準方程式を直接適用できる。楕円気泡     

（M< 103; Eo< 40）については、気泡速度が以下により推計できる。 

 

 

 

 

                                                                              (6)  

 

 

 

大きな変形気泡（球状カップの気泡、Eo > 40）については、定数Cdを持った簡単な方程式が考案さ

れており、浮力および気泡サイズが速度に対して主要な役割を果たすことになる[2]。 

 

                                (7)  

 

 

この一連の方程式は昨年の研究で使用した。研究では流体液滴からガス気泡への相変化に注目している。

この研究によると、気泡サイズが膨張し、方程式で前提とされた条件が変わり計算が変化する場合には、

方程式(6)および(7)から計算された上昇速度を保持しないことが分かった。 

 

工学的に応用できるモデルを開発するために、流体中の遊離上昇気泡および液滴の抗力係数の公表済

モデルに関して文献の見直しを行なった。文献の見直しにより、Bazzano et al[1]によって開発され最近

公表された流体中の遊離上昇についてのモデルは、通常の気泡の終端速度を合理的に予測できることが

認められている。 

 

Bozzano et al[1]の考案したモデルは、ガス気泡の変形を使用して多くの実験を行ない得られたもので

ある。抗力係数は一般化された摩擦係数関数として与えられており、以下のようになる。 
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                                                (8-b)  

 

 

 

Bozzano et al[1]によれば、方程式(8-b)右辺の初項は、Reが低い時の抗力係数の比である。一方、

二番目の項はReが高い場合である。パラメーターは他のモデルにも広範囲に適用できるが、図2.2.3-3に

示されるように、ボッチァーノ・モデルは、レイノルズ数およびCO2気泡の直径範囲に関する実験デー

タからはある程度の偏差を示した。これらの偏差があることから、実験結果に対してより適合するよう

抗力係数を修正する必要がある。 

 

 

 

修正は、ガス気泡の動態に対してのみならず、海水中のCO2の流体液滴もその対象となる。修正の原

則をここに簡単に説明する。異なった界面動態を持った流体液滴およびガス気泡は、方程式（8-c）に示

された一種のブリッジ関数f1およびf2によって結び付けることができる。この二つのブリッジ関数は、ガ

ス気泡モデルの定数である。我々は、これらの関数をRe関数および密度率の関数として設定し、修正を

行なった。 

図2.2.3-3 ボッチァーノ・モデルの予測と、実験データで補正した 

塩水中のCO2気泡の終端速度比較[6]  
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                                                       (8-c) 

                

                                                                                                           

 

ここで新項の密度比は
wc

ρργ
ρ

/= であり、二つの追加関数に関しては、f1はオリジナルのボッチァー

ノ・モデルでは1であり、f2はボッチァーノ・モデルでは0.9の定数である。新しいモデルでは、この二

つの関数はレイノルズ数および密度の関数として修正されている。 

 

    

                                                     (8-d)  

                                                                                           

これは密度率に対する圧力の役割、およびf2に対する高いReでの気泡/液滴変形の役割を表わすためである。

修正されたモデルは図2.2.3-3に示されているが、塩水中のCO2気泡上昇の実験データを元に調整されて

いる。 

新しいモデルは、ボッチァーノ・モデルと比べると速度予測を改善してある。モデルをさらに立証す

るために、Nicolas et al[7]の実験データを使用した。このデータには、温度が約13℃で圧力が9～14MPa

の範囲の海水中でのCO2液滴の遊離上昇の終端速度が示されており、圧力条件は9.0MPa（ケースI）、

11.0MPa（ケースⅡ）および14.0MPa（ケースⅢ）の3組のデータがある。補正済モデルは、終端速度

の予測に関して著しい改善となっていることが図2.2.3-4による分かる。これは普遍的な抗力係数であり、

海水中のCO2気泡および液滴の運動を予測するために広範に利用できる。このモデルは本研究に適用さ

れている。 

 

図2.2.3-4 ボッチァーノ・モデルの予測と、実験データで補正した塩水中の

CO2液滴の終端速度比較[7] 
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（２）有効物質移動係数のサブモデル 

流体中の気泡運動のメカニズムと同様、有効物質移動は、異なった乱流境界層を作る気泡の形状によ

り異なる。Clift et al[4]によれば、三つの領域に大別できる。各領域での有効物質移動係数は以下のよう

に考案される。 

 

 

 

                                                             (9)  

  

 

この一連の式は、それぞれ淡水および96％の水溶液中のCO2気泡に関して、大気圧および室温の下で、

Zheng および Yapa[8]によって試験されたものある。このモデルは、図2.2.3-3および図2.2.3-4に示し

たように、実験データを正確に予測している。深度約100m（P = 1.0MPa）という圧力の高い場所での

効果は、実験観察ではまだ特に研究されていないことは留意すべきである。 

 

 

２．２．３－４ モデルの適用およびケース設定  

 

本書の最後の項で説明されている一連の非線形微分方程式としての数理モデルは、4次ルンゲ・クッタ法

を使用して数値的に解かれたものである。このモデルおよびコンピューターコードは、南シナ海の対象

海洋の海底から放出したCO2気泡の運命をシミュレーションするために使用されている。 

南シナ海の対象海洋で得た野外観察データは、モデリングシミュレーションのために再構成される。

温度分布データは、シミュレーションでのCO2気泡が到達する深度のデータに補間される。観察による

温度および補間された温度は図2.2.3-5に表示されている。各季節で温度分布が異なることから、シミュ

レーションは、冬季、夏季および春季の季節を設定してある。図2.2.3-5に示す温度分布を見ると、秋季

の海洋の条件は、春季の深層水および冬季と夏季の浅層水でカバーできていると見られる。従って、秋

季におけるシミュレ－ションは何らも行われていない。シミュレ－ションでは、バックグラウンドCO2

濃度および塩分の観察データが使用されている。データは、深度100mまでしか利用できないため、それ

以上の深海でのバックグラウンドCO2濃度および塩分は、深度100mのデータを設定する。 

ケーススタディでは、対象海洋に対して開発されたモデルを適用して履行し、海底からのCO2放出後

の挙動を推定している。対象領域から得た観察データを分析した結果、三つの季節、冬季、夏季および

春季が、上記で検討したように、季節ケースとして選択されている。放出深度は、ケーススタディに追

加でリストアップされたパラメーターである。図2.2.3-5から、冬季と夏季の両季節では、60m付近の深

度で温度ジャンプが存在することが分かる。この温度ジャンプ層の働きを考慮するために、深度150m、
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75m、40mおよび25mでの放出がケーススタディとして決められた。初期気泡サイズは、それぞれ40mm、

30mm、20mm、10mm、5mmおよび3mmで考案されている。シミュレーション結果は次項で検討する。 

 

 

図2.2.3-5  対象海域季節ごとのの温度分布 

 

 

２．２．３－５ シミュレーション結果および検討 

 

海水注に放出した個々のCO2気泡の挙動は、最後の項にリストされている様々な条件でシミュレーシ

ョンされている。モデルから予測された結果の中では、海水中の気泡の性質を表すパラメーターの一つ

として気泡収縮特性が選択されている。気泡収縮特性は深度に対する気泡サイズを示す。気泡の上昇速

度も、様々な深度から放出した気泡サイズの関数として検証されている。これは気泡動態に基づき浮力

の役割をチェックすることが目的である。最後に、各ケースの実行結果を要約した。シミュレーション

データに基づいて分析を行い、CO2気泡が大気に回帰する可能性を判断するため、臨界放出深度と名付

けたパラメーターを明らかにする。それぞれの終端距離の関係について、いくつかの検討が行なわれて

いる。終端距離とは、CO2気泡が完全に溶解する前に上昇する距離のことで、終端時間とは、終端距離

に関連する時間である。 

 

（１）放出深度および初期気泡サイズの影響 

様々な深度の気泡サイズに対して、冬季、夏季、春季にそれぞれの放出深度で放出したCO2気泡の溶

解および上昇動態が予測されており、その結果を図2.2.3-6に示した。放出した気泡の上昇距離は、放出

深度には敏感ではないように見られるが、気泡サイズに極めて敏感であることが分かった。気泡が大き

いほど上昇距離が長くなる。これは、大きな気泡は高速度であり、また完全に溶解するまでに長い時間

242



 

 

を要するためである。大きな気泡（30mm以上のサイズ）は、あらゆる深度および季節で、上昇距離が

初期気泡サイズに概ね直線性を有している。初期気泡サイズが40mmならば、放出深度からおよそ40m

上昇可能である。40mより浅い放出深度では、海面に到達した時点でも未だ気泡のままのものもある。

つまり、このような気泡は大気に回帰することを意味する。数値シミュレ－ションによると、春季には、

25mの放出深度で初期放出サイズが40mmの気泡は約33％が大気に回帰し、これが冬季には約12.5％と

なる。図2.2.3-6に示したように、気泡の放出深度が浅くなればなるほど、CO2は溶解せずに大気に回帰

する。 

リスク推計およびモニタリングシステムの設計を考える場合、放出したCO2の大気への回帰可能性は、

CO2の海底貯留技術を算定する主要パラメーターの一つである。初期気泡サイズに対する臨界深度を明

確にすれば、簡単で便利なパラメーターとなる。臨界深度は、放出したCO2気泡が仮定された初期気泡

サイズだった場合に大気に回帰すると見られる深度である。初期気泡サイズと臨界深度の関係について

最も適合する関数は、図2.2.3-7に示された二次多項式関数である。データ適合に使用したデータは、安

全性に関する数値シミュレ－ションから得たデータの1.15倍のデータである。これについては、図2.2.3-7

に黄色の三角形のサンプルとして示されている。本研究から得た臨界深度の関係式は、深度150mまでで、

温度が23～28℃の範囲の場合に利用可能なことに留意いただきたい。また、臨界深度に対する海流と乱

流による混合の影響も本研究では考慮されていない。従って、この方程式を実際に使用する場合、本研

究で得た臨界深度を1.3から1.5倍大きくした修正パラメーターを使用することが望ましいと考えられる。 

 

図2.2.3-6 10m（左上）、25m（右上）、40m（左下）および150m（右下）の変異放出

深度からのCO2気泡の溶解および上昇 
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（２）終端距離および時間 

気泡が完全に溶解してしまった時点の上昇距離および時間は、海水中の気泡の挙動を推計するための

有益なデータである。放出深度を150m、75mおよび40mとし、冬季と春季の季節（夏季のデータは、

冬季のデータとは区別がつかない）をシミュレーションした一連のデータを図2.2.3-8にまとめている。

この図から、放出した気泡の平均上昇速度は、時間に対する傾きによって推計できる。概算すると、

これらのデータから全季節、全気泡および全放出深度における平均速度は14cm/sと思われる。 

 

 

 

 

 

 

図2.2.3-7 初期気泡サイズに対する臨界深度

図2.2.3-8   終端時間に対する終端距離 
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（３）季節による差異 

季節による気泡上昇距離の変化は、温度の差異によるものである。各放出深度で春季に放出した気泡

は、夏季および冬季の両季節よりも長い距離を上昇する。夏季と冬季の季節を比較してみると、特に40m

以深では、温度がほとんど変わらないため違いはほとんどないと思われる。これまでの項で検討したよ

うに、海水中の気泡の動態は、CO2気泡と海水との間の運動量と物質の交換に支配されている。例えば、

相対速度が大きくなるほど物質の移動を増進し、急速な収縮につながるなど、互いに結び付く。急速な

収縮率により気泡サイズはより小さくなる。このことは、相対速度は式(5)で予測した気泡サイズの関数

であるため、相対速度を下げるフィードバックとなる。動態がどのような役割を果たすかを研究するた

めに、深度150mから放出した気泡の速度データを冬季と春季で比較する。二つの季節の温度分布の差異

は、速度の差異にはほとんど影響していないと見られる。これは、約4度である温度差が、密度差による

浮力に対し影響しにくいことを意味する。つまり、春季に上昇可能な距離が長いことは、溶解速度が冬

季に比べて遅くなることが主な原因となる。実際に、温度が高くなれば溶解度が小さくなる（春季は27℃、

冬季は23℃）。 

 

（４）混合層を横断する際の温度躍層の影響 

野外観察では、深度60mから30mで温度ジャンプが見られる。これが混合層である。個々の気泡挙動

について温度ジャンプの影響を検証するために、最大の温度ジャンプがある冬季に関して、深度75mか

らの気泡放出のシミュレーションを行った。図2.2.3-9に示されたように、気泡サイズと気泡溶解の関係

に何らの重要な影響はない。このことは、混合層からの影響は、CO2の深海隔離に関する研究のために

開発されてきた二相小規模乱流モデルを用いて推計が可能であることを意味する。個々の気泡モデルは温

度の関数であり、密度、溶解度、粘度および拡散率などの物理的パラメーターの影響を受けるのみである。 

 

図2.2.3-9 混合層横断のCO2気泡の溶解 

Mixing layer
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２．２．３－６ 結論  

 

（１）個々のCO2気泡の溶解および静止海水中の上昇についての数値モデルは、CO2気泡と海水との間 

の相互作用の動態をシミュレーションするために構築されている。このモデルは、密度、CO2の海 

水への拡散率、CO2の溶解度、有効物質移動および有効抗力係数（相対速度）を含めたCO2－海水

の系の物理化学的特性についてのサブモデルで構成される。 

 

（２）開発されたモデルおよびコンピューターコードは、上昇速度および溶解率の両方に利用可能な実

験データで立証できた。 

 

（３）ケーススタディとして、マレーシア北東150kmにある南シナ海の対象海域のデータを用いて、放

出された個々のCO2気泡の挙動をシミュレーションし、以下の結果を得た。 

工学応用において浅海域のCO2気泡の挙動を評価するために、臨界深度と名付けたパラメーター 

を包括的な評価パラメーターとして定義した。この臨界深度は、放出したCO2気泡が大気に回帰す

ると見られる深度として定義される。この臨界深度は、海洋に放出された初期気泡サイズに線形関

係を有する。例えば、深度40mから放出した初期の直径40mmのCO2気泡は、海面に到達する前に、

ほぼ完全に溶解してしまうと見られ、一方、同じ深度の海底から放出した初期の直径40mm以下の

小さなCO2気泡は大気に回帰出来ないことが分かっている。 

冬季、夏季および春季に観察した温度データを使用して、対象海洋におけるCO2気泡の挙動に対

して季節的影響も検討した。春季の間は、冬季や夏季に比べて深度が60mより深い部分の温度が相

対的に高いために、放出した気泡は、さらに浅い深度まで上昇可能なことをシミュレーションの結

果が示している。深度25mで40mmのサイズの気泡が放出した場合、春季にはこのうち約33％が大

気に回帰すると見られ、一方、冬季にはそれが12.5％にすぎないと見られる。 

 

（４）その他 

海流の生物学的影響および役割をさらに予測するために、海底から放出したCO2気泡の運命の詳 

細なメカニズムを研究する二相のプルームモデルが考案されている。二相のボックス・モデルがプ

ロジェクトの次の段階の研究目的の一つとして挙げられている。実験室レベルで高圧タンクを使用

して、または小規模な野外実験のいずれかにより、CO2気泡挙動に関する系統的実験が実行される

ことが望まれる。これは、モデル開発の見地から強く提案されている。 
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第３章 海洋隔離の可能性評価 

 

３．１ 海洋隔離のケーススタディ 

 

３．１．１ 小規模海洋実験システム検討 

 

３．１．１－１ はじめに 

 

平成19年度研究では、Moving Ship方式による小規模海洋隔離実験の検討として、5,000万トンケース

スタディで決定された条件に沿って、下記項目について実施した。 

１） 実験想定海域 

２） 実験想定海域の波浪条件 

３） 実験システム計画 

４） 実験条件の検討 

５） 実験用バージに関する検討 

６） 曳航パイプに関する検討 

以上の検討の結果、以下の知見が得られた。 

① 既存の設備の流用を考えた場合は、実験条件は以下の程度が適当と思われる。 

   ・放流深度：1,000 m 

   ・曳航速度：1 m/s 

   ・放流流量：1～10 kg/s 

② 実験システムは、バージ船からCoiled Tubeを繰り出す方式が有望と考えられる。既存の１～5 inch

径パイプで、上記実験条件に対応できる。ただし、本実験条件では、VIV発生の可能性があり、そ

の影響・対策について検討しておく必要がある。 

③ 実験システムは、既存の技術で実施可能であると思われる。しかし、パイプレイシステムについて

は、海外メーカーからの調達を要する。また、装置の小型化の検討も必要である。 

④ CO2送り込みシステムについては、流量 1kg/sについては問題ないものと思われるが、10kg/sにつ

いては高圧・大流量ポンプの検討が必要である。 

 

 

３．１．１－２ 目的 

 

今年度は将来の海洋実験で検証するために、実機のノズル部分の一部を再現した曳航方式による小型

CO2放出実験装置の計画を行う。その際、目標とするCO2液滴径を10～20mm（H18年度に実施された
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CO2液滴の溶解上昇距離推定計算１）に基づく初期液滴径は 14mm）に制御して放出するために、船体

の上下動揺がCO2放流直後の液滴形成に与える影響について調査する。 

 

 

３．１．１－３ 方法 

 

（１） 船体動揺による液滴放出への影響調査 

平成 19度検討した実験想定海域、波浪条件および船体の動揺量は次の通りである。 

・ 想定海域 ：北緯 22度30分、東経131度55分 

・ 波浪条件 ：最大有義波高 3.0m、平均波周期 9.0s（90%の稼働率） 

・ バージ船 ：全長 138.0m、幅36.0m、喫水 6.5m、排水量28,600t 

・ 船尾動揺 ：最大上下動揺速度 1.05m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.1-1 曳航方式でのCO2放出実験システム概念図 

 

フェーズ 2研究（平成14～18年度）では、液滴径制御技術の検討として、模擬流体を用いたノズル

放出実験を実施した。しかしながら、曳航速度 1.0m/sで航行するバージ船の船尾上下動揺によりノズ

ルアレイ部の相対流速は、曳航速度と上下動揺速度の合成により 1.0～1.45m/sで変化する。また、
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ノズルへの流入角も大きく変化するために、ノズル後流が乱されて目標の液滴径が形成出来ない可能性

が考えられる。ノズルアレイのコンセプトは水中翼上に複数のノズルを設置する方式が提案されており、

この水中翼が船尾上下動揺によってノズルへの流入角度を小さくする効果が期待できる。しかし、船舶

の上下動揺による水中翼の迎角変化の位相遅れ等で、ある程度のノズル流入角が生じると考えられる。

以上を踏まえて、船体の上下動揺がCO2放流直後の液滴形成に与える影響調査として、１）上下動揺に

よる速度変化の影響調査、２）ノズル流入角度の影響調査について可視化水槽での観察実験を実施する。 

 

a) CO2放出ノズルの検討 

放出する液体CO2の初期液滴径制御の留意点は次の通りである。 

・流線型ノズルの後端にCO2の放出口を設ける 

・放出速度が曳航速度とほぼ等しくなるよう設定する 

 

図 3.1.1-2に示す速度
S

V で進行するノズル内径をD、CO2放出速度を
C

V とした場合、時間 tΔ の間に

進む距離 xΔ は、 

tS
Vx Δ×=Δ  (1) 

この間に放出されるCO2量は、液柱直径をd とすると 

xdtVD
C

Δ=Δ
22

44

ππ

 (2) 

よって次式を得る。 

S

C

V

V

D

d
=  (3) 

液柱が離散球体になる場合、液滴間隔をL、液滴直径を
0

d として体積保存の関係から、 

3

0

2

64
dLd

ππ

=  (4) 

0
dL ε= とおくと、 

2

0

2

3

2
dd

ε

=  (5) 

(3)式の関係を用いると、次式が得られる。 

C

S

V

V
dD

ε3

2

0
=  (7) 
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図3.1.1-2 ノズル内径と液滴直径 

 

目標の液滴径は )(14
0

mmd = であり、フェーズ 2研究の知見に基づき 0.1=ε 、
CS

VV 1.1=

（ smV
S

/0.1= ）を選定すると、ノズル内径Dおよび平均放出量Qは次のとおり設定できる。以上に

より、放出実験に供するノズル模型の製作図を図3.1.1-3に示す。 

・ノズル内径： )(0.12 mmD =  

・平均放出量： )/(6.102 sccQ =  

 

 

図3.1.1-3 放出ノズル製作図 

 

 

 

 

液柱直径d

液滴間隔L＝εdo

液滴直径do

 ノズル速度 Vs 

放出速度 Vc 

ノズル内径 D 液柱直径 d 

時間Δt 内に進む距離
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b) 模擬流体を用いたノズル放出実験方法 

図 3.1.1-4に示すように、フェーズ 2研究と同様の曳航電車付き可視化水槽において、模擬流体を用

いたノズル放出実験を実施する。水槽水は海水の代わりに淡水とし、液体CO2の模擬流体として、

シリコン油を赤く着色したものを用いる。表 3.1.1-1に液体CO2および模擬流体の物性を示すとおり、

粘性は液体CO2にほぼ合せて、相対比重はやや小さくなるようなシリコン油を選定して使用する。 

選定理由は、粘性は管内の損失を大きくする影響が懸念されること、比重は放出直後の液滴形成過程に

重要でないことが挙げられる。 

船体の上下動揺がCO2放流直後の液滴形成に与える影響について調査するため、以下に示す 2段階

の放出実験を実施する。なお、映像および静止画により形成状況を判断する。 

 

１）1stステップとして、一定の放出量にて曳航速度と上下動揺速度の合成による速度変化範囲にお

いて、目標液滴径が形成されるかどうかを調査する。 

２）2ndステップとして、ノズル流入角度の影響を調べ、目標液滴径が形成される限界条件（流入

角）を把握する。 

 

表3.1.1-1 液体CO2および模擬流体の物性 

流体 粘度 [cs] 比重（対清水） 

液体CO2 1.65 0.960 

シリコンオイルKF96L-1.5 1.5±0.15 0.850～0.855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.1-4 可視化水槽における実験装置概念図 

 

 

ｴｱｷｬﾘｱ 

曳航電車 

模擬流体ﾀﾝｸ 

放出ﾉｽﾞﾙ 

ﾚｰﾙ 

流入角 
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図3.1.1-5 可視化水槽および実験装置 

 

 

c) 上下動揺による速度変化の影響調査 

① 実験条件 

放出量を一定として、船舶の曳航速度（1.0m/s）と上下動揺速度（0～1.05m/s）の合成による速度変

化範囲において、目標液滴径が形成されるかどうかを調査する。模擬流体の放出速度は、先に設定した

放出量（ )/(6.102 sccQ = ）から算定したケースを実施し、上の速度変化範囲で液滴形成が出来なか

った場合に備え、放出量を1.2倍にしたケースについても実施する。 

・曳航速度 ：Vs=1.0、 1.22、 1.45 m/s 

・ノズル流入角 ：θ=0 deg.（一定） 

・放出速度 ：Vc=102.6、 123.4 cc/s 
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d) ノズル流入角度の影響調査 

① 実験条件 

ノズル流入角度の影響を調べ、目標液滴径が形成される限界条件（流入角）を把握する。 

・曳航速度 ：Vs=1.45m/s（一定） 

・ノズル流入角 ：θ=0、 15、 30・・・deg. ※下のフローに倣い設定する。 

・放出速度 ：Vc=102.6cc/s（一定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．１－４ 結果 

 

（１） 船体動揺による液滴放出への影響調査 

a) 上下動揺による速度変化の影響調査 

図 3.1.1-5に示すような実験装置を用いて観察した放出および液滴形成の様子として、放出速度

Vc=102.6cc/sのケースを表3.1.1-2、放出速度Vc=123.4cc/sのケースを表3.1.1-3に示す。参考のため、

液滴形成の様子を示す欄の右上に、図 3.1.1-6に示すキャリブレーション画像を用いて作成した液滴径

20mmの円を青色、液滴径10mmの円を緑色で示す。 

Vc=102.6cc/sのケースのノズル放出直後の様子は、疑似流体が後方へ柱状に伸びており、上の曳航速

度範囲では殆ど乱れが見られない。また、放出速度Vc=123.4cc/sのケースでは、曳航速度が小さい場合

に、多少の乱れが確認された。 

一方、液滴形成の様子は、疑似流体が後方へ柱状に伸びる場合に、大きく揃った液滴が形成される。

曳航速度が大きな場合に、小さな液滴がいくつか形成されるものの、放出量全体に占める割合は小さい

と考えられる。従って、今回の実験条件にて、目標液滴径（10～20mm）は形成可能と判断される。 
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図3.1.1-6 キャリブレーション画像 

 

 

 

b) ノズル流入角度の影響調査 

 ノズル流入角度の影響調査として、代表的なノズル流入角 θ = 0、 15、 30deg.のケースで観察された

放出および液滴形成の様子を表 3.1.1-4に示す。ノズル放出直後の様子は、流入角θ = 0deg.の場合のみ

疑似流体が後方へ柱状に伸びているが、流入角 θ = 15、 30deg.の場合は乱れている。その結果として、

液滴形成の様子は、流入角θ = 0deg.の場合のみ大きく揃った液滴が形成され、流入角 θ = 15、 30deg.の

場合は不揃いの小さな液滴が形成されると考えられる。特に、入流角の大きなθ = 30deg.の場合は顕著

となり、直径 10mmを越える液滴は形成されない。 

 次に、目標液滴径（10～20mm）が形成される限界流入角を見極めるために、ノズル流入角 θ = 9、 

11、 12、 13deg.のケースで観察された放出および液滴形成の様子を表 3.1.1-5に示す。ノズル放出直後

の様子は、流入角 θ = 9deg.の場合のみ疑似流体が後方へ柱状に伸びているが、それ以外では乱れが生じ

ている。一方、液滴形成の様子は、流入角が大きくなると不揃いの小さな液滴が形成される傾向があり、

放出量全体に占める割合から判断して、限界流入角はθ = 11deg.と考えられる。 

 

255



 

表3.1.1-2 模擬流体放出状況および液滴形成状況 

（ノズル内径12mm、放出速度Vc=102.6cc/s、曳航速度Vs=1.0～1.45m/s） 

Vs 放出の様子 液滴形成の様子 

1.0m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.45m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 
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表3.1.1-3 模擬流体放出状況および液滴形成状況 

（ノズル内径12mm、放出速度Vc=123.4cc/s、曳航速度Vs=1.0～1.45m/s） 

Vs 放出の様子 液滴形成の様子 

1.0m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.45m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 
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表3.1.1-4 模擬流体放出状況および液滴形成状況 

（ノズル内径12mm、放出速度Vc=102.6cc/s、曳航速度Vs=1.45m/s） 

θ 放出の様子 液滴形成の様子 

0deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 
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表3.1-5 模擬流体放出状況および液滴形成状況 

（ノズル内径12mm、放出速度Vc=102.6cc/s、曳航速度Vs=1.45m/s） 

θ 放出の様子 液滴形成の様子 

9deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 

  φ20mm 
  φ10mm 
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（２） CO2放出実験装置 

平成 13年度研究において実施したCO2放出実験装置の設計では、水深 800mの深海からCO2を放出

して、CO2液滴の形成・浮上挙動やCO2が溶けた海水の移動・拡散挙動を調査する国際共同研究の海

洋実験を計画した。CO2を充填した圧力容器、高圧ポンプ、計測制御システムなどをパッケージにした

CO2放出実験装置を海底に設置し、音響通信による遠隔操作あるいはタイマー起動して所定のCO2を

放出する計画で、圧力容器にトランスバリア式アキュームレータ（TBAS）の採用を検討した。 

今年度は次の放出条件に従い、曳航方式による小型CO2放出実験装置の検討として、図 3.1.1-7に示

す当時の実験装置に倣った機器の配置検討を行う。前述のとおり、船体動揺によるノズル流入角の影響

を小さくするため、実験装置全体を流線型のケーシングに収めて追随性の向上と、併せて曳航時におけ

る抗力低減の効果を図る。 

・放流深度：1,000 m 

 ・曳航速度：1.0 m/s 

・放流流量：205.2 cc/s 

 ・総放流量：159,000 cc/回 

 ・放出時間：773 s（約13分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.1-7  CO2放出実験装置（平成13年度報告書より） 

 

配置検討の重要機器要目表を表 3.1.1-6、それら外観を図 3.1.1-8、配置検討された実験装置の配置図

を図 3.1.1-9に示す。また、各主要機器は耐圧構造となっているため、これら装置全体を収納するケー

シングは非耐圧構造として、流線型ケーシングの概略構造を図 3.1.1-10に示す。 
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表3.1.1-6 TBAS主要機器要目表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜TBアキュームレータ＞ ＜耐圧バッテリー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜計測制御システム容器＞ ＜海水ポンプ・モーター＞ 

 

 

 

 

 ＜ボールバルブ開閉装置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.1-8 TBAS主要機器の外観 

長さ 幅 高さ 空中重量 水中重量
(mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

TBアキュームレータ 1,981 230 230 191 114 4 LCO2;70％、海水;30%

計測制御システム容器 737 303 303 66 11 1 VTR、収録装置、画像伝送装置

ボールバルブ開閉装置 446 300 205 25 22 1 SS-63TS8，-23～121℃

耐圧バッテリー 460 310 315 49 19 3 24Volt×42Amp・h

海水ポンプ・モーター架台 1,038 378 189 35 31 1 Magnetic Drive Gear Pump M220

TBASフレーム 2,200 1,187 424 200 174 1 鋼製ｱﾝｸﾞﾙ・ﾁｬﾝﾈﾙ溶接構造

ポンプ制御フレーム 2,200 1,187 410 240 209 1 同上

備　　考主要機器名 個数

261



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
3.
1.
1-
9 

小
型

CO
2
放
出
実
験
装
置

 

262



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
3.
1.
1-
10
 
小
型

CO
2
放
出
実
験
装
置
ケ
ー
シ
ン
グ
 

263



３．１．１－５ まとめ 

 

・放出ノズルの検討として、目標の液滴径 14mm、ノズル曳航速度 1.0m/sとした場合、体積保存の

関係からノズル内径は12mm、放出量は102.6cc/sと設定した。 

・曳航バージの上下動揺によるノズル部の速度変化の影響について、模擬流体を用いた可視化実験

により調査した結果、目標液滴径（10～20mm）は形成可能であることがわかった。 

・同様にして、ノズル流入角度の影響を調査した結果、流入角が大きくなると不揃いの小さな液滴

が形成される傾向があり、放出量全体に占める割合から判断して、限界流入角はθ=11deg. である

ことがわかった。 

・平成 13年度研究に実施したCO2放出実験装置の計画に倣い、曳航方式による小型CO2放出実験装

置について機器配置の検討を行い、配置図を作成した。 

 

 

３．１．１－６ 今後の課題 

 

上述のとおり、ノズル流入角度の影響を調査した結果、限界流入角は θ = 11deg.であることが判明し、

ノズル部姿勢制御がこの範囲内に収まる必要がある。放出装置の全体形状を流線型にすると共に、制御

翼の検討についても実施することが望ましい。今後の大きな課題の1つである。 

 

 

参考文献 

 

1) (財)地球環境産業技術研究機構 平成 19年度二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術研究開

発成果報告書（第Ⅲ編 第2章） 

2) (財)地球環境産業技術研究機構 平成 18年度二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術研究開

発成果報告書（第Ⅲ編 第2章） 

3) (財)地球環境産業技術研究機構 平成 13年度二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術研究開
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３．１．２ CO2海洋隔離コスト検討 

 

３．１．２－１ はじめに 

 

H19年度は、事業化規模を想定したCO2海上輸送・希釈放流システムのケーススタディとして、

①年間回収量を 2,500万トン、1,000万トン、500万トンに変更したケース、②輸送距離を 1,000km、

500kmに変更したケースを実施した。その結果、放流エリアが同一サイズ（100km×333km）では、

年間CO2回収量が減るほどCO2処理量1トン当たりのコストが増大すること、輸送距離にほぼ比例し

てCO2処理量1トン当たりのコストが減少することを確認した。また、追加的CO2発生量は年間CO2

回収量に対し、若干のばらつきが見られるが、おおむね 5%前後になることを把握した。 

一方で、広域海洋モデル開発の成果として、図 3.1.2-1に示す注入CO2の鉛直配分を変更したシミュ

レーションの結果から、最大濃度のPNEC（予測無影響濃度；CO2最大濃度が生態系に影響の無いレベ

ル）に対する比が下げられることを確認した。また、水深 2,000～2,500mへの放流量増大に十分余裕の

あることが、この図から容易に想像できる。更に、放流サイトを変更したシミュレーションの結果から、

4倍もの隔離ポテンシャルを有するサイトの存在が明らかになった。 

 

 

３．１．２－２ 目的 

 

そこで今年度は、年間回収量の増大による経済性および追加的CO2発生量に与えるスケール効果を

狙い、年間回収量 7,500万トンのケーススタディを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.2-1 注入CO2の鉛直配分の変更結果（H19年度報告書） 

 

本研究では、ケーススタディを行うことで明らかになる「海洋生物への影響」、「経済性」、およ

び「削減効果」の一部として「海洋隔離実施に伴う追加的CO2排出量」について検討を行う。なお、

本検討の検討範囲は図3.1.2-2に示すように陸上タンクからの荷役～海洋放流までの範囲であり、プラ
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ントからの回収、液化システムは検討していない。また、経済性評価には、港湾建設費や港湾使用料は

含まない。 

 

 

 

 

図3.1.2-2 ケーススタディの検討範囲 

 

 

３．１．２－３ 方法 

 

（１） 放流海域の設定 

年間回収量 7,500万トン放流のケーススタディとして、昨年度と同様に図 3.1.2-3に示す「北緯 19度

～22度、東経133度～134度」の東西方向1度（103km）、南北方向3度（333km）の四辺形海域を

ケーススタディにおける放流海域として設定した。選定の根拠として、日本の排他的経済水域（EEZ）

内で水深 4,000m以上の比較的平坦で広い海底を持つ海域が隔離サイトの候補になると考え、黒潮の主

流から離れていること、年間を通じた海況の安定性、海洋調査や実海域実験での寄港地からの距離など

を勘案している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.2-3 ケーススタディで設定された隔離サイトの位置・水域 
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（２）回収源 

 年間回収・放流量 7,500万トンの回収モデルを表3.1.2-1のように設定した。既存の最新式石炭火力

発電所に関し公表されている定格出力運転が行われるものとし、設備利用率83%、CO2発生原単位

887g- CO2/kWh、CO2回収率 90%で算出した。また、定期点検時期（3月から 5月の 3ヶ月間）は、

その他の時期に比べてCO2排出量が約 6割に減るものとして季節変動も簡単に取り入れている。 

 

表3.1.2-1 ケーススタディの回収源モデル 

総年間回収量 

【万トン】 
プラント 

年間回収量 

【万トン】 

定検時期以外 

【万トン／日】 

定検時期 
3～5 月 

【万トン／日】 

Ａ 2、400 7.3 4.4  

Ｂ 2、100 6.4 3.9  

Ｃ 1、700 5.1 3.0  

Ｄ 1、300 4.1 2.5  

7、500 

合計 7、500 22.9  13.8 

 

 

 

（３）希釈・放流条件 

 希釈放流条件とは、1隻の放流船からのCO2放流流量、放流船の前進速度、放流深度、放流時のCO2

液滴サイズ、放流ノズルを放流船の幅方向へ展開する長さ（ノズル配置幅）などである。これは、海洋

生物への影響に関する評価基準として、a) 海水中CO2濃度上昇によって生物個体への有害影響が無い

こと、b) CO2液滴との干渉による生物個体の損傷が生態系を損なわないことを基準に検討し、放流船の

希釈・放流条件を設定した。 

・1隻の放流船からのCO2放流流量；100 kg/sec 

・放流船の前進速度；2.5 m/sec 

・放流時のCO2液滴サイズ；直径 14.0 mm 

・放流ノズルを放流船の幅方向へ展開する長さ；15.0 m 

 放流船は隔離サイトの北縁近くで輸送船からCO2を受け取るものとし、放流船同士の衝突や放流パ

イプの干渉を防止するために、隔離海域の西側半分を船が北から南（往路）、東側半分を南から北

（復路）へ航走してCO2を放流するものとする。 
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（４）初期計画 

隔離サイト、回収源、希釈放流条件にもとづき、海上輸送・希釈放流で必要になる船の積載量と隻

数の初期計画を実施する。初期計画の概要を図 3.1.2-4に示す。 

 ・輸送船と放流船のCO2積載量は同一と設定する 

 ・積載量（実質輸送量）は放流流量、放流船の移動速度と移動距離で求める 

放流サイトが東西方向1度×南北方向 3度（南北片道333km）の場合は、隔離海域を 2往復する間

の放流時間は約 148時間であり、その間のCO2放流総量は 53,280トンとなる。往路と復路の切替に要

する時間（平均 51.5kmの移動 2回）が23時間、洋上作業にかかる時間が32時間とすると、放流船が

輸送船からCO2を受け取り、次に受け取るまでの2サイクルに 203時間かかる。即ち、約 9日間で１

サイクルになるため、所定量を放流するのに必要な放流船隻数は 39隻と見積ることができる。但し、

荒天待機による不稼働を補うため、隻数に余裕を持たせ、40隻を初期計画とし、物流シミュレーショ

ンで隻数の過不足を検討することとした。 

一方輸送船は、回収源から隔離サイトまでの片道1,500kmを速力16～20ノット（時速 30～37km）

で航海し、港湾荷役に12時間、洋上作業に 32時間かかるとすると、1サイクルに要する時間は 125～

144時間であるから、ほぼ6日間を1サイクルとなる。その間にプラントA～Dの最盛期のCO2を回収

するために必要な輸送船隻数は、合計 28隻と見積ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.2-4 初期計画概要 

 

 

（５） 物流シミュレーション 

①風速モデル 

 物流シミュレーション手法は前年度まで用いたものを踏襲し、隔離サイトの風速変化の時系列モデル

については、Remote Sensing Systems社がウェブで1987年以降の最新解析結果を公開したものを利用

した。2003年1月1日から 12月31日までの一年間分、東経 135度北緯20度を中心とする2度×2度
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の平均風速（一日あたり2回の頻度）を読み取り、隔離サイトの風速変化の時系列モデルとした  

（図 3.1.2-5 ）。 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.2-5  風速の時系列モデル 

 

 

②作業時間・限界風速 

 洋上荷役時の輸送船と放流船の係船方式を縦列係船にするものと想定し、係船や荷役などに要する

作業時間、作業開始の限界風速を表 3.1.2-2 のように設定した。 

 

表3.1.2-2  作業時間・限界風速モデル 

作業項目 作業時間 限界風速 

港内荷役作業 12 時間 限界無し 

輸送船の航海(片道) 距離(1、500km)／船速(32km/h) 限界無し 

洋上係船・積替作業 32 時間 12m/sec 

曳航速度 1.0m/sec 限界無し 

放流船による放流 放流量／流量(0.12ton/sec) 

＋航路変更などに要する時間(29h) 
16m/sec 

 

③物流シミュレーション 

 物流シミュレーションでは、回収源から隔離サイトへCO2を海上輸送する複数の輸送船と、隔離サ

イトでCO2を放流する複数の放流船と、各回収源で連続的に回収されるCO2が放流されるまでにいつ

どこにあるか、を離散的なモデルで表し、所定のルールの下で時系列的に動かす。シミュレーションソ

フトには、Rockwell Software社開発のArenaを利用し、以下に示すルールを設定した。 

港における係船・荷役 

・輸送船の荷役開始時刻に制限を設けない。 

・輸送船の係船は、一度に1隻までとする。 

・荷役作業中に次の船が入港してきた場合も、輸送船は満タンになってから出港する。 

洋上における係船・荷役 

・輸送船が隔離海域に到着したら、風速が作業限界以下になるのを待って、係船・荷役作業を開始

する。ただし、洋上作業開始が 6時から14時の時間帯でなければ、次の6時まで待つ。 
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・一旦作業を開始したら、海象の変化によらず放流船は輸送船が運んできた CO2 を全量受け取る。

輸送船は港への帰途につく。 

・荒天や夜間の待機後、隔離海域に複数の輸送船や放流船がいる場合には、1 対 1 でペアを組んで

係船・荷役作業を並行して実施する。その間、余剰の輸送船あるいは放流船は次の相手が来るま

で待機する。 

輸送・放流兼用船のパイプ揚降作業 

・船が隔離海域に到着したら、風速が作業限界以下になるのを待ってパイプ降下作業を開始する。

その作業開始は、時間帯によらないものとする。 

・パイプ降下作業終了後、風速が放流作業限界以下であれば作業を開始する。一旦放流を開始した

ら海象の変化によらず作業を継続する。放流終了後、風速がパイプ操作作業限界以下であればパ

イプ揚収を開始する。これらの作業開始は時間帯によらないものとする。 

 

 

３．１．２－４ 結果 

 

 先ず、放流船隻数をパラメータとしたシミュレーションを実施する。初期計画値では、輸送船 28 隻、

放流船 40隻であるが、荒天待機による不稼働を勘案して、放流船隻数を 38～42隻に変更したケース

を行い、陸上タンクの年間最大貯蔵量（4ヶ所のプラントの合計）の推移を図3.1.2-6に示す。本結果か

ら放流船が 40隻を越えると、陸上タンク容量は150万トン以上必要となってくる。放流船が 41隻の

場合、陸上タンク容量は141万トンに収まる。 

次に、放流船を 41隻とし輸送船隻数をパラメータにしたシミュレーションを実施する。初期計画値

では、輸送船 28隻であるが、各プラントから回収されたCO2を運ぶ輸送船の割り当てを下記のケース

について実施し、その結果を図 3.1.2-7 に示す。上図は経年推移による定性的な傾向が把握できるよう、

下図は最適ケースの貯蔵量が定量的に把握できるよう、縦軸（陸上貯蔵量[トン]）の最大値を工夫した。

A9-B8-C5-D4のケースはタンク容量が絶対的に不足し、A8-B7-C6-D5のケースでは 284万トン以上の

陸上タンクが必要になってくる。 

 

・A10-B9-C6-D5 ：A港10隻、B港9隻、C港 6隻、D港 5隻；30隻 

・A9-B8-C7-D6 ：A港9隻、B港8隻、C港 7隻、D港 6隻；30隻 

・A8-B7-C6-D5 ：A港8隻、B港7隻、C港 6隻、D港 5隻；26隻 

・A9-B8-C6-D5 ：A港9隻、B港8隻、C港 6隻、D港 5隻；28隻 ※初期計画値 

・A9-B8-C5-D4 ：A港9隻、B港8隻、C港 5隻、D港 4隻；26隻 
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図3.1.2-6 物流シミュレーション結果（輸送船28隻） 

 

以上のシミュレーション結果から判断して、年間回収量 7,500 万トンのシステムには、輸送船 30 隻、

放流船 41隻、陸上タンク128万トン必要であることがわかった。 

陸上貯蔵量の年最大値変化
7,500万トン／年ケースの物流シミュレーション結果
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図3.1.2-7 物流シミュレーション結果（放流船41隻） 

 

陸上貯蔵量の年最大値変化
7,500万トン／年ケースの物流シミュレーション結果
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３．１．２－５ 考察（全体システムのコストおよび追加的CO2発生量の算出） 

 

以上の結果を踏まえ、昨年度と同様にして全体システムのコストおよび追加的 CO2発生量を算出して、

表 3.1.2-3に示す。表には平成 18年度に実施した年間回収量 5,000万トンケーススタディの最適解を併

記しており、全体システムのコストおよび追加的CO2発生量ともに優位な値が得られた。 

 

表3.1.2-3 全体システムのコストおよび追加的CO2発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．２－６ まとめ 

 

・年間回収量 7,500万トンのケーススタディとして、物流シミュレーションによる計算を実施した結

果、輸送船 30隻、放流船41隻、陸上タンク 128万トン必要であることがわかった。 

・昨年度と同様にして全体システムのコストおよび追加的CO2発生量を算出した結果、全体システ

ムのコストは 2,395円／t-CO2、追加的CO2発生量は4.66%と、ともにH18年度の最適解に比べて

優位な値が得られた。 

 

 

参考文献 

 

1) ( 財)地球環境産業技術研究機構 平成 19年度二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術研究

開発成果報告書（第Ⅲ編 第3章） 

2) ( 財)地球環境産業技術研究機構 平成 18年度二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術研究

開発成果報告書（第Ⅲ編 第2章） 

 

 

 

 

2,493 2,493 円／ｔ－円／ｔ－CO2CO22,395 2,395 円／ｔ－円／ｔ－CO2CO2全体システムのコスト全体システムのコスト

８０万８０万 m3m3１２８万１２８万 m3m3陸上タンク容量陸上タンク容量

２０２０ 隻隻３０３０ 隻隻輸送船隻数輸送船隻数

4.76 4.76 ％％4.66 4.66 ％％追加的追加的CO2CO2発生量発生量

３０３０ 隻隻４１４１ 隻隻放流船隻数放流船隻数

H18H18年度結果（年度結果（5,0005,000万トン）万トン）H20H20年度結果（年度結果（7,5007,500万トン）万トン）

2,493 2,493 円／ｔ－円／ｔ－CO2CO22,395 2,395 円／ｔ－円／ｔ－CO2CO2全体システムのコスト全体システムのコスト

８０万８０万 m3m3１２８万１２８万 m3m3陸上タンク容量陸上タンク容量

２０２０ 隻隻３０３０ 隻隻輸送船隻数輸送船隻数

4.76 4.76 ％％4.66 4.66 ％％追加的追加的CO2CO2発生量発生量

３０３０ 隻隻４１４１ 隻隻放流船隻数放流船隻数

H18H18年度結果（年度結果（5,0005,000万トン）万トン）H20H20年度結果（年度結果（7,5007,500万トン）万トン）

273



３．２ 全球モデルによる海洋隔離予測 

 

３．２．１ はじめに 

 

CO2 海洋隔離の社会的認知と国際的合意形成のためには、ロンドン条約をクリアーする

ことが重要とされてきた。特に、ロンドン条約では、CO2 海底下地中貯留が批准されたこ

とから、ロンドン条約が極めて重要な場であることが明確になった。その一方で、ロンド

ン条約会合の場で「海洋隔離禁止」の発言や OSPAR 条約での海洋隔離禁止の決議案採択

など、予断を許さない状況が発生しており、国内外に向けた PO（パブリックアウトリー

チ）戦略の重要性が増してきた。 

ロンドン条約クリアーを目指した活動としては、平成 17 年度から PO 検討ワーキング

グループが設置され、「CO2 海洋隔離のベネフィットに関するコアストーリー」や「CO2

海洋隔離の環境影響に関するコアストーリー」が作成された。これらのコアストーリーには、

海洋の CO2 隔離能力および海洋表層酸性化について記載されている。海洋隔離の有効性評

価として、海洋の CO2 隔離能力および海洋表層酸性化と CO2 中層隔離との関係の説明が

必要であった。当時は、大気‐海洋‐陸域マルチボックスモデルを用いて、地球規模での炭

素配分や、大気中 CO2安定化濃度と海洋の隔離ポテンシャルの関係などが推定されていた。

しかし、海洋中の炭素濃度や pH の計算については、十分な予測精度が確保されていた訳

ではなかった。その後、海洋隔離の技術評価は、BOX モデルから 3 次元全球モデルを利用

した計算に移行した。この変更で、大気および海洋の CO2 濃度や pH などの計算結果の信

頼性が高まってきた。しかし、採用したモデルは現在の基準で言えば、低解像度に位置付

けられているものであり、中解像度・高解像度のモデルに比較して、鉛直輸送が大きくな

る傾向が指摘されていた。これは、海洋隔離の隔離量や隔離期間の計算にとっては好まし

くない問題である。この他にも海洋隔離の有効性評価に関するこれまでの研究により、次

の課題が指摘されている。 

 

・モデルの選択  ： 流動モデル・炭素循環モデル 

・シナリオの選択 ： 排出量シナリオ、海洋隔離シナリオ 

・国際的な協力関係： 複数モデルによる検証 

 

これらの状況を考慮し、平成 19 年度からは中解像度または高解像度の流動モデルを有

効性評価に採用する方針とした。これに伴い、大気‐海洋‐陸域マルチボックスモデルを

用いて設定していた 550ppm 大気中 CO2 安定化シナリオや海洋隔離シナリオについても、

再計算が必要になることから、これらの初期条件の設定と初期的な海洋隔離の有効性評価

計算を行うために大気‐海洋全球 BOX モデルを新規に開発することになった。 
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平成 19 年度には、中解像度または高解像度の全球モデルを所有し、かつ、海洋隔離に

関わる計算が可能な研究機関として、JAMSTEC（(独)海洋研究開発機構）と CRIEPI（(財)

電力中央研究所）がリストアップされた。そして、早急な立ち上げが必要なこと、将来的

にも有望なモデルを有していること、計算機費用に対して予算的な制約があることから、

CRIEPI モデルによる検討が開始された。しかしながら、CRIEPI モデルは NCAR（米国大

気研究センター）のモデルがベースとなっており、最新モデルの投入がもう暫く時間がか

かることから、平成 20 年度の高解像度全球モデル開発は、一次中断することになった。

そのため、本年度は BOX モデル開発のみが実施された（図 3.2.1-1）。 

BOXモデル開発

予測計算

中解像度モデル

改良
CRIEPI

RITE

シナリオ計算

予測計算

中解像度モデル改良

（生態系モデル）

H19 H20 H21～

モデル改良 排出量等の計算

計算結果比較

計算結果比較

低解像度モデル

予測計算結果

 

図 3.2.1-1 海洋隔離の有効性評価のための全球モデル開発 

 

 

 

３．２．２ 全球 BOX モデルによる CO2 海洋隔離予測計算手法の開発 

 

３．２．２－１ はじめに 

 

海洋隔離の技術評価研究では、海洋の CO2 隔離能力および海洋酸性化との関係を明確に

するために、複数モデルによる検証、排出量シナリオや海洋隔離シナリオの再検討、海外

研究機関との協力関係の確立を目指している。本年度は、それに必要な高性能 BOX モデ

ルの基本プログラムの開発を実施する。 

Moving Ship 方式の CO2 海洋隔離技術は、CO2 を海洋中深層に希釈溶解する技術である

ため、大気中の CO2 の上昇や海洋表層の酸性化を抑制する効果が期待される。しかし、一

方では、CO2 を注入した海洋中深層の酸性化を引き起こす可能性がある。そこで、海洋酸
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性化に対する CO2 海洋隔離の有効性を検討するために、これまで、低解像度の 3 次元全球

モデルを用いて 1000 年間の長期間にわたる CO2 の拡散予測シミュレーションを実施し、

海洋隔離を実施した場合の大気・海洋の CO2 濃度変化と海洋の pH 変化を検討してきた。

一方、IPCC の AR4 が完成し、ここでは解像度の高い海洋モデルが主流になってきた。そ

こで、信頼される計算結果を提示するためには、中解像度・高解像度のモデルを用いた予

測計算の必要性が生じた。先の低解像度モデルによる予測計算では、七つの海洋ボックス

と一つの大気ボックスで構成される BOX モデルで、CO2 排出量シナリオや海洋隔離シナ

リオの条件設定を実施した。中解像度・高解像度モデルによる計算にシフトするためには、

中解像度や高解像度に類似する計算条件の下で、CO2 排出量シナリオや海洋隔離シナリオ

の条件を設定する必要がある。そこで、本研究開発では、中解像度・高解像度モデルの計

算条件設定のための BOX モデルの開発を目指すとともに、BOX モデルによる数世紀にわ

たる海洋隔離のリスクとベネフィットを評価することを目標とした。 

 

本年度は、以下の項目を実施する。 

１）BOX モデルの開発 

簡易生態系モデル（NPZD モデル）を用いた BOX モデルを開発する。海域 BOX 分

割については海域の水質および流動特性を考慮して分割する。OFES 等のデータを

用いて、流動、水温、塩分、栄養塩等のデータセットを作成する。 

２）隔離シナリオの検討 

二酸化炭素削減計画などの最近の状況を考慮し、CO2 排出シナリオ、CO2削減シナ

リオ、海洋隔離シナリオを設定する。特に、海洋隔離シナリオについては、以下を

考慮したシナリオを検討する。 

①隔離サイトの設定（大規模発生源の分布、海域を考慮） 

②隔離量の設定（大規模発生源、SRES シナリオ、最近の動向等を考慮） 

３）低解像度全球格子モデルによる計算結果の解析 

大気中 CO2 濃度削減策と海洋表層酸性化回避策としての海洋隔離の有効性を評価

するために、低解像度全球格子モデルによる予測計算を平成 17 年度まで実施して

きた。この計算結果の解析を引き続き実施する。 

 

 

３．２．２－２ BOX モデル開発 

 

（１）BOX モデの特徴 

平成 19 年度より、下記の基本特性を考慮した改良型 BOX モデルの開発を開始した。 
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①基本設計：大気‐海洋結合モデル（中解像度全球モデルに対応） 

大気‐海洋‐陸域結合モデル（高解像度全球モデルに対応、次年度以降） 

②炭素循環モデルの選択：NPZD モデル（基本モデルとして） 

③初期条件：ESC の OFES の結果（流動、水温、塩分等）および CCHDC、WOA など

の最新データの活用 

④CO2 排出量シナリオ：SRES シナリオを基に作成、今後の温暖化対策による削減計

画などを反映させる 

⑤大気中 CO2 濃度安定化シナリオ：SRES の安定化シナリオに基づき、CO2 排出量を

逆計算で求める 

 

開発する BOX モデルは、陸域・大気・海洋（海域、海底）の各領域の相互関係を考慮

した炭素循環をモデル化し、数千年にわたる長期予測を実施する数値モデルである。BOX

モデルの基本仕様を以下のように定めた。 

・BOX の種類は、陸域、大気、海洋、海底の 4 種類 

・各領域の BOX 数は無制限（実用面では合計 500 程度を想定） 

・海洋 BOX 毎に異なる物質循環（生態系）モデルを選択可能 

・海洋 BOX のコンパートメントは、全 BOX 共通コンパートメントと、BOX 毎に異

なる固有コンパートメント（物質循環モデルに依存）に大別 

・陸域 BOX には、海洋 BOX および大気 BOX に対する人為系排出源、自然系排出源、

自然系吸収源を設定 

・海域 BOX（表層）は、大気 BOX との間で物質交換（粒子状物質、気体など） 

・陸域 BOX とそれに接続する海洋 BOX との間で物質交換（主に陸域からの流入） 

・海域 BOX と海底 BOX の間で物質交換（沈降堆積、溶出、噴出など） 

 

（２）BOX モデルの入出力データと計算の流れ 

BOX モデルには、二種類の計算が要求されている。ひとつは、CO2 排出シナリオや海洋

隔離シナリオに基づく大気中 CO2濃度の変化や海水中の pCO2および pH 分布の予測である。

もうひとつは、大気中 CO2 安定化濃度曲線を与えて、許容される CO2 排出量や CO2 海洋

隔離量を逆計算するものである。図 3.2.2-1 に海洋型 BOX モデルに関わる入出力データと

計算プログラムの関係を示した。計算手順としては、①BOX 形状データの作成、②各種の

計算条件データの作成、そして、③CO2 濃度および pH 予測計算、または各種シナリオ計

算である。③の計算について、図では、大気および海洋の CO2 濃度等を計算する場合の流

れを青色の矢印で示し、CO2 排出シナリオ等を逆計算する場合の流れを赤色の矢印で示し

ている。 
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図 3.2.2-1 改良型 BOX モデルの計算フロー 
矢印(青)は大気および海洋の CO2 濃度等を計算する場合の流れ、 

矢印(赤)は CO2 排出シナリオ等を逆計算する場合の流れ 

 

 

（３）海洋生態系モデル 

グローバル炭素循環において、海洋は主要な CO2吸収源である。大気から表層を通して

吸収された CO2 は、いくつかの方法で海洋深層に輸送される。この輸送プロセスは、一般

に溶解ポンプ、生物ポンプ、アルカリポンプと呼ばれている。IPCC（2007）では、溶解

ポンプ（Solubility Pump）、有機炭素ポンプ（Organic Carbon Pump）、炭酸カルシウム

ポンプ（CaCO3 Counter Pump）とされている。Sorai & Ohsumi（2005）のモデルは生

態系モデルを用いず、これらの 3 つのプロセスを直接モデルに組み込んでいた。低解像度

全球モデルでは低次生態系モデルを用いていており、これらの輸送プロセスは生態系モデル

内に組み込まれている。改良型 BOX モデルでは、前 BOX モデルの方法は採用せず、低解

像度全球モデルと同様に生態系モデルにより輸送プロセスを考慮することとした。ただし、

低次生態系モデルには様々なモデルが存在するが、ここでは最も単純な NPZD モデルを採

用した。なお、今後は、海域特性を考慮した計算が必要になることも考慮し、植物プラン

クトンや動物プランクトン等のコンパートメントの細分化や、栄養塩としての窒素および

リンや炭酸カルシウム等のコンパーメントの細分化や追加も、視野に入れた開発を進める

こととした。図 3.2.2-2 は、最も単純な構成の NPZD モデルである。ここでは、Lima et al.

（2002）に基づく Barbara et al.（2004）のモデルを基本型として採用し（図 3.2.2-2 の（a））、
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その後は、次年度以降の開発となるが、図 3.2.2-2 の（b）や（c）などのモデルのように

植物プランクトンや動物プランクトンのコンパートメントの分割・追加調整へと改良を進

め、予測精度の向上の方向性を探る。また、別の方向性として、窒素とリンに関わる植物

プランクトンの増殖抑制を考慮するためのモデル（図 3.2.2-3）への展開についても検討し

ていく。最終的には、図 3.2.2-2 の（b）や（c）、図 3.2.2-4 の改良版を考慮し、海域毎に

特徴がある海洋生態系を表現できる個別の生態系モデルを定義できるように改良していく。 

 

 

図 3.2.2-2 Lima の NPZD モデル 
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図 3.2.2-3 窒素・リンを考慮した簡易生態系モデルの概念図 

 

本年度は、海域 BOX の分割や各コンパートメントのパラメータ調整を行うために、

図 3.2.2-2 の（a）に示した NPZD モデルに対して、炭素収支を考慮するためのコンパート

メントを全無機態炭素として海域に追加したモデルでの開発を進めた（図 3.2.2-4）。 

各コンパートメントの関係は、以下の Lima et al.(2002)を基にした。以下に支配方程式

を示す。 

 

eDPNIUZDPgGma
dt

dN
+−−= ),(),()1(    （3.2.2-1） 

sPZDPgGPNIU
dt

dP
−−= ),(),(      （3.2.2-2） 

2),( dZZDPamgG
dt

dZ
−=      （3.2.2-3） 

eDdZsPZDPgGZDPgGa
dt

dD
−++−−=

2),(),()1(   （3.2.2-4） 

 

ここで、N は窒素、P は植物プランクトン、Z は動物プランクトン、D はデトリタスの

濃度を示す。a は動物プランクトンの、ｍは動物プランクトンの、ｇは動物プランクトン

の最大成長速度、G（P,D）は動物プランクトンの食資源選択を考慮した摂食速度、U（I,N）

は植物プランクトンの成長速度、I は光強度、e はデトリタスの分解速度、s は植物プラン

クトンの死滅速度、d は動物プランクトンの死滅速度である。 
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図 3.2.2-4 Lima の NPZD モデルの改良版の構成図 

（なお全無機態炭素濃度をコンパートメントとして、CO2 の海中でのイオン 

化を考慮し、pCO2 分圧を算出する方法を採用している） 

 

 

（６）大気および海域の BOX 分割 

二酸化炭素の大気および気水中の濃度を予測するための全球 BOX モデルでは、大気、

陸域、海洋をそれぞれ最適な BOX に分割する必要がある。ここでは、表 3.2.2-1 に示した

ように、大気 BOX および陸域 BOX はひとつずつとし、海洋 BOX を海域の特性に従って

細分割した。海洋 BOX の分割では、まず、陸域と接する縁辺海と大洋に分け、これらを

結合する海域を大洋周辺海域として定義した（図 3.2.2-5）。これら 3 海域を地形、水質、海

流などの特性を考慮して細分割した。海洋 BOX の鉛直方向の層分割については、図 3.2.2-6

に示したように、OFES の層分割を基本的に採用した。 
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表 3.2.2-1 BOX 分割の考え方 

領域 分割方法 内容 

大気 １ボックス 地球全体で１つの BOX とする。 

陸域 なし 初期版には含めないが、将来的には考慮する 

海域 水平 次の 3 海域に大別し、それぞれの海域の特徴を考慮して細分する 
・縁辺海（ベーリング海、日本海、地中海など） 
・大洋周辺海域（黒潮域、親潮域、ペルー沖湧昇域など 
・大洋（太平洋、再生用、インド洋など 

 鉛直 OFES の層分割を基本とし、海域によっては一部の層を結合する 

 

 

図 3.2.2-5 海域 BOX 分割のための海域分類 

 

 

図 3.2.2-6 海洋 BOX の鉛直方向の層分割 
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以上の、分割方針を基に海域 BOX 分割を行った。それぞれの海域毎の分割例を図 3.2.2-7

に示した（大洋部分は更に細分化を行っている）。 

 

 

 

図 3.2.2-7 海域別の BOX 分割例 
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図 3.2.2-8 に BOX 分割結果を示した。昨年度の段階では 27 個の BOX に分割（2007 年

度）していたが、外部研究者の意見を参考に細分化を進め、最終的には、本計算用詳細分

割版とプログラム開発用分割版を作成した。 

 

 

図 3.2.2-8 BOX 分割結果 
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（４）BOX モデルによる計算用データセットの作成 

地球シミュレータ（ESC）の海洋大循環モデル（OFES：OGCM for the Earth Simulator）

により計算された 10 年分（月平均値）の流速・水温・塩分等のデータを用いて、BOX モ

デルのデータセットを作成した。 

OFES のデータファイルは、東西流速、南北流速、鉛直流速、水温、塩分の 5 成分およ

び海底地形データが格納されている。5 成分ファイルについては、10 年×12 月＝120 個に

分割されており、その一つについて水平 1/10 度分割(3600×1500)・鉛直 54 層の成分デー

タが格納されている。ESC データの構成を図 3.2.2-9 に示す。 

この OFES フォーマットのデータを BOX モデル用フォーマットに変化する手順は、図

3.2.2-1 に示したとおりである。詳細は省略するが、まず全海域を任意の BOX に分割し、

それに従って BOX 間の断面流量（フラックス）および BOX 内の平均水温・平均塩分を算

出した。この他、全炭酸・アルカリ度の初期値データについては、CCHDO（CLIVAR and 

Carbon Hydrographic Data Office、http://whpo.ucsd.edu/）の公開データを基に作成する。

栄養塩等の水質データについては、WOA（World Ocean Atlas）に基づき設定した。 

 

 

図 3.2.2-9 ESC・OFES 計算結果データの構成 

 

 

３．２．２－３ シナリオの検討 

 

BOX モデルによる予測計算を実施するに当たり、シナリオを決める必要がある。第１に

必要なシナリオは、ベースとなる CO2 排出シナリオである。これは、主に SRES の排出シ

ナリオからの選択となるが、既に 2000～2005 年の CO2 排出量が公表されており、これら

を考慮する必要がある。また 2100 年以降の CO2 排出シナリオは設定されておらず、その

設定方法の検討が必要である。第 2 に CO2 削減対策を考慮した排出シナリオ、または、

CO2削減対策により目標とする大気中 CO2 濃度シナリオが必要である。第 3 に、海洋隔離
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シナリオとして、隔離海域の設定、海洋への注入量、注入実施期間の設定が必要である。

それぞれについて、検討結果を以下に整理した。 

 

（１）削減対策を実施しない場合の CO2 排出シナリオ 

IPCC は 2000 年に温室効果ガスの排出シナリオに関する特別報告書（SRES）を作成した。

これは、様々なモデルによる結果を比較し、A1、A2、B1、B2 の 4 つの想定社会における

シナリオに対して、2100 年までの数種類の排出量を予測した（図 3.2.2-10 および図 3.2.2-11）。 

 

 

  

図 3.2.2-10 SRES シナリオ（IPCC(2000)） 

 

 

 

図 3.2.2-11 CO2 排出シナリオ（IPCC(2001)） 
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一方、2005 年までの CO2 排出量が集計されている（図 3.2.2-12）。それによると、2002 年

までは SRES シナリオと同程度、またはそれ以下の排出量であったが、2003 年以降は排

出量が上昇し、最も排出量の多い A1F1 と同程度かそれ以上の排出量が報告されている。 

 

図 3.2.2-12 世界の CO2 排出総量と SRES シナリオ (出典：Sabine, 2009) 

 

将来も化石燃料に依存する社会を想定し、次のように考えた。CO2削減対策を行わない

シナリオとして、2100 年までは、集計データと各シナリオの排出量を利用して設定した（図

3.2.2-13）。ただし、2005 年までは、CDIAC（Carbon Dioxide Information Analysis Center）

の集計データを利用し、その後は 2010 年に各シナリオ値に一致するように直線近似させ

た CO2 排出シナリオを利用することにした。2100 年以降については、Rogner（1997）の

採取可能な化石燃料総量を直線的に削減していく Sorai＆Ohsumi（2005）のアイデアを

利用する方法を BAU ケースとして採用した。なお、SRES シナリオについては、A1F1、

A1B、A2、B1、B2 について検討することとした。 

 

 

図 3.2.2-13 BAU ケースの世界の CO2 排出量シナリオの例 
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（２）CO2削減対策を考慮した排出シナリオ 

IPCC の AR4（2007）では、SRES シナリオに対する平均気温変動を予測している

（図 3.2.2-14）。また、安定化濃度と気温上昇の関係を整理している（図 3.2.2-15）。例えば、

気温上昇を 2℃以下に抑えるためには、CO2 安定化濃度として 450ppm 以下に抑える必要

がある。安定化濃度と気温上昇を考慮し IPCC AR4 ではカテゴリーⅠ～Ⅵに分類している。

本研究ではカテゴリーⅠおよびⅡの CO2 排出シナリオを、CO2削減対策の目標として設定

した。 

 

 

図 3.2.2-14 GHG 排出シナリオと表面気温の変化 

 

 

図 3.2.2-15 CO2 排出シナリオおよび 

GHG 排出シナリオの安定化濃度と気温変化の関係 
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（３）海洋隔離シナリオ 

海洋隔離シナリオについては、CO2注入量と隔離事業実施期間または隔離未実施および

実施後の CO2 排出量シナリオ、海洋隔離サイトの設定が必要である。 

隔離サイトについては、CO2 排出源の集中する地域(図 3.2.2-16)の近くの大洋を基本的

な放流サイトとし、赤道湧昇や沿岸湧昇等が発生している海域と、表層における CO2 の放

出海域（図 3.2.2-17）を避けて設定した。図 3.2.2-18 に、開発用の分割 BOX に対する隔

離サイトの位置を○印で示した。 

 

 

図 3.2.2-16 CO2 大量発生源と海洋隔離海域 

Figure TS.2a. (CCSSR) Global distribution of large stationary sources of CO2 (based on a 

compilation of publicly available information on global emission sources, IEA GHG 2002) 

 

 

図 3.2.2-17  

http://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/06/12-13.html 

Source: Takahashi et al. (1999) Proc. 2nd Intl. Symp. on CO2 in Oceans, pp. 9-15. 
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図 3.2.2-18 開発用の分割 BOX に対する隔離サイトの位置 

 

 

海域に放流する CO2 量は、各国の CO2 排出量から想定することも考えられるが、ここ

では、ヨーロッパ、北米、東アジア、その他の 4 地域に分割し、それぞれの地域で等量配

分として取り扱った。 

海洋隔離実施における CO2 排出シナリオと海洋隔離未実施の CO2 排出シナリオについ

ては、以下のシナリオを想定した。 

 

１）海洋への CO2放流分を海洋隔離実施の CO2 排出シナリオに加算 

このシナリオでは、実質的に海洋隔離放流量に対する効果を把握するための検討を行う。

そのため、実施国として以下の 4ケースを想定した。海洋隔離実施期間としては、2020 年

より CO2 排出が 0 となる年度まで実施として、 

①日本のみが海洋隔離を実施（太平洋で実施） 

②アジアおよびその他の国（豪は除く）が海洋隔離を実施（太平等、インド洋で実施） 

③ヨーロッパ諸国のみ海洋隔離を実施しない（北米は太平洋へのみ放出） 

④全地域で海洋隔離を実施（全海洋で実施） 

 

２）CO2 安定化濃度カテゴリーⅡからⅠの対策として海洋隔離を実施 

CO2 安定化濃度カテゴリーを一段下げるために、全海洋、全地域で CO2 隔離を実施す

るシナリオを想定した。海洋隔離実施期間としては、2020 年より CO2 排出が０とな

る年度まで実施とした。 
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３．２．２－４ まとめ 

 

海洋の CO2 隔離能力の把握や CO2 海洋隔離と海洋酸性化との関係など明らかにするた

めに、これまでは簡易 BOX モデルや低解像度モデルを用いた全球規模の炭素循環計算を

実施してきた。その間に、海洋大循環モデルは高解像度へと進化し、また全球規模の炭素

循環モデルは中解像度へ進化し、さらに高解像度へ開発が進められている。このような状

況の中で、さらに信頼性を高めるために複数モデルで検証する必要性が出されていた。そ

こで、高解像度モデルと高機能な改良 BOX モデルの開発を本年度から始めた。改良 BOX

モデルの開発は、想定される大気中 CO2 安定化レベルに対応した CO2 排出量シナリオや

海洋隔離シナリオの再検討、および大気中 CO2 濃度低減や海洋酸性化などの影響に対して

海洋隔離の有効性を明らかにするための予測計算を目指した。本年度は、昨年度に引き続

き、BOX モデル開発と計算に使用するデータ作成、計算シナリオの検討を実施した。 

 

 

３．２．２－５ 今後の課題 

 

今後は、BOX モデル開発を進め、本計算を実施しなければならない。排出シナリオや海

洋隔離シナリオについては、海洋酸性化研究や海底下地層貯留の動向、各国の CO2削減対

策の動向などを考慮して、小規模な見直しが必要になると思われる。日本における海洋隔

離実施の長期的計画では、2030 年の適用が想定されているが、一方で、海外では海洋隔離

実施が早まる可能性も否定できない状況にもある。そのため、フレキシブルなシナリオ設

定に対しても、海洋隔離の有効性評価を容易に行えるように、モデルの改良を進めること

が必要である。 
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第４章 まとめと考察 

 

４．１ まとめ 

 

本年度の CO2 挙動の観測・予測技術開発では、海洋中 CO2 挙動観測技術開発として天

然 CO2 発生海域の観測を実施し、海洋中 CO2 挙動予測技術開発として中規模海洋モデル

開発、広域海洋モデル開発、CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発を実施した。また、海洋

隔離の可能性評価では、海洋隔離のケーススタディとして海洋隔離量に対するコストおよ

び追加的 CO2発生量の検討および小規模海洋実験について検討し、全球モデルによる海洋

隔離予測として全球 BOX モデル開発を実施した。以下に、それぞれの成果をまとめた。 

 

（１）天然 CO2発生海域の観測 

高濃度の CO2を含む噴気ガスの自噴が確認されている鹿児島湾若尊カルデラ（たぎりサ

イト、ハオリムシサイト）において、小型 AUV（自律型無人探査機）の REMUS を用い

た海洋中での CO2挙動観測を実施した。この結果、CO2流出点を近傍の、pH および pCO2

の 3 次元分布を把握することが出来た。ナチュラルアナログサイトにおける AUV 利用の

有効性が確認できた。 

 

（２）中規模海洋モデル開発 

海洋深層に注入された CO2 の挙動を予測するために、スモールスケールモデル

（O(102m)）と、ラージスケール（O(104km)）モデルを結合する新マルチスケール海洋

モデル（O(1km)＆O(102km)）を開発した。ALE 法に基づく移動格子と入子格子手法につ

いて、航走船舶方式による効率的な CO2海洋隔離の実行とスモールスケールおよびメソス

ケールの領域における生物影響を評価するために開発した。メソスケール領域における海

洋渦を発生させるために、Low-Wavenumber Forcing 手法を採用した。 

この研究では、30 隻の船が 5 つのグループに分割され、6 隻の船の 1 つのグループがス

モールスケール領域に配置しており、5 つのスモールスケール領域はメソスケール領域の

中を移動、循環させた。y 方向の航路上で船から液体 CO2 を注入し（ここで、液体 CO2

は小滴を形成し、海水に溶ける）、x 方向の航路上では停止または海上作業とした。 

CO2拡散シミュレーションの結果は、航走船舶方式により環境影響が許容されるレベル

まで引き下げるｋが出来ることが示された。開発されたモデルは、最終的目的、すなわち

生物影響が最小で無影響になるように CO2 海洋隔離システムを最適化させることのため

の概要を提供するこができると期待される。 

計算された結果は、メソスケール領域で溶存 CO2濃度が PNEC より低くなることを示

した。少なくとも、CO2年間 5,000 万トンの CO2を 110×330km の海域に、異なる長さの
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注入パイプによる 30 隻の船により注入するという現在のシナリオは、効率的であり有効

であることがわかった。 

 

（３）広域海洋モデル開発 

広域海洋モデル開発では、数ヶ月～数十年の時間スケールにおける CO2の挙動予測を目

的として、研究開発を進めてきた。本年度は海洋大循環オフラインモデルを用いて注入 CO2

の鉛直配分最適化を行った。この研究はケーススタディの発展として位置づけられる。

シミュレーションで得られた結果からは、上層ほど CO2注入量を多くするような配分にす

るのが良いという事が示された。このような鉛直配分比を実現すれば、全ての深度で CO2

濃度が PNEC ぎりぎりになるようにして注入量を多くすることが出来、また、各深度で

CO2濃度の PNEC に対する余裕を同程度にすることも出来る。 

モデルの広域化を行い、北太平洋オフラインモデルを構築した。CO2がモデルの領域外

へ輸送されるのにより時間がかかるため、これによって長期間のシミュレーションを行う

事が可能となった。構築されたモデルを用いて CO2注入中止後の濃度低下の予測を行った。

注入中止後から僅か 10 年後に最高 CO2濃度が 1/4 以下になっており、海洋隔離中止後に

は速やかに濃度が低下することが予測される。また、CO2濃度拡散の物理的背景を解明す

るために高解像度モデルと低解像度モデルの CO2濃度分布の計算結果を比較した。高解像

度モデルは低解像度モデルに比較して CO2の緯度方向への移動が少ないので、中規模渦に

よる拡散では緯度方向より経度方向の拡散が卓越することが示唆された。 

今年度の研究でオフラインモデルの計算領域の広域化が達成された。これまでの日本近

海モデルでは長期間の計算を行うと、注入した CO2 がモデル領域の外側へと輸送される。

計算領域の拡大によって、領域外への CO2 輸送が生じる時間が大幅に遅くなると考えられ

る。広域化によって、注入された CO2がどの程度の時間海洋に留まっているか示す隔離効

率を計算することが可能となった。これまでのモデルでは、領域外へ輸送された CO2が大

気へ戻るのか、海洋に留まるか予測することは出来なかったが、このような問題が生じな

くなる訳である。 

隔離効率については GOSAC グループを中心に多くの先行研究が行われているが、海洋

深層循環の時間スケールに比べると、注入 CO2が大気へ戻る時間が早すぎるように感じら

れる。先行研究は全て中規模渦を解像しない粗い解像度のモデルを用いており、解像度の

低さに起因する誤差によって、注入 CO2 が大気へ戻る時間が早まっている可能性がある。

隔離効率は海洋隔離の存在意義と関わる重要な量であり、もし過小評価されているなら大

きな問題である。今後は、計算誤差の少ない高解像度モデルで数百年の計算によって、隔

離効率を算出する必要がある。もし予測されているように隔離効率が先行研究より長くな

ることが示されれば、海洋隔離の研究に非常に大きな貢献が出来ると考えられる。 

 

295



（４）CO2液滴の溶解挙動予測技術の開発 

本研究の目的は、海水中のCO2気泡の数値モデルを構築し、海水中に放出された個々の

CO2気泡の運命を予測することである。これは、海水中に放出される個々のCO2気泡の動

態に関する一種の基礎研究である。明らかに、放出されたCO2によって生じた生物学的影

響は、放出したCO2気泡と海水との相互作用（気泡プルーム動態）によるpH または p CO2

の変化に強く結び付いている。予備段階とし、本研究では、海水中の個々のCO2気泡の分

散を調査した。その結果、以下の成果を得た。 

①個々のCO2気泡の溶解および静止海水中の上昇についての数値モデルは、CO2気泡と

海水との間の相互作用の動態をシミュレーションするために構築されている。このモ

デルは、密度、CO2の海水への拡散率、CO2の溶解度、有効物質移動および有効抗力

係数（相対速度）を含めたCO2―海水の系の物理化学的特性についてのサブモデルで

構成される。 

②開発されたモデルおよびコンピューターコードは、上昇速度および溶解率の両方に利

用可能な実験データで立証できた。 

③ケーススタディとして、マレーシア北東150kmにある南シナ海の対象海域のデータを

用いて、放出された個々のCO2気泡の挙動をシミュレーションし、以下の結果を得た。 

・工学応用において浅海域のCO2気泡の挙動を評価するために、臨界深度と名付けた

パラメータを包括的な評価パラメータとして定義した。この臨界深度は、放出した

CO2気泡が大気に回帰すると見られる深度として定義される。この臨界深度は、海

洋に放出された初期気泡サイズに線形関係を有する。例えば、深度40mから放出し

た初期の直径40mmのCO2気泡は、海面に到達する前に、ほぼ完全に溶解してしま

うと見られ、一方、同じ深度の海底から放出した初期の直径40mm以下の小さなCO2

気泡は、大気に回帰出来ないことが分かっている。 

・冬季、夏季および春季に観察した温度データを使用して、対象海洋におけるCO2気

泡の挙動に対して季節的影響も検討した。春季の間は、冬季や夏季に比べて深度が

60mより深い部分の温度が相対的に高いために、放出した気泡は、さらに浅い深度

まで上昇可能なことをシミュレーションの結果が示している。深度25mで40mmの

サイズの気泡が放出した場合、春季にはこのうち約33％が大気に回帰すると見られ、

一方、冬季にはそれが12.5％にすぎないと見られる。 

④その他に、海流の生物学的影響および役割をさらに予測するために、海底から放出し

たCO2気泡の挙動の詳細なメカニズムを研究する二相のプルームモデルが考案されて

いる。二相のボックス・モデルがプロジェクトの次の段階の研究目的の一つとして挙

げられている。実験室レベルで高圧タンクを使用して、または小規模な野外実験のい

ずれかによりCO2気泡挙動に関する系統的実験が実行されることが望まれる。これは、

モデル開発の見地から強く提案されている。 
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（５）小規模海洋実験システム検討 

曳航パイプ方式の小規模海洋実験に関して、ノズルから放出される CO2液滴に対する船

舶や曳航パイプの振動の影響について検討した。ノズル流入角度の影響調査として、代表

的なノズル流入角 θ = 0、15、30deg.のケースでの模擬流体放流水槽実験を行い、放出お

よび液滴形成の様子を観察した。ノズル放出直後の様子は、流入角 θ = 0deg.の場合のみ疑

似流体が後方へ柱状に伸びたが、流入角 θ = 15、30deg.の場合は乱れが発生した。その結

果として、液滴形成については、流入角 θ = 0deg.の場合のみ大きく揃った液滴が形成され、

流入角 θ = 15、30deg.の場合は不揃いの小さな液滴が形成された。特に、入流角の大きな

θ = 30deg.の場合は顕著となり、直径 10mm を越える液滴は形成されないことが分かった。

目標液滴径（10～20mm）の形成限界流入角を見極めるために、ノズル流入角 θ = 9、11、 

12、13deg.の模擬流体放流水槽実験を実施し、放出および液滴形成の様子を観察した。

ノズル放出直後の様子は、流入角 θ = 9deg.の場合のみ疑似流体が後方へ柱状に伸びたが、

それ以外では乱れが生じた。一方、液滴形成は、流入角が大きくなると不揃いの小さな

液滴が形成される傾向があり、放出量全体に占める割合から判断して、限界流入角は  

θ = 11deg.と考えられた。 

ノズル流入角度の影響を調査した結果、限界流入角は θ = 11deg.であることが判明し、

ノズル部姿勢制御がこの範囲内に収まる必要がある。放出装置の全体形状を流線型にする

と共に、制御翼の検討についても実施することが望ましい。 

 

（６）CO2海洋隔離コスト検討 

H20 年度は、事業化規模を想定した CO2海上輸送・希釈放流システムのケーススタディ

として、年間回収量の増大による経済性および追加的 CO2発生量に与えるスケール効果を

狙い、年間回収量を 7,500 万トンのケースを実施した。全体システムのコストおよび追加

的 CO2発生量を算出した結果、平成 18 年度に実施した年間回収量 5,000 万トンケースス

タディの最適解に対して、全体システムのコストおよび追加的 CO2発生量ともに優位な値

が得られた。 

 

（７）全球 BOX モデルによる CO2海洋隔離予測計算手法の開発 

海洋の CO2 隔離能力の把握や CO2 海洋隔離と海洋酸性化との関係など明らかにするた

めに、これまでは簡易 BOX モデルや低解像度モデルを用いた全球規模の炭素循環計算を

実施してきた。その間に、海洋大循環モデルは高解像度へと進化し、また全球規模の炭素

循環モデルは中解像度へ進化し、さらに高解像度へ開発が進められている。このような状

況の中で、さらに信頼性を高めるために複数モデルで検証する必要性が出されていた。そ

こで、高解像度モデルと高機能な改良 BOX モデルの開発を本年度から始めた。改良 BOX

モデルの開発は、想定される大気中 CO2 安定化レベルに対応した CO2 排出量シナリオや
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海洋隔離シナリオの再検討、および大気中 CO2濃度低減や海洋酸性化などの影響に対して

海洋隔離の有効性を明らかにするための予測計算を目指した。本年度は、昨年度に引き続

き、BOX モデル開発と計算に使用するデータ作成、計算シナリオの検討を実施した。 

今後は、BOX モデル開発を進め、本計算を実施しなければならない。排出シナリオや海

洋隔離シナリオについては、海洋酸性化研究や海底下地層貯留の動向、各国の CO2 削減対

策の動向などを考慮して小規模な見直しが必要になると思われる。日本における海洋隔離

実施の長期的計画では、2030 年の適用が想定されているが、一方で、海外では海洋隔離実

施が早まる可能性も否定できない状況にもある。そのため、フレキシブルなシナリオ設定に

対しても、海洋隔離の有効性評価を行えるように、モデルの改良を進めることが必要である。 

 

 

４．２ 考察 

 

平成 20 年度は、平成 19 年度からの 5 ヵ年計画では、以下の研究項目を最終目標として

進めている。 

 

①海水中 CO2挙動観測技術の開発 

・３次元マッピング技術、測定精度の向上 

・天然 CO2発生海域の観測 

②CO2挙動予測モデルの開発 

・想定海域のデータ取得とモデルの予測精度向上 

・大規模・中規模・小規模・液滴スケールモデルの有機的結合 

③海洋隔離の有効性評価 

・ケーススタディ（実適用ケース、海洋実験ケース） 

・海洋隔離技術の技術的適用可能性の確認 

・海洋隔離の有効性評価 

 

上記の 5 ヵ年目標に対し、本年度の研究開発項目および目標を設定し（第Ⅲ編第 1 章）、

前節（第 4 章 1.1 節）の成果を得た。その進捗状況と課題について検討した。 

海水中 CO2挙動観測技術の開発では、平成 19 年度は天然 CO2発生海域として、鹿児島

湾若尊カルデラにおける有人潜水艇を用いたCO2流出源および pH分布観測を実施し、また、

海洋実験から実適用までを想定したモニタリング技術の動向調査を実施した。本年度は鹿

児島湾若尊カルデラにおいて、小型 AUV（自律型無人探査機）による pH および pCO2分

布観測を行った。使用した AUV には深度条件があるものの（最大水深 100m）、水平およ

び鉛直断面の pH 等の分布を捉えることが出来た。特に、観測装置の揚降による鉛直分布
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観測や曳航観測のように水平および鉛直座標補正の必要がなく、目的とする深度や観測ラ

インのデータを確実に得ることが出来る。今回の海域のように、CO2等の流出源がスポッ

ト的に存在する場所では、観測線の僅かなズレが、pH 等の観測データに大きな違いとし

て現れるという問題がある。したがって、同一海域の定期的な観測では、観測ラインが確

実に一致出来る方法はデータの比較に有効と思われる。しかし、同時に多層・多点測定が

行えるわけではないため、水平および鉛直方向に広い範囲の測定を行う場合は、測定デー

タの時間的なズレが生じるという問題がある。今後、測定データを有効に利用するために

は運用および解析における処理方法の検討が必要である。海水中 CO2 挙動観測において、

このナチュラルアナログ海域における pH 分布測定のほかに、CO2流出量測定が課題とし

て残されている。これまでに、ビデオカメラによる CO2液滴の浮上溶解の測定は行われた

が、その海域全体でどれだけの CO2が流出しているかについては測定方法が開発されてい

ない。ナチュラルアナログ海域における CO2流出と pH 分布の関係を把握するためには、

この流出量の情報が不可欠であり、今後のクリアーしなければならない課題である。 

CO2挙動予測モデルの開発については、モデルに適用可能な観測データの収集が実施さ

れなかったため、本年度も実海域データの基づくモデル予測精度向上には至らなかった。

しかし、CO2液滴挙動モデルの計算方法やパラメーターの見直し、小規模・中規模・大規

模モデルの計算ルーチンの向上などを進めており、ケーススタディに活用された。また、

大規模・中規模・小規模・液滴スケールモデルの有機的結合については、平成 18 年度に

プログラムレベルで、液滴スケールから中規模スケールまでの結合が終了しており、各々

の更新プログラムはこの結合モデルに随時反映している。一方、大規模スケールモデルと

中規模スケール以下のモデルとの結合については、モデル開発のコンセプトが異なるため

容易に結合が出来ないことから、これらの検討は進めていない。現在は、大規模モデルの

計算結果を中規模モデルのバックグラウンドと境界データとして用いている。将来の海洋

実験および事業化に際して、その計画によっては、中規模モデルの広域化を進めるか、大

規模モデルの高解像度化の必要があるかもしれない。 

海洋隔離のケーススタディについては、平成 18 年度に年間 5,000 万トンの CO2注入を

想定したケーススタディを実施し、上記結合モデルの見直し等を反映させ、本年度までに

生態系影響の発生するレベル（PNEC）以下の濃度に希釈可能であることが示された。

隔離コストについての検討では、年間放流量を 5,000万トン、2,500万トン、1,000万トン、

500 万トンについて、平成 19 年度までに実施し、本年度は新たに 7,500 万トンのケース

を追加した。この結果、スケール効果により、注入量が多いほどコスト面でも CO2の追加

的発生量の面でも、効率的であることが示されている。モデル技術は日々進歩しており、

今後も、これらの結果を踏まえ、新たな技術を導入し、海洋隔離の実適用に向けた検討を

継続することが望まれる。一方、海洋実験ケースでは、曳航パイプ方式の小規模海洋実験

の実験条件および実験システムについて検討を開始し、小規模実験におけるノズル角やノ

299



ズルの振動などの、CO2 放流に影響を与える問題が新たに判明した。将来の海洋実験に向

けて、この問題を解決する技術の検討が必要である。 

有効性評価研究では、大気中 CO2濃度の削減や海洋酸性化に対する対策技術として海洋

隔離の技術評価を複数モデルで検証するために、外部研究機関との協力体制作りや高解像

度モデルの開発、計算条件設定のためのモデル開発を平成 19 年度より開始した。全球格

子モデルの高解像度化については、現在、国内外の研究機関で開発を進めており、それが

公表されるまではまだ時間が必要であるため、当面はその動向を静観することになった。

一方、BOX モデル開発については、旧モデルのコンセプトを拡張し、また低解像度モデル

での知見を応用し、本年度も開発を継続実施した。IPCC が 2000 年にまとめた SRSE 報

告書では、各種の CO2 排出シナリオが示されている。それから 10 年が経過し、平成 21

年度末現在では、2005 年までの世界の CO2 排出量が公表されている。これらを踏まえ、

CO2削減対策としての海洋隔離技術の効果的な利用方法を検討することが必要である。また、

海洋酸性化に関する予測計算について各国の研究者が着手しており、観測や実験による環

境影響の実態報告が今後も増えてくると思われる。これらの情報も海洋隔離の有効性評価

に対して有効に活用することが期待される。 

 

 

４．３ ２年間のまとめ 

 

４．３．１ はじめに 

 

二酸化炭素海洋隔離プロジェクトは、平成 19 年度より第 2 フェーズ（継続）として引

き続き研究開発が進めたれた。一方、二酸化炭素回収貯留技術における位置づけとして、

地中貯留（海底下地層貯留を含む）が先行して実施されることになり、地中貯留および海

洋隔離の各プロジェクトは、CO2 貯留隔離プロジェクトとして再編されることになった。

そこで、本節において、海洋隔離プロジェクトフェーズ 2（継続）の 2 年間の研究開発に

ついて、進捗状況と成果を整理した。 

 

 

４．３．２ CO2 挙動予測実施項目とロードマップ 

 

平成 19 年度からの継続フェーズの研究開発項目は、平成 18 年度までに実施してきた

CO2 希釈技術開発の研究開発項目と海洋隔離の有効性評価研究開発の一部の項目が、基盤

技術や成果の方向性が同一であることから、平成 19 年度より CO2 希釈技術開発に統合さ

れ、CO2挙動予測等技術開発として進められることになった。 
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研究開発項目は、大分類として「1.CO2挙動の観測・予測技術の開発」と、「2.海洋隔離

の可能性評価」とに分れ、それぞれ中分類として「1.1 海洋中 CO2挙動観測技術の開発」、 

「1.2 海洋中 CO2挙動予測技術の開発」、「2.1 海洋隔離のケーススタディ」、「2.2 全球モ

デルによる海洋隔離予測」に分けられる。また、中分類の研究テーマには、表 4.3-1 に示

すように、最終的には海洋隔離事業化に必要になる各種の技術・計画・指針等の作成を目

指し、小分類の研究テーマによる研究開発を進めている。ただし、平成 19 年度からの研

究開発項目の優先度の見直しに伴い、一部の研究開発の優先度を下げたため、③および④

の最終成果の検討については、①および②の次に実施することになった。 

 

表 4.3-1 小分類の研究開発テーマと最終成果 

大分類 中分類 小分類 最終成果 

1.1 

海洋中 CO2挙動

観測技術の開発 

・曳航式観測システムの開発

・天然 CO2発生海域の観測 

1. 

CO2 挙 動

の観測・予

測 技 術 の

開発 

1.2  

海洋中 CO2挙動

予測技術の開発 

・CO2挙動予測モデルの開発

・想定海域の海洋観測 

①隔離サイト監視方法 

2.1  

海洋隔離のケー

ススタディ 

・実適用ケースの検討 

・CO2希釈溶解技術の研究 

・海洋実験のケーススタディ

2. 

海 洋 隔 離

の 可 能 性

評価 2.2 

全球モデルによ

る海洋隔離予測 

・海洋中 CO2安定化予測  

・海洋隔離サイトの評価 

②実規模実海域実験の計画(案)

 

[③隔離サイトの選定指針(案)] 

[④海洋隔離の管理計画(案)] 

 

これらの研究開発テーマにおける最終成果を目指して、表 4.3-2 に示すロードマップの

基に、CO2 希釈挙動等研究開発が進められた。主な特徴として、CO2挙動観測・予測技術

開発では、海洋中 CO2挙動観測技術開発として天然 CO2発生海域を利用して放出 CO2の

挙動観測技術を確立すること、海洋中 CO2 挙動予測技術開発として CO2 液滴の溶解挙動

から、中規模、そして広域の移流拡散までを予測する統合モデルを確立することであり、

最終的にはこれらの技術やその他の技術を統合して海洋隔離実施サイトの監視指針（案）

を作成することである。海洋隔離の可能性評価では、海洋隔離のケーススタディとして小

規模海洋実験から実証試験までの実現可能性の確認と、小規模から大規模までの海洋隔離

事業について実現可能性の確認を通して、実規模海洋実験計画（案）および海洋隔離の管

理計画（案）を作成することである。また、低解像度から中解像度の大気海洋全球モデル

等による海洋隔離の有効性を確認するとともに、CO2挙動予測モデルによる検証も踏まえ、

CO2隔離サイトの選定指針（案）の作成を目指した。 
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表 4.3-2 CO2 挙動予測等技術開発のロードマップ 

H23年度H21年度H20年度H19年度～H18年度 ～

1.1

海洋中CO2挙動
観測技術の開発

1.2.

海洋中CO2挙動
予測技術の開発

2.1.

海洋隔離の
ケーススタディ

2.2.

全球モデルによ
る海洋隔離予測

Boxモデル

球座標系
モデル

中間評価
LC29/LP2（11/5-)

LC/SG31&/LP/SG2

（Science Day)

LC30/LP3

GHGT9、WPGM、

HighCO2World etc.

中間評価
GHGT10

北太平洋領域

モデル

メソスケール
モデル

5000万トン隔離

曳航式観測
システム

Natural 

Analogue

条件設定

サイト内拡散

広域拡散

影響評価

初期希釈

液滴希釈挙動

流出量とｐＨマップ
（沖縄・鹿児島）

曳航式観測システム
の改良

曳航式観測システム
による海域観測

天然CO2発生海域観測

（沖縄トラフ・マリアナ海域・鹿児島湾、
海外メンバー）

室内実験＆モデル開発・改良

多ノズル放出検討

モデルの開発・改良

モデルの開発・改良

隔離シナリオ
の検討

5000万トン隔離

（フィードバック）

乱流観測

隔離サイトの
監視指針(案)

全球BOXモデルの開発・改良

全球高解像度モデルの開発・改良

海洋実験装置の基本設計

隔離適合サイトの評価
隔離サイトの
選定指針（案）

実規模実海域

実験計画（案）

海洋隔離の
管理計画（案）

総合モニタリング

技術検討

海洋隔離の実現可能性評価（隔離シナリオ計算）

有望サイトの予測
実験海域の予測計算

隔離技術の課題検討 小規模実験の技術的

実現可能性の検討

ｐＨマップ

（鹿児島湾）

ICDC2009

Goldshmidt2009

WPGM   etc.

  

 

４．３．３ ２年間の研究開発の成果 

 

ここでは表 4.3-2 のロードマップに基づき、中分類ごとに 2 年間の研究開発の主要な成

果の概要と今後の研究開発の必要性につい整理した。 

 

 

４．３．３－１ 海洋中 CO2 挙動観測技術の開発 

 

曳航式観測システムの開発については、平成 18 年度までに技術開発が終了し、実海域

における運用方法の検討段階へと進んでいる。ただし、平成 19 年度からの 2 年間は、実

施項目に含めていないため、新たな進展は無い。なお、平成 21 年度以降は、本観測シス

テムの改良（pH センサーの増強等）を行い、海域での運用試験を経て、天然 CO2発生海

域における観測を国内外の研究者の参加の下で実施することを計画している。 

天然 CO2発生海域観測については、平成 18 年度までに沖縄トラフの天然 CO2発生海 

域において、CO2液滴の溶解過程の高解像度静止画カメラや高解像度ビデオカメラを用い
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た撮影に成功し、深海における CO2液滴の希釈溶解過程に関するデータを入手した。また、

CO2発生域周辺の pH 分布を把握することが出来た。これらは、CO2液滴溶解モデルにお

ける計算予測精度の向上に役立った。同様にマリアナ海域においても噴出域周辺の pH 分

布観測等に成功した。平成 19 年度からは、CO2挙動予測モデルの調整を行うべく、天然

CO2発生海域の CO2流出量と pH 分布の測定を目標に、観測を実施している。観測値とモ

デル計算値とのマッチングであるため、比較的容易に観測が行える近海で、浅海域にある

天然 CO2発生海域として、鹿児島湾若尊（わかみこ）カルデラにおける観測を平成 19 年

度および 20 年度に実施した。ここでは、潜水艇による CO2気泡の噴出地点調査および同

潜水艇と AUV を用いた pH 分布観測に成功している。しかし、噴出量の定量化には至っ

ていない。 

 

 

４．３．３－２ 海洋中 CO2 挙動予測技術の開発 

 

海洋中 CO2挙動予測技術として、空間スケールの規模により 3 種類のモデルの開発が進

められてきた。CO2 液滴の希釈挙動モデルに関しては、室内実験データおよび天然 CO2

流出海域での液滴観測データによるマッチング、および CO2液滴の形状変化や応力等を踏

まえてモデルの支配方程式の改良を進めるなど、予測精度の向上が図られた。最終的には

海域での純粋な CO2液滴の溶解挙動に関する実験データを基に、モデルのパラメータを調

整することが望まれる。メソスケールモデルについては、移動格子法および入子格子法を

用いたモデルが開発され、5000 万トン海洋隔離ケーススタディにおける主要なツールとし

て利用されている。このモデルでは、隔離想定海域の乱流観測データおよび天然 CO2発生

海域の CO2流出量と pH 分布に基づくマッチングを必要としているが、これらはまだ実現

していない。広域モデルについては、計算領域を拡大することによって 30 年間から 100

年間へと長期の連続計算が可能になるなど、モデルの改良が進められた。また、このモデ

ルを用いて渦度分布から隔離効率の高い海域を選定するための初期的検討が試みられてお

り、有望サイトの予測や実海域実験の予測計算のための準備が進められた。 

 

 

４．３．３－３ 海洋隔離のケーススタディ 

 

平成 18 年度には、前述の CO2挙動予測モデルおよび生物影響評価手法を用いて、年間 

5000 万トン CO2の海洋隔離のケーススタディが実施された。この結果、初期的な解析で

はあるが、年間 5000 万トンの CO2を 1 度×3 度の海域の 1000～2500m の層に希釈溶解

させても、生物および生態系に影響が及ぶ濃度にはならないことが確認された。平成 19
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年度からは、CO2挙動予測モデルの改良を行い、5000 万トンケーススタディの再評価を続

けてきた。一方で、海洋隔離事業において CO2 放流量を段階的に増加していくシナリオに

基づき、放流海域の位置や規模などの放流条件を変えた場合の輸送船や放流船の隻数など、

隔離システムの基本条件設定を進めてきた。これらの条件下でのケーススタディの実施が

望まれる。 

実海域実験の実施に向けた検討も進めた。特に、平成 20 年度には、小規模海洋実験の 

実験装置の概念設計および小規模海洋実験の技術面での実施可能性を検討し、設計上の液

滴径を確保するためには、放流ノズルとノズル近傍の流線との間で生ずる角度差が一定値

以下にする必要性が確認された。要素技術開発段階における CO2 希釈技術は、ほぼ確立し

たが、小規模から実規模までの海洋実験において、様々な技術的課題が発生することが思

慮される。まずは、小規模実験に向けた課題の洗い出しを進め、海洋実験の確実な実施と

成功を目指した準備が必要である。 

 

 

４．３．３－４ 全球モデルによる海洋隔離予測 

 

 海洋隔離の有効性評価のために、平成 18 年度までは、低分割の大気－海洋－陸域マル

チ BOX モデル（海洋は 7 海域 3 層、大気および陸域はそれぞれ 1 領域）および低解像度

の全球 3 次元格子モデル（海洋のみ４度格子、大気は１領域、陸域は無し）による予測計

算を実施してきた。この結果、海洋の CO2 隔離量、大気中 CO2 濃度の削減効果および海

洋表層酸性化の抑制効果についての知見を得ることができた。平成 19 年度からは、海洋

隔離の有効性評価に係る予測精度の向上を目指し、中解像度全球格子モデル（1 度格子、

大気－海洋－陸域結合モデル）の開発、高分割の大気－海洋－陸域マルチ BOX モデル開

発を開始した。平成 20 年度は、中解像度格子モデルについては基本となるモデルの公開

に時間がかかることから一時中断し、BOX モデル開発についてはモデルの基本形が作成さ

れた。今後は、最新の地球温暖化対策シナリオを考慮した海洋隔離のシナリオ設定の下に

予測計算を行い、有効性評価を進める必要がある。 
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第５章 今後の課題 

 

本プロジェクトのフェーズ 2 から、現在の継続フェーズまでの成果を考慮し、平成 21

年度以降の課題について検討した。 

まず、CO2挙動観測技術の開発では、天然 CO2発生海域を利用することで曳航式観測シ

ステムや ROV・AUV を活用した観測手法の実用性が確認されてきた。今後も、天然 CO2

発生海域を利用して、観測機器の測定精度の向上を図るとともに、曳航式観測システム等

の運用方法に関する知見を高めることが必要である。また、各種スケールに対応した CO2

希釈挙動モデルの改良が進んでおり、今後は予測精度の検証を進める必要があるため、そ

れに供する観測データの収集が必要である。事業化規模モニタリングシステムについては、

海洋隔離の順応的管理のために生物影響評価の要求仕様を明確化し、海洋隔離のケースス

タディとして全体システムのコストや CO2 発生量を再評価し、事業化に向けた課題を抽

出・解決していくことが必要である。 

CO2希釈挙動予測技術の開発では、既に述べたように、天然 CO2発生海域や隔離想定海

域の測定データを用いてモデル検証を行い、予測精度の向上を図ることが必要である。こ

れは、海洋隔離実適用のケーススタディや、将来の実施を検討している海洋実験・海洋隔

離実証試験のためのリスク評価書作成のために、重要な知見を提供するツールとして期待

される。 

海洋隔離の可能性評価で、海洋隔離実適用および海洋実験のケーススタディについては、

先に述べたように海洋隔離実適用ケースの LCA 手法によるコストおよび CO2発生量評価

の精度を高め、各種の CO2 削減対策の中での位置付けや優位性を明確にする必要がある。

また、海洋実験（小規模～大規模）については、本年度にも実施したが、技術的実現可能

性の評価も継続する必要がある。海洋隔離の有効性評価については、引き続き複数モデル

での検証を目指し、より信頼性の高い中解像度モデルや高解像度モデルの適用に努める必

要がある。同様に、中解像度モデルや高解像度モデルに使用する計算条件などの信頼性を

高める必要がある。 

以上を基に、各研究開発項目の今後の課題を以下に整理した。 

 

（１）CO2挙動の観測技術の開発 

・天然 CO2発生海域を利用して曳航式観測システム等の観測機器の高精度化および 

運用方法の確立 

・CO2拡散のマッピング観測と広範囲な CO2プルーム観測による CO2拡散挙動解析 

・海洋中での CO2挙動に関する観測データの蓄積と CO2拡散に伴う環境影響の観測 

・事業化規模モニタリングシステムにおける要求仕様の明確化 

・新たな観測技術の動向把握 
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（２）CO2挙動の予測技術の開発 

・想定海域のデータ取得とモデルの予測精度向上 

・大規模・中規模・小規模・液滴スケールモデルの有機的結合 

・リスク評価のためのツールとしての信頼性向上 

（３）海洋隔離の有効性および技術的可能性の評価 

①海洋隔離実適用および海洋実験のケーススタディ 

・海洋隔離実適用ケースの LCA 手法によるコストおよび CO2発生量評価 

・海洋実験（小規模～大規模）の技術的実現可能性の評価およびコスト評価 

②海洋隔離の有効性評価 

・BOX モデルを用いた効果的な海洋隔離実施シナリオの検討 

・中解像度全球モデルや BOX モデルを用いた海洋の隔離量および隔離期間の再評価 

・中解像度モデルから高解像度モデルへの展開 

・海洋隔離の海洋酸性化対策、CO2削減対策としての有効性評価 
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第Ⅳ編 海洋隔離技術の動向調査 

 

第１章 目標 

 

１．１ はじめに 

 

海洋隔離技術の動向調査は、国際連携検討ワーキングループの下で、海洋隔離に対する

国際ネットワーク構築と理解促進基盤の整備のため、パブリックアウトリーチ実施、社会

的合意形成の課題調査、国際的情報交換、国際的共同研究、国際的合意形成の課題調査等

を目標とし、平成 18 年度まで実施された PO 検討ワーキンググループの下での「海外の

動向」、「国際共同研究」、「Public Outreach」等の実施項目を再構成し、平成 19 年度より

開始したものである。 

昨年度（平成 19 年度）は、国際ネットワーク等の構築に関しては、海洋隔離禁止の動

きがロンドン条約や OSPAR 条約であったことから、ロンドン条約と OSPAR 条約に注目

して、海洋隔離に関する国際条約の動向を調査した。また、平成 19 年 11 月のロンドン条

約会合では、海洋肥沃化実験の規制に対する議論がスタートし、海洋隔離実験への影響の

可能性があるため、この動向調査も合わせて実施した。ロンドン条約締約国会議出席者に

対して海洋隔離プロジェクトの研究開発成果を正しく理解してもらうために、SG 会合の

サイエンスデーにおいて「海洋酸性化影響」の報告を企画した。国内外の有識者に対する

理解促進活動については、平成 18 年度 PO 検討ワーキンググループの目標を引き継ぎ、

広く種々の学会での発表や海洋隔離関係のセッション等の企画などを目指した。 

本年度（平成 20 年度）は、平成 19 年度の目的・目標を継続して実施した。国際ネット

ワーク等の構築については、ロンドン条約会合等における情報収集、研究成果の認知向上

に向けて国際学会等での情報提供および情報収集を実施した。理解促進基盤の整備につい

ては、Web による海洋隔離プロジェクトの情報発信等を実施した。 

 

 

１．２ 課題 

 

平成 19 年度成果報告書では、以下の課題が揚げられている。 

 

（１）海洋隔離技術の動向調査 

CO2 削減策としての海洋隔離技術は、OSPAR 条約で禁止決議され、欧米の政策立案者

を中心に否定的な意見が主流であった。また、ロンドン条約会合で CO2 関係のテーマとし

て議論されている鉄散布あるいは海洋施肥は、LP 附属書Ⅰに該当しない物質の海洋投棄
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の規制の議論であること、実験の規模が論点となることなど、海洋隔離と同じ論点を内在

しており、今後の議論の成り行きを引き続き調査する必要がある。OSPAR 条約決議につ

いて会議内での経緯はある程度把握されているが、海洋隔離の否定につながった科学的根

拠などの調査は十分でない。海洋隔離の認識を高めるためには、反対者にとって、どのよ

うな情報が不足しているのかを正確に把握する必要がある。これらの調査情報に基づき、

海洋隔離の認知向上やロンドン条約クリアーに向けた戦略を再構築することが必要である。

これらの対応は、国際連携検討ワーキンググループを中心に、計画的に活動することが望

まれる。 

 

（２）理解促進基盤の整備 

海洋隔離プロジェクト Web サイトは、閲覧者のアクセスを必要とするが、常に情報を提

供可能な手法である。今後も、内容の充実を図るとともに、英語版のホームページ作成を

進める必要がある。 

平成 19 年度は Web フォーラム基盤整備として、Web フォーラムシステムと海洋データ

ベースシステムの設計および開発を実施した。このシステムにより、海洋隔離の正しい理

解の普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェクトに対する見解と研究成果に

対する意見交換を行うための海洋隔離のネットワークの場を提供することが可能になる。

今後は、システムの作動試験およびデータベースへの情報登録を進め、基盤システムの外

部公開に向けて作業を実施する必要がある。 

 

 

１．３ 目標 

 

１．３．１ 国際ネットワークの構築 

 

国際ネットワーク等の構築の目標は、海洋隔離に関する国内外の動向調査と、PO 活動

として研究成果の認知向上に向けたシンポジウム等の企画である。以下に目標を列記した。 

 

・国際条約の動向調査 

国内外の動向調査では、平成 18 年度より海洋隔離禁止の動きがロンドン条約や

OSPAR 条約であったことから、平成 20 年度も引き続きロンドン条約および OSPAR 条

約等の国際条約の動向を調査する。特に、ロンドン条約では、禁止の決議に至らない様

に対応する。また、海洋実験に対する規制の可能性を含む議論が進められていることか

ら、ロンドン条約における海洋肥沃化に関する議論についての動向調査を実施する。 
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・国内外の研究機関等の動向調査 

海洋隔離の海洋実験にも大きく関与すると思われる海洋肥沃化実験に関して、国内外

の研究機関、民間企業等の動向も合わせて調査する。 

 

・理解促進活動 

ロンドン条約関係者に対する海洋隔離プロジェクトの研究開発成果を正しく理解し

てもらうために、平成 19 年度に企画した SG 会合サイエンスデーでの発表を実施する。 

研究者等に対する理解促進活動として、国際学会でのセッションやシンポジウム等の

実施および平成 21 年度の企画を検討する。 

 

・海洋隔離実験に関する考察とロンドン条約対応方針の検討 

国際条約および国内外研究機関等の動向調査の結果を基に、ロンドン条約における海

洋肥沃化実験に関する規制についての分析と海洋隔離実験の実現可能性についての考

察を行う。 

国際条約および国内外研究機関等の動向、国際学会・シンポジウム等での研究動向を

考慮して、ロンドン条約クリアー方針の見直しを行う。 

 

 

１．３．２ 理解促進基盤の整備 

 

平成 19 年の理解促進基盤整備を継続し、海洋隔離プロジェクトのホームページの更新

と海洋隔離に関する情報交換の場の提供のための基盤システムの整備を実施する。 
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第２章 国際ネットワークの構築 

 

２．１ 国際連携検討ワーキンググループの活動 

 

２．１．１ 活動概要 

 

２．１．１－１ 国際連携検討ワーキンググループの設置の経緯と本年度の実施内容 

 

CO2 海洋隔離プロジェクトのフェーズ 2（継続）の事業の一つとして、当初は「国際ネ

ットワークの構築活動」を計画していた。しかし、OSPAR 条約の場で海洋隔離禁止の決

定があったため（6月 28 日のプレス発表「New Initiative on CO2 Capture and Storage and 

Marine Litter」）、この動向に対応すべくロンドン条約等の場における国際連携の強化を図

る必要性が生じた。そこで、ロンドン条約対応検討会（平成 19 年 8 月 27 日）を経て、

平成 19 年度第 1 回技術委員会（平成 19 年 10 月 3 日）において、国際連携検討ワーキン

ググループの設置が承認された。平成 20 年度も引き続き、ロンドン条約等の場における

CO2 海洋隔離に関連する動向把握や国際ネットワーク構築のための活動等を図るために、

国際連携検討ワーキンググループ活動を継続した。 

平成 20 年度は、以下の内容を実施した。 

①ロンドン条約等の国際条約会合の動向調査 

②海外研究機関の動向調査 

③海洋隔離海洋実験に関する考察とロンドン条約対応方針の検討 

④国際学会での情報収集 

⑤理解促進基盤の整備 

 

 

２．１．１－２ 平成２０年度活動概要 

 

平成 20 年度の実施内容の線表を表 2.1.1-1 に示した。国際条約等の動向調査については、

ロンドン条約 SG 会合（5 月、グアヤキル）、ロンドン条約 LC 会合（10 月、ロンドン）お

よび会期間会合（2 月、ロンドン）における情報収集を実施し、特に海洋肥沃化実験の規

制に関する議論の動向に注目して調査を実施した。また、SG 会合では、海洋隔離 PJ の成

果を用いて海洋酸性化影響についての情報提供を実施した。海外研究機関および国際学会

の動向調査については、国内外の学会・シンポジウム等（Oceans、High CO2World シン

ポジウム、GHGT9 など）や国内外の研究機関における、CCS 関係、海洋酸性化、海洋肥

沃化実験等に着目して研究開発の動向を調査した。海洋隔離海洋実験に関する考察とロン
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ドン条約対応方針の検討については、上記のロンドン条約等の国際条約の動向や海外研究

機関および国際学会の動向を踏まえ、海洋隔離海洋実験の実施可能性に関する考察と今後

の対処方針についての検討を実施した。理解促進基盤の整備については、海洋隔離 PJ の

ホームページ更新等を実施した。 

国際連携検討ワーキンググループおよび技術委員会、各分科会における関連する議論の

概要については、2.1.1-3 にまとめた。また、主要活動として、ロンドン条約対応および理

解促進活動については、それぞれ 2.1.2 および 2.1.3 に概要をまとめた。なお、ロンドン条

約等の動向調査等および国際学会等情報収集の成果については、2.2 節～2.5 節に詳述した。 

 

表 2.1.1-1 平成 20 年度国際連携検討ワーキング線表 

4月 5月 6月 7月 8月 9月

２．国際ネットワーク等の

構築

１．理解促進基盤の

整備

委員会等

3月2月1月12月11月10月
項目

6/9 技術委員会

5/19-23 ロンドン条約SG会合

5/22 サイエンスデー

2月第2回国際連携検討WG

3月

技術委員会

10/27～31

ロンドン条約会合

SG会合対処方針の検討

海洋隔離の法的解釈

5/8 第1回国際連携検討WG

10/27-31 LC会合(情報収集)

海洋隔離HPによる情報発信＆Webフォーラム基盤整備

5/22 サイエンスデー発表

サイエンスデー発表準備

5/19-23 SG会合情報収集

LC会合対処方針の検討

国際連携ネットワーク構築やPOに関する戦略の再検討

4/9 Oceans2008 7/29-8/1 WPGM 10/6-8 HigCO2World

11/16-20 GHGT9

12/15-19 FM08 3/2-6 PSI2009

2/9～13  ロンドン

条約会期間会合

 

 

 

２．１．１－３ 国際連携検討ワーキンググループに関わる主な出来事 

 

 平成 20 年度の国際連携検討ワーキンググループの活動に関連する主な出来事を、プロ

ジェクト関連、ロンドン条約関連、国際学会関連、その他に分けて、時系列的に表 2.1.1-2

に示した。 
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表 2.1.1-2 国際連携検討ワーキンググループ活動に関わる主な出来事 

年月  プロジェクト  ロンドン条約  国際学会等  その他  

H20年 4月  4/24: 産構審評価小委員会  4/9-10 OTO’08 4/30 SG31 対処方針打合せ

5 月  5/8: 第 1 回ワーキング  

5/30: 第 1 回生物分科会  

5/19-23 :SG31 

5/22 :ｻｲｴﾝｽﾃﾞｰ 

 5/19 SG で CLIMOS ﾌﾟﾚｾﾞﾝ
 

6 月  6/4: 第 1 回挙動分科会  

6/18 :第 1 回技術委員会  

   

7 月    7/29-8/1 WPGM 2008  

8 月      

9 月     9/9:独･環境省来所  

10 月   10/27-31: LC30 10/6-9 :HighCO2World 10/22:LC 対処方針打合せ  

11 月    11/16-20 :GHGT-9 11/6:第 1回東大 CCS研究会

12 月    12/15-19 : FM2008 12 月：豪 CCS ガイドライン

H21年 1月     1/7 LOHAFEX 航海開始  

Greenhouse Issues(2009/1)
を発効・独･環境省の記事 

2 月  2/16 第 2 回挙動分科会  

2/19 第 2 回ワーキング  

2/27 第 2 回生物分科会  

2/9-13 :LC/SG-CO2 3

2/11-13 :LP-CO2 2 
 

 LOHAFEX LC で報告  

2/26 LOHAFEX 独政府許可

2/27 LOHAFEX 実験開始  

3 月  3/11 第 2 回技術委員会   3/2-6 PSI 2009 LOHAFEX 航海終了 3/17 

国際学会における海洋隔離プロジェクトに関係するセッション名の一覧 

OTO’08：  Ocean Sequestration of Carbon Dioxide」 

WPGM：  Purposeful CO2 Mitigation to Ocean Environment and Biogeochemical Approaches 
for its Evaluation 

GHGT9：  Ocean Storage 
FM2009：  Carbon Storage in the Ocean 
PSI2009：  Ocean Acidification and Climate Change 

 

 

２．１．１－４ 国際連携 WG、技術委員会、各分科会における主な議論 

 

 以下に、技術委員会、生物影響評価分科会、CO2 挙動予測等分科会、国際連携検討ワー

キンググループにおける、国際連携検討活動に関わる議論の概要を列挙した。 

 

（１）第 1 回国際連携検討ワーキンググループ（2008 年 5 月 8 日） 

第 1 回ワーキンググループ会合では、国際連携検討活動の平成 20 年度計画（以下の 4

項目）についての審議が行われた。 

・2008 年サイエンスデー対応、2009 年サイエンスデー対応 

・ロンドン条約・96 年議定書における鉄散布や損害責任等の法的論議のフォローア

ップ（明治学院大学磯崎教授への委託研究） 

・国際連携ネットワーク構築や PO に関する戦略の再検討 
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・海洋隔離に関する理解促進のための基盤整備 

ロンドン条約対応については、SG 会合対処案の説明、SG 会合サイエンスデーにおける

情報提供、海洋肥沃化実験に関する動向調査について検討された。特に、5 月 22 日の科学

会合サイエンスデーにおいて、海洋隔離プロジェクトの研究開発成果の理解を得るために

「海洋酸性化の生物影響に関する報告」を行うことが決定されており、この発表用のパワ

ーポイントに関して議論が行われた。ここで出された意見をパワーポイントに反映させ、

かつインターネットメールによる更なる修正を行うこととなった。国際ネットワーク構築

と PO の進め方については、海洋隔離 PO アクション計画の進捗状況、中長期 PO のロー

ドマップ（案）、今後のロンドン条約への対応（案）について検討された。 

なお、上記審議の前に平成 19 年度の委託研究「ロンドン条約 96 年議定書における CO2

海洋隔離実験の実現可能性の考察」（明治学院大学・磯崎教授）について解説された。 

【主な内容】 

・今までの法制度は、ネガティブリスト方式（禁止されるもののリストアップ、禁止さ

れるべき法的行為のリストアップ）で、問題となるかどうかは、その行為やその物質

がリストに該当しているかどうかを証明して初めて禁止対象になる。 

・ネガティブリストにリストアップされている場合には、新しい行為や新しい物質をリ

ストアップするのに先立って、新しい実験や環境評価が可能である。何故なら、禁止

されていない（リストアップされていない）からである。 

・ポジティブリスト方式の場合は、リストアップされていないものは原則として禁止対

象になっている。CO2 を含めてその他の化学物質も同様であるが、安全であるからリ

ストアップしようとするときに、公の場所で実際の実験や科学調査はできない。 

・ロンドン条約 96 年議定書（OSPAR 条約は少し弱い）は、ポジティブリスト方式を採

用しており、リスト改正にあたっては、科学的実験やデータなどが必要とされている。 

・屋内実験、閉鎖系実験、科学的調査により判断が出来るような状況や物質の場合には、

科学的実験の可能性がある。 

・屋内や閉鎖的な場において、圧力その他の環境条件を変えることで海洋と同じ状況を

作り出し、挙動調査をすれば足りると言えるかどうか。実際に公海上や海洋での調査

が必要であるという場合には、片方で「リストアップが出来る、改正が出来る、科学

的根拠に立たなければならない」とされていながら、そのための手続きが必ずしも充

分確保されていない。 

・法的には正面突破をしてもいいところではあるが、問題は、CO2 海洋隔離絡みでその

話しをすると、論点が集中しており、“NO”であるという政治的な動きも考えられるた

め、非常に高度な政策判断が必要となる。 

・OSPAR 条約は、ポジティブリスト方式への改正に加えて、水柱と海底表面への CO2

処分については、実験を含めて行わないという主旨の決議を採択している。この決議
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を採択することで、禁止対象を広げている。96 年議定書はこの決議がないが、正面突

破の形で議論を出したときに、OSPAR 条約と同じような内容の決議を採択すべきで

あるという動きになれば、「藪をつついて、蛇を出す」可能性もある。 

・96 年議定書は、法的・社会的・経済的要素の考慮も定めているため、CO2 海洋隔離実

験に対する社会的受容のレベルが高まっていることが必要となる。 

・鉄散布の結論が CO2 海洋隔離に大きく影響する。科学的実験の議論も片方にはあるが、

処分以外の目的に該当するかどうか、条約や議定書の目的と反しない行為なのかどう

か、除外条件、例外規定に当たるかどうか、を判断しようとする方向性も見える。そ

うすると、鉄散布や肥沃化の場合には、処分ではないという解釈や、条約目的に反し

ないかということの検討が道を開く役割を果たす可能性があるが、CO2海洋処分には、

条件が厳しくなるかも知れない。 

【質疑応答】 

Q:決議事項とポジティブリスト方式の関係について？ 

A:決議であり、法的拘束力を持たない選択的な合意。だだし、OSPAR 条約の締約国全

体の中では合意されている。海底下地下以外の CO2 について、OSPAR 条約では「未

検討・未判定」のところではなく、「有害判定」と考えようと決議を採択した。96 年

議定書では、採択しておらず、「未検討・未判定」と解釈する余地がある。 

Q:OSPAR 条約の考え方は、そういう構造なのか？ 

A:OSPAR 条約の特殊性だろう。ただし、それが 96 年議定書に波及しないという保証は

ない。OSPAR 条約には、96 年議定書にない条件を次の通り定めている。「当該地層に

永久に保持することを目的としており、海洋環境、人の健康および海洋区域のその他

の合法的利用に対して重大な悪影響を生じさせないこと」 

Q:96 年議定書で、仮に CO2 海洋隔離実験は可能と出た場合、EU は賛成の立場はとれな

いのか？ 

A :OSPAR 条約との関わりでは、矛盾することを発言できない。 

Q:OSPAR 条約とロンドン条約の関係は？ 

A:OSPAR 条約とロンドン条約に入っている締約国は、それぞれ二つに拘束される。ロ

ンドン条約のみの締約国は、全く別に考えればよい。ただし、同じグループがいるの

で、多数意見になれば、結果は見えてくる。 

Q:決議文を改正する規定はあるのか？ 

A:ないと思う。法律として採択するのではなく、決議として採択するもの。 

 

（２）第 1 回生物影響評価分科会（2008 年 5 月 30 日） 

ロンドン条約 SG 会合サイエンスデー（5 月 22 日）の結果について報告された。サイエ

ンスデーは、SG 会合におけるワーキンググループの作業が優先されたため、予定よりも
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遅く開始され、発表数も 6 題から 4 題に短縮された。日本からのプレゼンテーション「The 

Impacts of Ocean Acidification on Marine Organisms and Ecosystem（海洋生物に対す

る海洋酸性化の影響）」は、海洋隔離プロジェクトの研究成果に基づき、海洋酸性化に対す

る生物影響について整理したものであり、京都大学白山教授により報告された。酸性化に

関する日本の研究成果に対して関心を持ってもらえた。 

 

（３）第 1 回 CO2 挙動予測等分科会（2008 年 6 月 4 日） 

ロンドン条約 SG 会合サイエンスデー（5 月 22 日）の結果について報告された。報告内

容は、第 1 回生物影響評価分科会と同じ。国際学会・シンポジウムについては、CO2 挙動

予測等分科会が戦略的にアピールできる研究成果について議論し、関係する専門誌への「特

集号」として投稿が提案された。 

 

（４）第 1 回技術委員会（2008 年 6 月 18 日） 

技術委員会における国際連携検討ワーキング関連の報告および審議が行われた。ロンド

ン条約 SG 会合サイエンスデーの報告については、生物影響評価分科会ならびに CO2 挙動

予測等分科会における同様の報告が行われた。また、国際学会シンポジウム等での情報発

信について審議され、International CO2 Conference（2009.11.13.）において 5000 万ト

ンケーススタディの発表を目標にすることの提案と IJGGC (The International Journal 

of Greenhouse of Gas Control)への特集による論文投稿が提案された。 

 

（５）第 2 回 CO2 挙動予測等分科会（2009 年 2 月 16 日） 

国際連携検討ワーキンググループ活動の関連情報として、国際学会における情報発

信および情報収集活動が報告された（Ocean2008、WPGM2008、第 2 回 High CO2World

シンポジウム、GHGT9、AGU FM09）。また平成 21 年度の国際学会情報として、  

8th International Conference of Carbon Dioxide および Goldschmidt Conference 2009 の

関連セッションが紹介された。 

 

（６）第 2 回国際連携検討ワーキンググループ（2009 年 2 月 19 日） 

H20 年度国際連携検討計画に基づく実施成果が報告された。 

ロンドン条約会合の動向調査に関しては、海洋隔離に大きく関連する論点を含むことか

ら、ロンドン条約での議論の動向に注目して調査が実施された。海洋肥沃化実験に関して

は、LC29（2007 年）、SG31（2008 年）、LC30（2008 年）での議論を経て、LC30 におい

て LC および LP 下での規制に総意がなされ、LC-LP.1（2008）が採択された。明治学院

大学の磯崎教授より「CO2 海洋隔離実験の実現可能性の考察」が報告された。以下に概要

を示す。 
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【科学調査の位置づけ】科学調査については、議定書（第 14 条）に定められている。し

かしながら、合意文書では、その規定は参照されていない。本来は、科学調査に関す

る規定が引用されないと条約・議定書の下の合法・正当性は確定できない。 

【合意文書】海洋肥沃化のみに限定し、一般的な科学調査に係わらない。鉄散布またはそ

の他の物質の投入行為の内、その効果の確認のための調査・試験を特別扱いする。 

【合法用件】規模の要件と、非商業という目的要件。その場合は、条約・議定書の例外条

件にあたると認定する。条約・議定書の目的に反しないこと。そのような科学調査は、

投棄に該当せず、条約・議定書の規制を受けないことを決議によって認定する。 

【今後の展開】科学調査に関する一般的制度を確立する。肥沃化に倣い、海洋貯留という

個別行為について、科学調査の観点から特別扱いとして認定する。 

【肥沃化論議の動向との関連】肥沃化という個別事例との関わりで、科学調査関連規定へ

の参照が明記されることは、制約要因になる恐れ。特に、一時貯蔵であり、投棄に当

たらないからという論理に限定される恐れ。一時貯蔵に当たらない行為は、そもそも、

合法的科学調査に当たらない？ 

次に、2009 年 2 月上旬に開催されたロンドン条約会期間会合における「海洋肥沃化に

係る会期間作業部会」の動向について速報があった。会期間会合では、技術作業部会と法

的事項作業部会が開催され、技術部会では、リスクアセスメントフレームワークのドラフ

ト作成および正当な科学的研究の定義についての議論が行われた。法的事項作業部会では、

LP 会合にて採択済の 2 つの選択肢（懸念声明と非拘束決議）に加えて、6 つの選択肢が提

案（決議案、議定書附属書改定案、議定書本文改定案がそれぞれ 2 案ずつ）された。なお、

これら 8 つの選択肢は並列に提案されるものとのこと。海洋肥沃化行為の定義、科学的研

究と商業規模の境目の法的解釈等は、積み残しされた。どれを選択するかは、次回 LP で

検討される。 

この他に、国際学会における情報収集および次年度の情報発信のために国際学会参加案

が提案された。また、理解促進基盤の整備として、海洋隔離プロジェクトのホームページ

更新に関する情報が報告された。 

最後に、海洋隔離プロジェクトについて、委員の方々にコメントを頂いた。国際連携検

討活動に関連するコメントを以下に列挙する。 

・IEA で CCS の会議があったとき、昔から言われていたことだが、他の分野のサイエ

ンティストとの合意が重要との話しがあった。理解不足の専門家を上手く説得すると

いう戦略もあるかも知れない。 

・PNEC=500ppm を IJGGC（International Journal of Greenhouse Gas Control）へ

投稿しているが、現時点で論文をまとめていくのは難しい。ただし、この PJ の中で

出てきた積極的なデータは、深海でやっているところは他にないので、しっかりと活

用していなかければならないと考えている。 
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・認知の獲得には、新しいデータをどんどん出していくことが大事。ペラジックチャン

バーは、ひとつのブレークスルーになると思う。これで得られたデータは、いろんな

人に海洋隔離について判断させるのに価値あるデータになると思う。 

・ロンドン条約に関しては、海洋隔離のことをいつ、どこの国が言い出すか分からない。

何も知らない連中がいきなり‘やります’と言って、ロンドン条約が‘ちょっと待

て’となる話しも大いにあり得る。そのとき、我々はどう対応するのか、しっかりと

準備しておくことである。海洋実験を最初にやるのは日本であるべきで、そのための

準備が必要。 

・日本がやるためには、環境省との関係が出てくる訳で、科学的実験の議論も含めた作

戦を練らないと難しい話しと思う。役所という意味では、いろんなところが関与して

くる気がし、多角的な対応が必要。 

・環境影響評価に視点を置いて、我々が立ててきた計画というのは、ぶれることなく重

要なことをやって来たと思う。そこで、きちっとした実験をやって、科学的に評価さ

れるデータを持って議論の場に出るというのが我々の使命。それを如何に国際的に進

めていくか、これに向かって努力したい。 

 

（７）第 2 回生物影響評価分科会（2009 年 2 月 27 日） 

第 2 回国際連携検討ワーキンググループ会合と同様に、ロンドン条約対応の活動を中心

に国際的な情勢が報告された。 

 

（８）第 2 回技術委員会（2009 年 3 月 11 日） 

H20 年度海洋隔離技術動向調査について、以下の成果が報告された。 

①ロンドン条約会合等における海洋隔離に関連する情報の収集 

・SG31、LC30、LC/SG-CO2 3rd、LP-CO2 2nd における動向調査 

・海洋肥沃化実験に関する情報収集（特に LOHAFEX の経緯） 

・SG31 サイエンスデー(5/22 開催)における情報提供 

・その他の海洋隔離 PJ に関係する情報およびその他のロンドン条約関連の情報の収集 

②国際連携の進め方の検討 

・海洋関連の国際組織、海外研究機関、国際学会などの動向調査による海洋隔離の現状認

識、海外の研究機関等との国際連携ネットワーク構築、PO に関する戦略を再検討した。 

・国際学会における関連研究の動向調査および情報発信 

③理解促進基盤整備 

・ホームページ等による海洋隔離関連情報の発信、情報交換の場の提供を目的とした Web

フォーラム等など、海洋隔離に関する理解促進のための基盤整備を実施した。 
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２．１．２ ロンドン条約対応 

 

２．１．２－１ はじめに 

 

平成 19 年度の本事業がスタートした直後に、OSPAR 条約における 2007 年 6 月の海洋

隔離禁止決議があり、その後、関係者へ周知されたのは 7 月となっていた。この時期すで

に関係者間においては、同年 11 月 5 日～9 日における第 29 回ロンドン条約締約国会合お

よび第 2 回ロンドン条約議定書締約国会合（LC29/LP2）の開催が視程に入っており、こ

の機にロンドン条約の場に禁止決議が持ち込まれる可能性が危惧された。海洋隔離禁止提

案がロンドン条約で俎上に載る可能性が生じていた。そこで、海洋隔離に関する動向を注

意して見守るとともに、我が国としての対応準備を早期に行うことが肝要と考えられた。

従来、ロンドン条約会合においては、「CO2貯留に関する議論の対象を海底下地層に限る」

との合意が存在したことから、海洋隔離に話が及んだ際には、これを理由に議論の先延ば

しができたが、96 年議定書附属書 I が改定により海底下地中貯留に係る議論は終息し、今

後はその方策が不可能となる。したがって、今後は海洋隔離を GHG 対策のオプションと

して持ち続けることの妥当性等を主張していく必要が生じた。海洋隔離に関するロンドン

条約での議論は、2008 年 5 月に開催予定の科学会合（SG31）が主たる論戦の場となる可

能性があると考えられた。このスケジュールを睨みつつ、あるいは、我が国が議論を牽引

する選択肢もあり得ることも考慮に入れて、下記の作業を進めてきた。 

１) 国内の環境規制当局向けに作成した資料を編集・英訳するなどして、条約会合向け

の提出文書等を作成する。 

２）当該会合に出席して、議場外情報を含めた情報収集を行う。 

３）必要に応じ、2008 年の SG31 第 4 日目午後に実施される Science day に向け、研究

者によるプレゼンテーションをアレンジする。 

その後、第 29 回ロンドン条約締約国会合（LC29/LP2: 2007.11）および第 31 回ロンド

ン条約科学会合（SG31: 2008.5）においても、海洋隔離に関して懸念された動きが見られ

なかったこと、および、当該会合に臨む我が国の対処方針が事実上「海洋隔離について諸

外国を刺激しないこと」となったことを受け、今後の海洋隔離に関する対応は「着実な世

論づくり」へと転換することになった。 

 

 

318



図 2.1.2-1 ロンドン条約での議論に関する想定フロー 

 

 

 

温暖化対策のオプションとしての海洋隔離の位置付け 

 
• 日本でも CO2 地中貯留(主として海底下)を考えているが、世界的に見た場合、ポテンシャ

ルは高くない。 
• RITE の調査に基づく公表データでは、日本国内におけるポテンシャルは 52 億 t-CO2 で

あり、年間排出量約 13 億 t-CO2 の 4 年分に過ぎない。しかもその数値は経済性が考慮さ

れた数字ではない。 
• そのため、我が国としては長期的には「海洋隔離」を CO2 削減オプションとして考えてい

くべきである。 
• なお、欧州（OSPAR）では、この選択肢が禁止され、海洋隔離実現に向けた国際世論は

我が国にとって厳しいものとなっている。 

• しかしながら、この技術は水深 2000ｍ程度への溶解希釈拡散が適当であり、OSPAR 海域

には適地はないが、日本近海には適地がある点で状況が違う。 
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２．１．２－２ ロンドン条約等の国際条約会合の動向調査の概要 

 

ロンドン条約会合（SG31、LC30、LC/SG-CO2 3rd、LP-CO2 2nd）、OSPAR 条約、生物

多様性条約等における CO2 海洋隔離に関連する情報収集・動向調査を実施した。本節では、

調査結果の概要を示し、詳細については 2.2 節に記載した。 

ロンドン条約対応としては、「海洋隔離の禁止」に対する決議等へ向かわないようにす

る対処を継続的に進めてきている。これまでに、LC28（2006 年 10 月）にドイツおよび

デンマークによる海洋隔離禁止の動きがあったが、それ以後は、ロンドン条約の場での動

きは見られない。一方、OSPAR 条約では、2007 年に「水柱および海底面での CO2流貯留

の禁止決議」が採択されている。ロンドン条約以外での各国の海洋隔離に対する情報収集

の結果、2009 年にオーストラリアの CCS ガイドライン（ドラフト）において「水柱への

CO2貯留禁止」が明文化されたこと、IEA の Greenhouse Issue 92 号（2007 年 1 月号）

において、ドイツ環境省の海底下地層貯留レポートの紹介記事において、「海洋隔離禁止」

に対するコメントが掲載された。 

一方、平成 19 年（2007 年）から、ロンドン条約会合では海洋肥沃化実験についての議

論が活発となった。この議論では、CO2 海洋隔離の海洋実験に対して大きく関与すると考

えられる論点（「単なる処分以外の目的」、「科学的研究のための海洋実験」、「実験の規模」）

が内在していることから、その動向に注視して動向調査を進めた。 

 

 

２．１．２－３ SG３１サイエンスデーにおける情報提供 

 

（１）サイエンスデーでの発表の経緯 

海洋隔離プロジェクトの継続フェーズ（H19 ～H23）では、海洋隔離に対する国内外の

科学者の認知獲得を目標に置き、次フェーズ以降の実海域海洋実験や国際法の整備を経て、

海洋隔離の実適用を目指している。ロンドン条約等の国際法においては、第一段階として

CO2 海洋隔離に対する誤解の払拭や CO2 海洋隔離のシンパ作りのための基盤形成を進め、

海洋実験の必要性が認められることが重要である。 

しかしながら、欧州では 2006 年に海洋隔離を全面禁止したばかりであり、また、ある

程度の理解を示す国家も韓国以外にはないと言ってよいこと等、国際的な環境は極めて厳

しい。このため、先の目標を一足飛びに達成すべく、ロンドン条約会合の場で海洋隔離の

有効性を正攻法で主張していくことは、弊害があると認識している。 

今 回 の サ イ エ ン ス デ ー で の 発 表 は 、テーマが ”Impact of climate change and 

acidification of the oceans”と決定されたことを受け、わが国が、海洋酸性化の影響に強い

関心を持つと同時に、研究成果を蓄積して来ていることをアピールし、海洋隔離「実海域
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試験」への理解のきっかけを掴むことを獲得目標とし、平成 19 年度より準備を開始した。

以下に、SG31 会合およびサイエンスデーの概要を示す。 

 

ロンドン条約 SG 会合およびサイエンスデーの概要（資料 LC/SG 31/1/1 より抜粋） 

11 OUTCOME OF SCIENCE DAY: “Impact of climate change and acidification of the oceans” 

11.1 In November 2007, the governing bodies agreed to the topic for “Science Day” 2008 as 
“Impact of climate change and acidification of the oceans”.  In view of the many tasks assigned to 
this joint session of the Groups, Science Day will be limited to a half day (LC 29/17, paragraphs 
14.9 and 14.10).   

11.2 Contracting Parties are invited to present their findings to Science Day, in particular, on 
research activities and assessments being undertaken, etc. in relation to “Impact of climate 
change and acidification of the oceans”.  Following these presentations, a round table discussion 
could be held on various aspects, particularly in relation to ocean fertilization, including 
monitoring.  With regard to the format of this session, delegations are advised that discussions 
will only be concerned with technical and scientific aspects and will not be recorded.  In order to 
assess the expected input and presentations, delegations are kindly advised to inform the 
Vice-Chairmen and the Secretariat on any planned submission or presentation by Thursday, 8 

May 2008 at the latest. 

Planning Science Day 2009 

11.3 Scientific Group will be invited to agree on a topic and the organizational arrangements 
for the Science Day in 2009, taking into account the suggestions of some delegations made in 2007 
(LC/SG 30/14, paragraph 11.5).  This on-going activity is assigned a medium priority. 

 

（２）発表内容 

ロンドン条約対応および有識者への海洋隔離の認知活動の一環として、2008 年 5 月 22 日

に開催された SG 会合のサイエンスデーにおいて、「海洋生物に対する海洋酸性化の影響」

に関する報告を行った。京都大学白山教授による発表要旨、即ち SG31 の議場にて

Information Paper として配布される書類は、経済産業省環境政策課ならびに技術委員会

および国際連携検討ワーキンググループのメンバーによる精査を行い、環境省の了解を得

て、4 月 22 日に外務省へ提出、その後、外務省を通じて条約事務局へ事前提出した。条約

事務局へ提出したタイトルおよび要旨を表 2.1.2-1 に示した。そして、この要旨に基づき、

プレゼンテーション用スライドを作成した。スライドの構成を表 2.1.2-2 に示した。さら

にプレゼンテーションスライドとその主な内容について表 2.1.2-3 に示した。 
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表 2.1.2-1 サイエンスデーにおける発表要旨 

タイトル Progress Report: 
The Impacts of Ocean Acidification on Marine Organisms and Ecosystem 

要旨 With the progress of global warming caused by anthropogenic CO2 
emissions into the atmosphere, ocean acidification due to absorption of 
atmospheric CO2 into the ocean has been pointed out.  The progressive 
acidification of oceans is expected to have serious impact especially on shallow 
water organisms with calcareous skeleton.  

In Japan, effects of ocean acidification on marine species level as well as 
ecosystem level have been studied over two decades.  At the species level, the 
effects of CO2 on growth and survivorship have become clearer from exposure 
experiments with animals, such as sea urchins, copepods, gastropods and 
fishes, to the high CO2 environment.  For the impacts on the ecosystem, an 
ecosystem model for impact assessment of CO2 is being developed based on the 
monitoring data of physical and chemical parameters, biomass and food chain 
information, and parameters of environmental effects obtained from CO2 
exposure experiments in a laboratory. 

Through these researches, scientific knowledge regarding the impacts of 
ocean acidification on marine organisms has gradually increased.  A large 
number of data will be necessary for better understanding of effects of high 
CO2 on marine organisms and to develop reliable model.  With a continuous 
effort to collect scientific data from marine environment, the impacts of ocean 
acidification on marine environment would be understood further. 

 

 

表 2.1.2-2 サイエンスデーにおける発表スライドの構成 

 大分類 詳細 Page

1 Title  1 
2 Topics  2 
3 

Mechanism of Ocean Acidification 

• Increased CO2 Level 
• Global Carbon Cycle 
• CO2 Status in the Sea Water 
• Observation results and Prediction 

results on Ocean Acidification 
• Summary 

3 
4 
5 
6,7 
 
8 

4 

Impacts of Ocean Acidification 

• Laboratory Experiments on the 
Impacts for Species Level 

• Evaluation of Impacts by Ecosystem 
Model 

• Impact Assessment Methodology 

9-19 
 
20-22
 
23 

5 Challenges for the future  24-25
6 summary  26-28
7 back cover  29 
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表 2.1.2-3 サイエンスデーにおける発表スライドと内容（1） 

No スライド 内容 

1 

 

 

2 

 

Today I’d like to give you information about, first, mechanism 
of ocean acidification, which might be too much repeated for 
you but I just want to briefly let you know the mechanism for 
that. And then, what happens to organisms living in the ocean 
if such ocean acidification happens. And I would like to give 
some information for the future challenge for the research 
about this topic. 

3 

 

As you know, global increases of atmospheric concentration of 
carbon dioxide is very rapid recently. The level of CO2 was 
stable in the past 10000 years. 

But its jumping up very recently. This level has never been 
experienced even in geological period of time. And now we are 
expecting to go even here or outside of this green line. 

4 

 

And these high increases of CO2 is very largely mitigated by 
the ocean. Because a huge amount of CO2 is now absorbed by 
the ocean. About 70% of anthropogenic CO2 created on the 
land will go to the atmosphere and absorbed by the ocean. 

I would like to say this is a dumping of the CO2 to the ocean 
through the atmosphere by the human activities. So it’s a big 
issue for the London Convention 

5 

 

Once the CO2 is absorbed and go to the ocean that will be 
dissolved in the sea water and make hydrogen ion in the sea 
water and that will cause the lowering of pH in the sea water 
or increase of … This phenomenon is called ocean 
acidification.  

Because there are a lot of marine organisms that have calcite 
skeletons that might be possible to impact on these animals. 
Also the higher concentration of hydrogen ion will (penetrate 
into the cells) of the organisms and that will impact the 
activities of cells itself. So, not only the pH but also the higher 
concentration of hydrogen ion is crucial for the life in the 
ocean. 
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TopicsTopics

� Mechanism of Ocean Acidification
• Increased CO

2
Level

• Global Carbon Cycle

• CO2 Status in the Sea Water

• Observation results and Prediction results on Ocean Acidification

� Impacts of Ocean Acidification
• Laboratory Experiments on the Impacts for Species Level

• Evaluation of Impacts by Ecosystem Model

• Impact Assessment Methodology

�Challenges for the future
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Progress Report:

The Impacts of Ocean Acidification 

on Marine Organisms and Ecosystem

Progress Report:Progress Report:

The Impacts of Ocean Acidification The Impacts of Ocean Acidification 

on Marine Organisms and Ecosystemon Marine Organisms and Ecosystem

Yoshihisa Shirayama Yoshihisa Shirayama 

Director and Professor, Director and Professor, 

Field Science Education and Research Center, Field Science Education and Research Center, 

Kyoto UniversityKyoto University
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表 2.1.2-3 サイエンスデーにおける発表スライドと内容（2） 

No スライド 内容 

6 

 

Not only as predicted, the reality of CO2 is coming to the 
ocean in the past the concentration of the partial pressure of 
CO2 is clearly increasing recently and pH is clearly 
decreasing recently. This tendency is continue with the 
increase of CO2 concentration in the atmosphere. So, going 
along with the increase of atmospheric CO2. The 
concentration of CO2 in the sea water is also increasing 
following the increase of the atmospheric CO2 concentration.

 

7 

 

Probably Dr. Ken Caldeira will tell you in detail. But in 
future, due to the atmospheric high concentration of CO2, our 
ocean’s pH will decrease maybe up to 0.7point, even in the 
deep sea the pH will decrease about 0.4unit. So, future ocean 
is acidic not only at the surface but also in the deep sea. 

However if you look at the scenarios, the most impact is in the 
surface ocean where the biological activities are much more 
active than in the deep sea. So our impact to the ocean is not 
ubiquitous but more severe at the surface of the ocean. 

8 

 

These increase of CO2 in the surface acidification of the ocean 
will certainly impact the marine organisms. And I would like 
to introduce you the recent result of research about these 
issues. 

9 

 

There are many aspect of the impact on the ocean. There are 
from the individual level to the ecosystem level. Also from the 
terms of the time may be very acute to the long-term impact to 
the ocean ecosystems. 

Due to the difference of these two factors, there are many 
strategies for the research on the future impact of the ocean 
acidification on the marine ecosystems. Of course, for short 
term we can do some experiment, but for the longer-term, its 
very difficult to carry out the experiment. The only way we 
can do is model and predict. 

And also, for the individual level, its easy to do the 
experiment. But for the ecosystem level, it’s very difficult to 
carry out the experiment. Again, this aspect can be done in 
the model or only through the field experiment. 

10 

 

There are several information exist for the impact of ocean 
acidification or increase of partial pressure of CO2 on the 
organisms. I would like to give you some information for that

 

 

 

I. Impact of high p CO2

Marine organisms are more sensitive than terrestrial 

organisms due to lower p CO2 of body fluid.

Case Studies:
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Impacts of CO2 on Marine OrganismsImpacts of CO2 on Marine Organisms

II. Impact of low pH
Species with calcium carbonate (CaCO3) exoskeleton are 

more sensitive.
Calcite    :  Coccolithophorid, Echinoderm (sea urchin etc.), Arthropod (shrimp, crab etc.)

Aragonite:  Corals, Pteropod
Calcite＋Aragonite: mollusk (shellfish)

�� Egg and larva of fishEgg and larva of fish

�� Fish growthFish growth

�� CopepodsCopepods

�� CoccolithophoridCoccolithophorid

�� Sea urchin larvaeSea urchin larvae

�� Sea urchin growthSea urchin growth

Case Studies: 
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Time Scale on the Biological Effects Time Scale on the Biological Effects 
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Summary of 

Ocean Acidification Mechanism

Summary of 

Ocean Acidification Mechanism

� The atmospheric CO2 concentration has increased since the 
Industrial Revolution.  

� The ocean is an important CO2 absorption source. 

� CO2 dissolution into marine water causes:
increase of H+ acidification (lowering pH)
increase of dissolved CO

2
increased pCO

2

� pH has decreased by about 0.1 since industrial revolution.

� ph estimated to decrease another  0.14~0.35 by the end 

of 21st century

� Potential impact on sea surface ecosystem by ocean 
acidification

Need of researches about biological 
impacts caused by elevated CO

2
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Prediction of Ocean AcidificationPrediction of Ocean Acidification

- Since industrial revolution, pH has decreased by about 0.1, and

estimated to decrease another 0.14~0.35 by the end of 21st century.

大気

海洋

大気

海洋

(Caldeira & Wickett, 2003)

Atmosphere

Ocean

- Potential impact on sea surface ecosystem by ocean acidification.

Carol & Timothy (1995) : 
Biological Oceanography: An 

Introduction 
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Observation of pCO
2

and pHObservation of pCO
2

and pH
CO2 level: at seas off Japan

(by Japan Meteorological Agency)

CO2 level in sea surface water is 
lower than in atmosphere and it 
increases generally at the same 
rate as in atmosphere.

Observation results show 
increase of oceanic pCO

2
and 

decrease of pH.
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表 2.1.2-3 サイエンスデーにおける発表スライドと内容（3） 

No スライド 内容 

11 

 

 

12 

 

First, the impact of higher concentration of CO2 that will 
certainly have an acute impact on the larvae or egg of fish. 
Very interestingly, the same pH but (if it’s) made using CO2 
and using the hydrochloric acid is different. 

The higher concentration of CO2 will make much higher 
mortality compared to the lower pH made by hydrochloric 
acid. Not only the pH or the higher concentration of hydrogen 
ion, but also higher concentration of bicarbonate ion will be 
harmful for the organisms. 

13 

 

With much lower level of concentration of CO2, there will be 
the impact on the growth of fish. The higher concentration 
will decrease the growth of this Sillago japonica, which is 
called “KISU” in Japan. 

 

14 

 

The impact is different from species to species or the group of 
animals. If you compare the left side which is the small 
copepod –marine plankton and the right side is fish. We are 
comparing the acute impact made by very high concentration 
of CO2. 

The fish has ability to adopt to increased concentration of 
CO2, so their mortality is much lower compared to a very high 
mortality of copepods here. At the same level, almost all 
copepods will die whereas, fish could adopt to the higher 
concentration of CO2. 

 

15 
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II.   Impact of Low pHII.   Impact of Low pH
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I-3:     Acute Effect on CopepodsI-3:     Acute Effect on Copepods

Calanus pacificus

Metridia pacifica

Neocalanus cristatus

Paraeuchaeta birostrata

Heterostylites major

Gaidius variabillis

Euchaeta marina

Deep-living copepods

Surface copepods (large)

Pleurom amma spp.

Surface copepods (sm all)

Surface copepods

Exposure time (h)

L
C
5
0
(p
C
O

2
µ
a
tm

)

Paralichthys olivaceus (egg )

Euthynnus affinis (egg)

Pagrus major (egg-cleavage)

P. major (egg-embryo)

P. major (larva-preflex ion)

P. major (larva-flex ion)

P. major (larva-postflex ion)

P. major (juvenile)

Sillago japonica (egg-cleavage)

S. japonica (larva- flexion)

S. japonica (egg- embryo)

S. japonica (larva-preflexion)

S. japonica (larva- postflexion)

Exposure time (h)

L
C

5
0
(p
C
O

2
µ
at
m
)

LC50 of pCO2 on copepods (left) and fishes (right)

� Copepods are more sensitive to the higher pCO2 compared 

with fishes.

For many of marine organisms, half lethal concentration(LC50) of pCO2 at 
24 hrs exposure are more than several ten thousands μatm.

Acute Lethality of High CO
2

Concentration

(These lines were extrapolated based on the experimental data )
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I-2:   Chronic Effect on the Growth of FishI-2:   Chronic Effect on the Growth of Fish

(Kita et al., unpublished)

Growth of young Sillago japonica

under sublethal CO2 concentration.

●: Control (380matm, pH 8.05)

●: Extreme CO
2
(4,000matm, pH 7.32)

●: Extreme CO2 (7,000matm, pH 7.04)

● :  Extreme CO
2

(12,000matm, pH 6.82)

Bars represent SD.

Sillago japonica

Higher CO
2

concentration caused more growth 

inhibition.
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I-1:   Acute Effect on Egg and Larva of FishI-1:   Acute Effect on Egg and Larva of Fish

Parameter
Condition A Condition B

CO
2 

(5%) Acid (HCl) CO
2 

(10%) Acid (HCl)

pH 6.16 6.19 5.86 5.87

pCO
2 (kPa) 4.95 0.037 9.9 0.037

At the same pH level, CO
2
caused more impact on mortality than HCl.

embryo

larva

(Kikkawa et al., 2004)

Comparison of mortality of embryo and larva at lower pH adjusted by CO
2

or HCl.
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I.    Impact of high pCO2
I.    Impact of high pCO2
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表 2.1.2-3 サイエンスデーにおける発表スライドと内容（4） 

No スライド 内容 

16 

 

There are several works using pH as a “merkmal” for the 
impact. One was done for the phytoplankton by Riebesell et al. 
in 2000. There was very clear decrease in the calcification rate 
of coccolithoporids in the higher concentration of CO2. If you 
look at the shell formation of coccolithohorid, in the current 
condition they make beautiful calcareous shells but in the 
higher concentration of CO2, their shell formation was 
inhibited and they could make very poor shells. 

 

17 

 

If you look at sea urchins, which has very delicate larvae with 
the calcareous skeleton. If you grow it in the intact condition, 
they make very long arms.  

Whereas, at the increase of 500ppm which is about 880ppm, 
their arm becomes shorter significantly. In the very extreme 
condition, 10000ppm, they are just a ball without any 
formation of the skeleton. 

 

18 

 

Impact is not only to the larvae but also to the adults of the 
sea urchins. If we keep them in the little bit higher level of 
CO2 concentration, which is 200ppm higher than now, it 
certainly will reach around this concentration within this 
century. Even in this concentration, very low increase of CO2 
concentration, sea urchin survival is much lower than control 
or the growth of sea urchins is significant lower than in the 
controlled condition. So the animals which have calcareous 
shell is very sensitive to the increase of CO2 concentration of 
the atmosphere. 

 

19 

 

 

20 

 

These are only from the experimental research for short-term 
and single species. Now we are trying to do some ecosystem 
models too. I won’t get into too much details, but if you look 
at impact studies... Some part of the biological pumps created 
to the increase of mortality of the mid-water plankton. These 
groups will increase the flux of the materials between these 
components. But the model is still not very sophisticated 
enough. Probably we will need much more information to 
predict future precisely. 
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Development of Marine Ecosystem ModelDevelopment of Marine Ecosystem Model

Surface Ecosystem Deep-sea Ecosystem

Bacteria

Detritus

Dissolved Organic Matter

Heteroflagellates

Micrograzers

Omnivorous

Carnivorous

Carbonates

Respiration

Feeding Feeding

Feeding

Feeding

FeedingFeeding

Mortality
Egestion

Mortality
Egestion

Uptake

Uptake

Mortality

Sinking

Sinking

Degradation

• Research on compartments (understanding of food web 
structure)

• Research on parameters (impacts of pH or pCO
2

on 
intake, growth, respiration etc. )
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Summary: Biological Impact ResearchSummary: Biological Impact Research

� Impact of low pH:
Organisms with calcium carbonate exoskeleton are more 
sensitive.

– Experiments on coccolithophorid and sea urchin

� Impact of high pCO2:
Marine organisms are more sensitive than terrestrial 
organisms due to lower pCO

2
of body fluid.

– Experiments on fish and copepods

•Need for various researches covering levels from 
individual to ecosystem and short term and long term in 

order to better understand biological impact

•Need for assessment using models as well as 

experiments
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II-3:    Effect on Sea Urchin GrowthII-3:    Effect on Sea Urchin Growth

Experiment of chronic effects on the growth of sea urchins 

at 560ppm (current CO2 level + 200ppm)

Decreased survival rate and growth rate.

Survival Rate Growth Rate
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II-2:    Effect on Sea Urchin Larvae II-2:    Effect on Sea Urchin Larvae 

380µatm(Control)

(Kurihara et al., 2004)

Anomalies of skeleton development on pluteus larvae

Δ500µatm Δ10,000µatm

Extreme CasePresent State CO2 Elevation Case

(Riebesell et al., 2000)
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II-1:    Effect on CoccolithophoridII-1:    Effect on Coccolithophorid

Inhibition of the calcification on Emiliania huxleyi (○) 

and Gephyrocapsa oceanica (□).
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表 2.1.2-3 サイエンスデーにおける発表スライドと内容（5） 

No スライド 内容 

21 

 

We are trying to do some more experimental research using 
parameters other than growth or death. For example, we are 
measuring the concentration of ATP, which is an indicator of 
cell activities. If you cultured the animals in the higher 
concentration (of CO2), ATP content of the animals will 
decrease. 

 

22 

 

So there are variety of experimental information about the 
impact of higher concentration of CO2 or ocean acidification 
on the marine organisms right now. We are trying to do 
laboratory experiment. But also there are several more trials 
to understand future ocean acidification on marine 
ecosystems. 

 

23 

 

For example, we are using natural analogues. There are 
several places where pure CO2 is coming from the geological 
settings. Its similar to the leakage of CO2 which is stored in 
the geological formations. Or we are trying to do the benthic 
chamber experiment. Which will go to the ocean bottom and 
increase the concentration of CO2 in the sediment and we try 
to figure out what happens on the benthic ecosystems in the 
higher concentration of CO2. We are even trying to do some 
pelagic chamber experiment which is trying to do the same 
experiment but not for the benthic organisms but for the 
mid-ocean pelagic ecosystems. 

And all these experiments are in very trial situation. But all 
these information should contribute to the better 
understanding for the future of the ocean. Not only to the 
pelagic ecosystems but also to the benthic ecosystems. 

24 

 

Based on these information, we are trying to understand 
guardrail line(?) or how we can accept the difference of future 
CO2 concentration. 

There are so-called PNEC (predicted no effect concentration). 
We are trying to figure out this value based on the 
information we do have now. But for setting this value of 
PNEC, there are some key issues we have to consider. And the 
point is listed here – “The assessment factor”.  

25 

 

There are several discussions or there are several guidelines 
on how to determine or how to set the assessment factors. 
That will influence PNEC concentration may be in the order 
scale. So we need more information, more precise variety of 
data, and try to decrease the assessment factor as small as 
possible and predict the PNEC value more precise. 

 

 

22 May 2008 LC/SG31: Science Day 

Presentation No.3

25

Development of Method

for Acidification Impact Assessment

Development of Method

for Acidification Impact Assessment

� Application of toxicity assessment method

Ecol.Toxicity Data Data gathering and testing

SIDS* initial Assessment

Other information

than SIDS Field data
Criterion for

field use
PNEC for General 

Assessment

Chronic data for
more than 5 species extrapolation

PNEC for Detailed 

Assessment

Toxic data for
Other organ isms

Assessment factor
PNEC for Initial 

Assessment

Additional test

QSAR method

*SIDS（Screening Information Data Set ）:
limited to algae, Daphnia, and fishes.

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

QSAR：Qualitative Structure Activity Relationships

No

In situ Enclosure Exp.
Acute Effect Test

Molluscs, Echinoderm, Arthropod, Fish

Δ200μatm

QSAR

Example of an assessment procedure (OECD)

Yes

2000μatm
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Setting the PNEC for CO2
Setting the PNEC for CO2

lo
g
(Δ

p
C
O

2
)

short long 

High

Low

PNEC=NOEC ×AF**

Predicted No Effect Concentration (PNEC) can be set by 

applying Assessment Factor (AF) to the values of No Observed 

Effect Concentration (NOEC) resulted from acute toxicity tests 

of CO2 on test species.

99.9% Survival of Test Species

NOEC* to Test Species

PNEC*** for Aquatic Organisms

50% Survival of Test Species

**AF: Assessment Factor

* NOEC: No Observed 

Effect Concentration

*** PNEC: Predicted No 

Effect Concentration

Log (exposure period)

Acute Chronic
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Development of Validation Method 

for Impact Assessment

Development of Validation Method 

for Impact Assessment

1. Laboratory Experiment

2. Natural Analogue Study

3. Benthic Chamber

4. Pelagic Chamber

NW Eifuku Volcano 
(Mariana Arc)

Wakamiko Caldera
(Kagoshima bay)

Hatoma & Yonaguni 
Knolls  (Okinawa 
Trough)

Example: Egg & Larva

250L Chamber

Circulating 

PumpInjection Pump 

for high CO2 sea 

water

Detection tools
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Summary: Impact Research on Marine EcosystemSummary: Impact Research on Marine Ecosystem

• Not easy to understand impacts on ecosystem by experiments.

• Model to simulate ecosystem impacts under development.

– Global model including surface to deep sea

• Understanding of marine environment is necessary for the development 
of ecosystem model.

– Conducting a long term observation of physical and chemical environment, 
marine organisms and biomass at sea

– Improving the model with field data related to the food web structure and 
settling particles

• Parameters of acidification impacts for each main species are necessary.

– Parameterization of impacts of acidification (low pH) and high pCO2 on 
respiration rate based on experiments

– Difficulty in modeling reproduction impacts

• Validation of impact assessment and model prediction

• Development of impact assessment methods (evaluation 
criteria)
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Research on Compartments and 

Parameters of Ecosystem 

Research on Compartments and 

Parameters of Ecosystem 

Research on Compartments Research on Parameters
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Carnivorous copepods

Jelly Fish

Setting compartment structure 
based on the food web of marine 
organisms

・Considering methods for measuring CO
2

impact on Electron Transport System (ETS) 

activity and ATP level of marine organisms 

using Copepods (Metridia)
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26 

 

Anyway, on the summary of the result of our information 
about ocean acidification is something very crucial. If the pH 
changed in the same rate as now, the marine ecosystem will be 
severely impacted in the future. Especially in the surface of 
the ocean where the most biological activities are 
concentrated. 

 

27 

 

So what we have to do as an scientist for the future mitigation 
of ocean acidification. Of course we have to have more precise 
information about the impact on marine organisms based on 
the very long term experiment. 

 

28 

 

We are doing over two years experiment now. We can show you 
some information if you want.  

Also we need to carry out ecosystem level studies. 

We want to have much more precise models to predict the 
future of the ocean based on different CO2 concentration 
level. 

We would like to emphasize that to evaluate the prediction of 
the model, we need the field observations in addition to the 
experiment. 

29 

 

 

 

22 May 2008 LC/SG31: Science Day 

Presentation No.3

29

Thank you for your attentionThank you for your attentionThank you for your attention
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Challenges for the futureChallenges for the future

• Understanding long-term impact on marine 
organisms.

• Understanding impact on marine ecosystem.

–Prediction of CO2
impact using 

ecosystem model

• Evaluation of prediction through field 
observation.
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Summary of Research on 
Acidification Impact

Summary of Research on 

Acidification Impact

• Need for various researches covering levels from 

individual to ecosystem and short term and long 

term in order to better understand biological impact

• Species level research:

Understanding impact of acidification at the 

individual level by exposure experiments with various 

organisms to the high CO
2

environment

• Ecosystem level research: 

Developing prediction method using ecosystem 

model

22 May 2008 LC/SG31: Science Day 

Presentation No.3

26

Summary of Ocean AcidificationSummary of Ocean Acidification

�The atmospheric CO2 concentration has increased 

since the Industrial Revolution.  

�The ocean is an important CO2 absorption source. 

�Dissolution of CO
2

into sea water causes change in 
the marine environment

Increased hydrogen ion          Acidification

Increased dissolved CO2 Increased pCO2

� Since Industrial Revolution, pH has decreased by 
about 0.1, and estimated to decrease another 
0.14~0.35 by the end of 21st century

� Potential impact on sea surface ecosystem by 
ocean acidification
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（３）サイエンスデーにおける情報収集 

サイエンスデーは、科学会合開催期間中の木曜日午後の時間帯が事務局の議事録編集作

業に当たるため、会合は休会とされていたが、この時間を有効利用すべく、開催されるこ

とになった経緯がある。このため、サイエンスデーの出席は任意であり、希望者による勉

強会としての性質を持つものである。このため、サイエンスデーは、テーマを決めた関係

者によるプレゼンテーションと質疑応答であり、その内容を科学会合の議事録には記録さ

れない。 

SG30 会合時におけるテーマは、「温暖化と酸性化」という注目度の高い話題であり、さ

らに、事務局から海洋肥沃化やモニタリングへの議論を促すアナウンスが発信されていた。

この論点は、SG31 の正式議題として取り上げられており、実質的議論の終了後にサイエ

ンスデーが開催されることとなった。なお、本来の SG として議事が押していた関係で、

サイエンスデーの開始予定 14:30 が 16:00 にずれ込み、6 名の発表をこなしきれずに 4 名

で打ち切りとなった。一方で、本来は任意参加であるのだが、議事の延長のため、多くの会

合参加者が会場に残っており、40 名以上の聴衆というのは例年になく多い参加者であった。 

主な発表では、スタンフォード大学の Cardelira 氏とマイン大学の Chai 氏は、それぞ

れ UNESCO-IOC と PICES/SOLAS の代表として出席し、鉄散布実験を擁護する立場での

発表と感じた。また、Caldeira 氏の発表は、まさに海洋隔離に触れるものであったが、目

立った聴衆の反応はなかった。ただし、時間不足で質疑に十分な時間が取れなかったこと

も要因と思われた。 

また、次回のサイエンスデーの候補テーマとして以下の二つが提案された。 

a. Dredged material （浚渫土砂） 

b. CO2 モニタリング（我が国はこちらを希望する旨、発言した） 

 

以下にサイエンスデーの 6 つの発表の概要を示す。 

１）In Dead Water: Merging of Climate Change with Pollution, Over-Harvest, and 

Infestation in the World's Fishing Ground  ( Dr. Ellik Adler : UNEP) 

気候変動、海洋汚染と沿岸開発、持続可能でない漁業、海洋酸性化により、海が疲

弊している実態を紹介。発表内容は当日配布された刊行物に準じていた。 

（http://www.unep.org/pdf/InDeadWater_LR.pdf）。 

２）Progress Report: The Impacts of Ocean Acidification on Marine Organisms and 

Ecosystem (Dr. Shirayama, Japan) 

アメリカから、100 年を超える影響予測をどのように進めようと考えているのか、

との質問。たとえば、ある大気中 CO2濃度の時に、特定の生物が半減する期間を実

験的に明らかにし、このデータをもとに大気中 CO2濃度の変化に対応して生物の増

減をモデルで予測するなどの方法があると回答。 
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３）An Overview of Ocean Carbon Storage Options (Ken Caldeira, USA) 

発表は、大気中 CO2濃度の変化から始まり、海洋酸性化の予測結果、数百万年前の

大気中 CO2 濃度の減少と生物との関係を説明。次に、現在の高 CO2 濃度の対処方

法として“大気へそのまま出すか、深海貯留か、それとも GPI の提唱する CO2生

産のない社会が実現できるのか”と問題提起。海洋貯留法としては、中層溶解希釈、

海底貯留、海洋滋養の 3 種類について解説。なお、事前に公表されていた発表タイ

トルから Risk＆Benefit の文字が削除されていた。 

４）Modeling the Ecosystem Responses and Carbon Cycle to Iron Fertilization in the 

Equatorial Pacific (Prof. Fei CHAI, USA) 

鉄散布実験の解説。これには今回問題となっていたガラパゴス沖の鉄散布実験につ

いても紹介。過去の鉄散布実験に係る日本の研究を称賛。鉄散布実験による環境リ

スクを避け、鉄散布実験による効果を把握するためには、過去のデータをもとにし

た数値モデルによる解析が重要とのこと。 

なお、以下の 2 件は時間の都合で中止となった。 

５）Fertilization of the Open Ocean: Response to LC.LP Statement of Concern and 

Potential Benefits and Impacts of Ocean Fertilization (Mark Dahl, Canada) 

６）Jurisdiction of the potential ocean fertilization areas (Dr. Gi-Hoon Hong, Korea) 

 

 

２．１．２－４ ロンドン条約における海洋肥沃化実験に関する議論の動向の概要 

 

 本節では、ロンドン条約における海洋肥沃化実験に関する議論の動向の概要を示し、詳

細は 2.2 節に記載した。 

 

（１）動向調査の目的 

ロンドン条約締約国会合における「海洋肥沃化」に関する議論は、米国企業がガラパゴ

ス諸島沖で計画する「鉄散布」（Iron fertilization：植物プランクトン増殖目的）による

CO2固定事業に対して、LC/LP（締約国会合）が懸念表明（2007 年 7 月 13 日）を出した

ことがきっかけであり、鉄散布に限らず海洋肥沃化全般をテーマとして議論が行われてい

る（議長国は英国）。この海洋肥沃化に係る議論は、海洋隔離に大きく関連する論点（以下）

を内在している。 

①海洋施肥は、「単なる処分の目的」以外の目的で行われる点から、条約の規制対象外とも

考えられるが、にも関わらず、そのような行為に係る規制を検討しようとしていること。 

②「科学的研究の扱い」という論点を含むこと。 

③「実験の規模」がひとつの論点となっていること。 
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（２）ロンドン条約における動向の概要 

１）SG30（科学会合；補助機関、2007 年 6 月）における動向 

CO2 の海洋固定と CER 取得を目指す米国企業がエクアドル沖海域で予定する鉄散

布の商業規模実験につき、グリーンピース（GPI）と国際自然保護連合（IUCN）

が、LC/LP の規制枠組みとの整理等を求める文書を提出した。 

我が国を含む参加者が、当該行為に係る種々の懸念を表明し、SG30 は当該行為に

係る“Statement of Concern”を作成、翌 7 月には報道発表を行い、関連国際機関

および締約国に対しても周知した。 

２）LP2/LC29（締約国会合、2007 年 11 月）における動向 

上記“Statement of Concern”を endorse し、また、鉄散布のみならず海洋肥沃化

全体を検討対象とすることに合意。さらに、当該行為に関する科学的・法的双方の

検討の必要性を認め、法的会期間連絡グループ(LICG)を設立した。 

 

（３）SG31（科学会合；補助機関、2008 年 5 月）における議論の結果 

海洋肥沃化の温暖化対策としての CO2 固定効果および海洋環境への影響に係る科学的

な見解の集約が試みられた。この結果、温暖化対策のための海洋肥沃化は、その効果や海

洋環境影響に関する知見が不十分であり、一定規模の事業については何らかの管理が必要

であるが、漁業生産目的や小規模研究を含めた包括的規制の必要はなく、それは現実的に

困難との認識を共有した。 

また、「海洋肥沃化は条約および議定書の目的（海洋汚染の防止）に反するか」という

点につき、SG31 は、当該行為が「投棄」又は「配置」のいずれかに該当するかという判

断は行わず、海洋環境への影響可能性のある行為が、条約および議定書の目的に反する、

という見解を示した。 

「大規模」な海洋肥沃化の定義につき SG31 は結論を出せず、空間スケールだけでなく、

栄養塩の投入量等の他の評価項目も考慮が必要と結論した。 

海洋肥沃化目的の物質が、議定書（条約）の附属書でいう投棄を検討できる物質等に該当

するかどうかは、科学的観点からの検討の結果、例えば、鉄散布に用いられる鉄等の物質

は、不活性な地質学無機物質には当たらないこと、窒素およびリンは議定書の附属書 I

のどの項目も該当しないこと、深層水くみ上げについては情報不足で判断できないこと等、

議定書の付属書 I にはどれにも該当しない可能性があると結論した。 

 

（４）LP3/LC30（締約国会合、2008 年 10 月）における議論の結果 

LICG（法的会期間連絡グループ）の報告およびそれまでの議論から、海洋肥沃化を LC

および LP 下で規制することに総意ありと総括され、作業部会で何をどう規制すべきかが

検討された。 
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この結果、海洋肥沃化は、合法的かつ科学的な試験を除いて現時点では禁止が適当であ

り、科学的な試験はケースバイケースで LC/LP 下の評価指針による事前評価が適当と認

識された。同趣旨に適切な間隔で見直すことを含め、拘束力のない決議 LC-LP.1（2008）

が採択された。 

 

 

２．１．２－５ 海洋隔離海洋実験に関する考察の概要 

 

本節では、海洋隔離海洋実験に関する考察の概要を記載した。詳細な内容については、

2.3.2 節に示した。 

 

海洋肥沃化に関する科学調査について検討が行われたが、法的には特殊な対応となった。

その背景として、ロンドン条約体制のほかに、生物多様性条約の影響が大きいと考えられ

る。特に、その第 9 回締約国会議決定 IX/16「生物多様性と気候変動」に海洋肥沃化活動

が取り上げられており、「沿岸水域で実施される小規模な科学調査研究を除いて」実施を差

し控えることが求められている。 

海洋投棄による影響に関する科学調査については、ロンドン条約 96 年議定書の第 14 条

が定めている。本来は、科学調査に関するこの規定が引用されないと、ロンドン条約・議

定書の下の合法性・正当性は確定できないが、合意文書ではこの規定は参照されていない。 

そこにおける法的論理構成は、以下のようにされている。 

①海洋肥沃化活動は、ロンドン条約・議定書の規制対象に含まれる 

②一般的な科学調査の位置づけについては触れない 

③鉄散布またはその他の物質の投入行為のうち、その効果の確認のための科学調査のみ

を取り扱う 

④条約・議定書の目的に反しないという前提要件に加えて、それらの調査を単なる投棄

ではなく配置にあたると見なすことによって、それらの調査はロンドン条約・議定書

の規制を受けないと認識する 

⑤したがって、その実施に関する手続きを検討し、定めることは条約・議定書に反しない 

⑥合法的・正当な科学調査であると判断するための要件を定める 

⑦条約・議定書の下で、その要件と手続きが定められるまでの間は各国が慎重に判断する 

なお、そこでは「合法的・正当な」科学調査研究という定め方になっているため、商業活

動と科学調査という分類に加えて「合法的・正当な」科学調査とそれ以外の科学調査とい

う分類があり得るのかという問題が生じる可能性がある。 

昨年のオーストラリア提案の延長上に、法的拘束力のある文書によって海洋肥沃化に関

する科学調査の法的位置づけを明白にすることが検討されている。 
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そのことが二酸化炭素の海洋貯留に与える影響としては、次の 3 方向が考えられる。

①肥沃化に倣い、二酸化炭素の海洋貯留に関する科学調査についても認められる、②ポジ

ティブリストの下での科学調査に関する一般的制度が確立される、③海洋貯留については、

科学調査を含めて認めないと明記される。 

日本以外の組織が二酸化炭素の海洋貯留を提案する可能性もあり、その場合に③に向かう

恐れがあるため、気候変動条約体制において有効な対策の一つとして認識されるよう広報活

動することが必要であるが、二酸化炭素の海洋貯留を直接規制しているのはロンドン条約体

制であるため、①および②へ向けての情報収集・分析と広報活動を重視する必要がある。 

 

 

２．１．２－６ ロンドン条約対応方針の検討の概要 

 

本節では、ロンドン条約対応方針の検討の概要を示し、詳細内容は 2.2.3 節に記載した。 

 

鉄散布実験に関する過去の事例として、ガラパゴス沖の鉄散布実験計画、ドイツ・イン

ドによる鉄散布実験、米国民間企業の活動を参考にし、また、海洋隔離プロジェクトおよび

小規模海洋実験を取り巻く状況を考慮して、ロンドン条約における海洋隔離小規模実験およ

び事業化に対する許可を得るための対応方針を検討した。ロンドン条約対応案の見直しのポ

イントを整理し、以下に示した。これらを考慮した事業化シナリオを図 2.1.2-2 に示した。 

 

①CO2生物影響に対する科学的知見を基にした理解の促進 

- 国内外の科学者・有識者の認知獲得において、海洋生物に対する影響実験成果に対

して、良い評価を得ることが必要。 

→閉鎖系システムによる海洋生物の CO2曝露実験の実施と成果の公表を継続 

②ロンドン条約において海洋実験（海洋肥沃化）に対する見解が示されたこと 

- リスクアセスメント報告書のコンテンツが議論されている 

→海洋隔離に置き換えた場合の規制の解釈と、それに基づく研究開発項目の見直しが

必要 ･･･ ただし、現時点では CO2-WAG と同様のため、大幅な変更は不要  

- ケースバイケースの判断であるが、合法的かつ科学的実験は可能 

→科学的実験の提案と実施 

- 海洋 PJ で考えている実験は、事業化への意図が内在しているため、このステップ

に移るときに、大きなハードル/壁が存在する 

③海洋隔離の必要性の認識向上が必要 

- 現状では「海洋隔離は禁止」が主流である。海洋隔離への期待、必要性に関して機

が熟していない 
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- 現フェーズでの個々の研究成果に対する科学者・有識者の認知獲得は、時間がかか

るが可能である。地道な研究および情報発信活動が必要 

- ただし、日本以外の国が、海洋隔離実験を提案する場合には注意が必要 

 

 

 

図 2.1.2-2 海洋隔離事業化に向けたロンドン条約クリアーのためのシナリオ 
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２．１．３ 国際ネットワーク構築活動 

 

２．１．３－１ 国際ネットワーク構築活動の経緯と目的 

 

H18 年度までのプロジェクトや前回中間評価において、国際ネットワークの構築は懸案

になっており、H19 年度からの継続フェーズでも海洋隔離の理解促進と国際ネットワーク

構築は重要課題の一つである。継続フェーズでは、当初目標として H19 年度に理解促進と

海外研究機関の動向調査を開始し、H23 年度には、Web サイト整備と海外との情報交換を

目標としていた。ところが、2007 年 6 月 28 日付けで、OSPAR 条約は、CO2 海洋隔離を

禁止する決議を採択し、これがロンドン条約の場へも波及し、CO2 海洋隔離の禁止を提案

される可能性が高まった。このため、禁止に関する提案成立を阻止すべくロンドン条約対

応に係わる調査を強化するよう、当初計画を変更する必要が生じた。その後、懸念された

事態は生じなかったが、ロンドン条約における海洋隔離の海洋実験や事業化のためには、

ロンドン条約等での禁止提案の阻止のみならず、海洋隔離の認知活動として、①科学者に

対して海洋隔離の正確なイメージの提供が必要、②国際的に働きかけるには国内のコンセ

ンサス作りが必要、③理解促進では非科学的有識者へのコミュニケーションが重要、④科

学者会合に備えて国内での理解促進の“タイトルマッチ”が必要、⑤研究成果が国際的に

どの程度通用するのか海外研究者の意見を聞くべき、との意見が高まった。これらを受け、

国際連携検討ワーキンググループにおいて、国際ネットワーク構築と PO に関する活動を

推進することとなった。主な活動案として、以下の 4 項目が提案された。 

 

(1) 海外研究者との意見交換会（国内） 

(2) 海外研究者を含むミニシンポジウム（国内） 

(3) 海外で開催される国際学会等でのセッション提案 

(4) 海外で開催される国際学会等でのシンポジウム提案 

 

平成 19 年度より、海外の研究者に対する海洋隔離の認知を目指し、国際学会でのセッショ

ン提案や既存のセッションにおける発表参加を推進することを目標として活動を開始した。 
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２．１．３－２ 平成２０年度の国際学会等の対応状況 

 

平成 19 年度の国際連携ワーキンググループにおいて、セッション提案を受け付けてい

る二つの国際学会・会議（Oceans、WPGM）が提案された。また、セッション提案は出

来ないが、研究成果の発表が効果的であると思われる国際学会・会議（HighCO2World、

GHGT9、FM2009、PSI2009）への情報提供を推進した。以下に、該当する国際学会とセ

ッションを示した。 

 

表 2.1.3-1 平成 20 年度に対応した国際学会・シンポジウムの一覧 

 国際学会・シンポジウムにおける関連内容 

1 会議名：OCEANS'08 MTS/IEEE KOBE-TECHNO-OCEAN'08 Conference and 
Exhibition (OTO'08) 

開催日：2008 年 4 月８日～11 日 
開催地：神戸国際展示場（神戸） 
セッション名：Ocean Sequestration of Carbon Dioxide 

2 会議名：WPGM（Western Pacific Geophysic Meeting） 
開催日：2008 年 7 月 29 日～８月 1 日 
開催地：Cairns（Australia） 
セッション名：Purposeful CO2 Mitigation to Ocean Environment and 

Biogeochemical Approaches for its Evaluation  

3 会議名：The Second Symposium on The Ocean in a High-CO2 World 
開催日：2008 年 10 月 6 日～8 日 
開催地：モナコ海洋博物館（Monaco） 
セッション名：ポスターセッションのみ 

・Scenarios of ocean acidification  
・Effects of changes in seawater chemistry on nutrient and metal speciation 
・Ocean carbon system from deep-time to the present to the distant future 
・Paleo-chemistry 
・Mechanisms of calcification 
・Impacts on benthic and pelagic calcifiers  
・Physiological effects: From microbes to fish 
・Adaptation and (micro)evolution 
・Fisheries, food webs, and ecosystem impacts 
・Biogeochemical consequences and feedbacks to the Earth system 
・Economic consequences 
・CO2 disposal 

4 会議名：GHGT-9（9th International Conference on Greenhouse Gas Technologies） 
開催日：2008 年 11 月 16 日～20 日 
開催地：The Omni Shoreham Hotel （Washington DC） 
セッション名：Ocean Storage（口頭発表） 

5 会議名：AGU Fall Meeting 2008 
開催日：2008 年 12 月 16 日～20 日 
開催地：Moscone West and North Buildings （サンフランシスコ） 

セッション名：Carbon Storage in the Ocean（口頭発表およびポスター発表） 

6 会議名：Pacific Science Intercongress 2009 
開催日：2009 年 3 月 2 日～6 日 
開催地：Hilton Hotel （パペーテ、タヒチ） 
セッション名： 

① Ocean Acidification （口頭発表） 
② Response to ocean acidification and climate change（ポスター発表） 
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２．１．３－３ 平成２１年度に開催予定の国際学会等への対応 

 

平成 21 年度に開催が予定されている国際学会・会議として、国際連携検討ワーキング

グループにおいて 8th International Conference of Carbon Dioxide が提案された。また、

Goldschmidt Conference は、情報提供から要旨〆切日までの期間が短いことから各自の

判断で応募することとした。その他に、海洋隔離プロジェクトに関連する目的またはセッ

ションを有する国際学会等についても、研究動向調査の対象として、表 2.1.3-2 に一覧と

してまとめた。今後は海洋隔離プロジェクトの成果を効果的に提供するために、発表者の

呼びかけや、2009 年度のセッション提案に向けた戦略を検討する必要がある。 

 

表 2.1.3-2 平成 21 年度に計画または開催される国際学会・シンポジウムの一覧 

 国際学会・シンポジウムにおける関連内容 
 

1 
会議名：10th International Conference on Carbon Dioxide Utilization 
開催日：2009 年 5 月 17 日～21 日 
開催地：天津大学（天津、中国） 
セッション名: CO2 Capture, storage and sequestration 

 
2 

会議名：VISO Workshop 
開催日：2009 年 6 月 11 日～12 日 
開催地：Tromso（ノルウェー） 
セッション名: 未定（The European Seafloor Observatory NETwork (ESONET) and the 

European Multidisciplinary Seafloor Observation (EMSO) work together for long-term 
ocean monitoring in European Seas from the Arctic Ocean to the Black Sea in order to 
understand processes driven by global climate change. The interaction between the 
geosphere, biosphere, and hydrosphere, including natural hazards is of particular interest. 
While ESONET represents an organization capable of implementing and operating 
multidisciplinary demonstration missions, EMSO is responsible for the full implementation 
of observatories.） 

 
3 

会議名：Goldschmidt Conference 
開催日：2009 年 6 月 21 ～ 26 日 
開催地：Davos, Switzerland 
セッション名： ①Ocean Acidification: Past, Present and Future 
   ②Biogeochemistry and Biology of CO2 and pH Extremes 

 
4 

会議名：AGU Chapman Conference on the Biological Carbon Pump of the Oceans  
開催日：2009 年 9 月 1 ～ 4 日 
開催地：Brockenhurst, Hampshire, England 
セッション名：未定（目的：Our overall objective is to draw together the diverse scientific 

communities to develop a better understanding of the BCP, its effects on the global carbon 
cycle and its sensitivity to climate or environmental change.） 

 
5 
 

会議名：8th International Conference of Carbon Dioxide 
開催日：2009 年 9 月 13 – 19 日 
開催地：Jena, Germany 
セッション名： Future changes and carbon management 

 
6 

会議名：AGU Fall Meeting 2009 
開催日：2009 年 12 月 14 日～18 日 
開催地：Moscone West and North Buildings （サンフランシスコ） 
セッション名：Carbon Storage in the Ocean（口頭発表およびポスター発表） 

 
7 

会議名：Ocean Sciences Meeting 2010 
開催日：2010 年 2 月 22–26 日 
開催地：Portland, Oregon 
セッション名：海洋酸性化、生物プロセス、海洋モデル等 
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２．１．４ 理解促進基盤の整備の概要 

 

ホームページ等による海洋隔離関連情報の発信、情報交換の場の提供を目的とし、海洋

隔離に関する理解促進のための基盤整備を実施した。本年度も、引き続き HP の定期更新

を実施した。Web フォーラムについては、専用サーバーのインターネット上での公開が必

要であるため、次年度以降に費用および管理について検討の上で設置することになった。 
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２．２ 国際法・国内法の動向 

 

２．２．１ はじめに 

 

国際法・国内法の動向は、国際法としてはロンドン条約と OSPAR 条約を、国内法とし

ては海洋汚染防止法を主な対象として調査した。 

ロンドン条約では、96 年議定書が 2006 年 3 月 24 日に国際発効し、2007 年 2 月 10 日

には、CO2 海底下地層貯留に関わる 96 年議定書附属書Ⅰの改定が発効された。これらの

状況から、CO2 海洋隔離の国際的合意を得るには、ロンドン条約が極めて重要な場である

ことが明確になった。その一方で、ロンドン条約会合の場で「海洋隔離禁止」の発言や

OSPAR 条約での海洋隔離禁止の決議案採択など、予断を許さない状況が発生した。その

ため、平成 19 年度に、OSPAR 条約において海洋隔離禁止の決議に至った経緯を調査した。

さらに、この決議がロンドン条約に波及する可能性があったことから、CO2 海洋隔離を保

持継続できるよう我が国の取るべき対応策の検討を行い、2007 年の第 29 回ロンドン条約

会合に参加し、動向調査を実施してきた。しかし、この会合では想定された事態には至ら

ず、その後も動きが見られないことから、今後は引き続きロンドン条約の動向を調査する

とともに、着実な世論づくりに向けた対応が必要となってきた。しかしながら、CO2 海底

下地層貯留の議論がひと段落する一方で、海洋における大規模鉄散布実験の問題が新たに

浮上してきた。海洋隔離にとっては、大規模海洋実験の規制に関わる問題でもあり、その

動向如何により極めて厳しい状況へと進む可能性が想定されたことから、平成 20 年度は

「海洋肥沃化実験」に関わる動向に注視して調査を進めた。 

一方、国内法については、ロンドン条約 CO2-WAG を受け、2007 年 5 月 30 日に海洋汚

染防止法の改正が交付されたことから、ロンドン条約の動向と合わせて、平成 19 年度に

はどのような動きがあったのか、海洋隔離にとってはどのような意味をもっているのか等

について調査・検討を行い、平成 20 年度も引き続き動向に注意を払ってきた。また、ロ

ンドン条約 CO2-WAG に対応して、各国も国内法の整備を進めており、その動向について

も調査対象として進めた。 

本節の「国際法・国内法の動向」、2.3 節の「海外研究機関の動向」および 2.4 節の「国

際学会・シンポジウムの動向」の情報を用い、2.5 節においてロンドン条約における海洋

実験に関して考察し、ロンドン条約クリアーのための対処方針を検討した。 

 

 

２．２．２ CO2 海洋隔離に関わる国際法等の動向の概要 

 

本節では、CO2海洋隔離に関連する国際条約や国内法等を中心に国内外の状況を整理した。 
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表 2.2.2-1 は関連事項を年表形式で整理したものであり、それに関連する国際条約等の情

報の要点を記載した。 

 

表 2.2.2-1 国際法等における海洋隔離の関連事項の流れ 

      年月               主な関連事項 

1996/11 LC18 96 年議定書が採択 

1999/11 LC21 海洋隔離の法的・政策的・制度的面の検討を開始。 

2002/8 海洋 PJ フェーズ１国際共同実験中止。ノルウェー政府「ロンドン条
約・OSPAR 条約の見解が未定。対策技術としての国際的な認
知が必要」との見解。 

2004/6 OSPAR 「海洋隔離に関しては、船舶からの CO2投入の方法は、実験
を目的にする場合は条約の規定に従っていれば禁止されない
が、気候変動緩和や単なる投棄が目的の場合は禁止さる」と
の初期見解。 

2004/11 LC26 海洋環境での CO2隔離に関する WG を設置。地中隔離(海底
下地層貯留)の議論が先行して進められることになった。 

2005/5 SG28 「海底下地層貯留」の WG を設置。 

2005 IPCC CCS 特別報告書が発刊。 

2006/3  ロンドン条約「96 年議定書」が国際発効。 

2006/6 SG29 CO2-WAG の検討開始。 

2006/10 LC28 海底下地層貯留に関して 96 年議定書附属書Ⅰの改定を採択。
CO2-WAGの作成要請(実際は SG29より既に検討開始)。SG30
への CO2-WAG の TOR 策定時にドイツが「海洋隔離を容認す
べきでない」文言の挿入を提案。日本の削除要求により実現
せず。ただし、デンマークの意見として同種の表現が LC28
議事録に記載。 

2006/11 OSPAR  HOD（Heads of Delegation）はドイツに「CO2の水柱への
処分を除外するための提案作成」を要請。 

2007/2  附属書Ⅰの改定が発効。 

2007/5 SG30 海底下地層貯留に関する CO2-WAG の合意。 
海洋鉄散布実験について GPI&IUCN が意見書提出。SG30
会合は懸念声明、7/13 に報道発表。による関連国際機関・締
約国に対し周知(LC-.1/Circ.14)。 

2007/6 OSPAR 「水柱および海底面での CO2流貯留の禁止決議」が採択。 

2007/10 LC29 海洋隔離に関する動向はない。 
海洋肥沃化に関する WG が設置され議論。本会合において
SG31 に対する委任事項(TOR)が作成された。 

2008/5 SG31 サイエンスデー「海洋酸性化の生物影響」に関する情報提供 
海洋肥沃化に関する議論の結果「海洋環境への影響可能性の
ある行為が、条約および議定書の目的に反する」との見解。 

2008/5 CBD COP9。鉄散布は「沿岸域での小規模実験以外は原則認めるべ
きでない」と決定（IX/16）。事実上の一時停止。 

2008/11 LC30 海洋肥沃化に関する議論。LC および LP 下での規制に総意。 
「海洋肥沃化は、合法的かつ科学的な試験を除いて、現時点
では禁止が適当であり、科学的な試験はケースバイケースで
LC/LP 下の 評 価指 針 によ る 事前 評 価が 適 当と 認 識」
（LC-LP.1(2008)拘束力無し）が採択。 

2009/1  LOHAFEX 鉄散布実験開始（インド・ドイツの鉄散布実験）。 

2009/2 LC/SG-CO2 3rd,LP-CO2 2nd 
LOHAFEX の報告(リスク評価書の提出)。 
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（１）第 21 回ロンドン条約締約国会合（1999 年 11 月） 

1999 年 11 月の第 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。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。」

とされた。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。 

 

（２）OSPAR 委員会（2004 年 6 月） 

 2004 年 6 月、OSPAR（1992 Oslo and Paris Convention、北東大西洋海域を対象にし

たロンドン条約と同様の条約）の委員会がレイキャビクで開催され、OSPAR 海域におけ

る CO2 の投入に関する法学・言語学者グループによる検討が行われた。この場では、海洋

隔離に関しては、船舶からの CO2 投入の方法は、実験を目的にする場合は条約の規定に従

っておれば禁止されないが、気候変動緩和や単なる投棄が目的の場合は、禁止されるとの

初期見解が示された。その他、海域地中貯留の種々の方法について、OSPAR 条約の規定

に触れるか否かの初期見解が示された。この動きを受けて、ロンドン条約の場でも、主に

海域地中貯留の法的検討が始まった。 

 

（３）第 26 回ロンドン条約締約国会合（2004 年 11 月） 

2004 年 11 月の第 26 回締約国会合で、海洋環境での CO2 隔離に関して英国から、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。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。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

る必要がある。2005 年 3 月、この WG から、海域地中貯留の条約上の解釈に関する

Questionnaire が配布された。これに対する回答は 2005 年 8 月には 8カ国から寄せられた。 

 

（４）第 28 回ロンドン条約科学会合（2005 年 5 月） 

2005 年 5 月に開催された第 28 回ロンドン条約科学者会合では、「海底下地質構造への

CO2 隔離」ワーキンググループが開催され、海域地中貯留のベネフィットとリスクについ

て議論が行われた。そのワーキンググループの報告書では、海洋隔離にとっても有用な考

え方が見られた。また、海洋隔離技術の開発で得られる海洋環境影響評価の知見が、海域

地中貯留から期待されていることが分かった。 
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（５）第 27 回ロンドン条約締約国会合（2005 年 10 月） 

 2005 年 10 月に開催された第 27 回ロンドン条約締約国会合では、「CO2 海底下地中貯留

に関する WG」が設立され、技術的事項としては主に「リスクアセスメントの枠組み」が、

法的事項（条約解釈）としては主に「CO2 海底下地中貯留の LC および LP との整合性」

について議論された。前者については、上記の科学者会合からの報告書にある結論と提案

が承認された。後者については、2005 年 8 月にまとめられた Questionnaire への回答を

統合して分析された結果が英国から報告され、本 WG の報告書がまとめられた。結論とし

て、EOR での CO2利用、海洋構造物での通常運用の一部又は海底下の鉱物資源探索に関

連した CO2 廃棄や貯蔵では、海底下の CO2 地中貯留は容認できることに合意できるとさ

れた。しかし、種々の課題については合意に至らなかった。そのため、7 項目が締約国会

合の本会議（Consultative Meeting）へ勧告され、本会議は 7 つの提案を承認し、2006

年 4 月に「CO2 貯留に関する CM 法律および付随課題を取扱う作業グループ会合」の開催

を確認した。以上の動きは海域地中貯留に関するものであるが、いよいよロンドン条約の

場における CO2 の取り扱いが大詰めに来ていることが分かる。引いては、海洋隔離の国際

的合意にとっても、その道筋が明らかになってくると思われる。なお、7 項目の勧告の概

要は以下の通りである。 

＜本会議で承認された 7 項目の勧告＞ 

 １．海底下地中貯留が気候変動と海洋酸性化の対策の一つとして重要と認識すること 

 ２．LC および LP が海底下地中貯留の海洋への影響に取り組むための適切な条約で 

あることに合意すること 

 ３．LC および LP を海底下地中貯留へどのように適用するかには様々な解釈がある 

ことを認識すること 

 ４．LC や LP の検討を含め、海底下地中貯留の促進または規制のためのオプションの

検討をおこなうことが望ましいと決定すること 

 ５．「CO2 貯留に関する CM 法律とそれに付随する問題を扱う作業グループ会合」を

召集し、次回会合へ報告すること 

 ６．上記会合開催に先立って、可能な選択肢やその意義に関する初期的提案の提出を

締約国とオブザーバーへ要請すること 

 ７．次回第 28 回締約国会合において、海底下地中貯留を LC および LP の下で促進又

は規制する最良の方法を検討することを決定すること 

 

（６）第 29 回ロンドン条約科学会合（2006 年 6 月） 

2006 年 6 月に開催された第 29 回ロンドン条約科学会合において、我が国は、この段階

では議定書を締結していないものの、4 月の二酸化炭素海底下地中貯留に係る会期間会合

の成果を評価するとともに、基本的に、CO2 を議定書の附属書Ⅰのリバースリストに載せ
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る改定を支持する旨の表明をした。 

また、議場では、米国起草による CO2-WAG ドラフトが配布され、WG ではパラグラフ

ごとの検討が行われた。会合と並行して、各国が分担して各章を直し、現段階での案をま

とめた。 

 

（７）第 28 回ロンドン条約締約国会合（2006 年 10 月） 

 2006 年 10 月に開催された第 28 回ロンドン条約締約国会合・第１回議定書締約国会合

において、「CO2 の海底下地層貯留をリバースリストに追加する」という附属書Ⅰの改定

案についてオーストラリア他から正式に提出された。投票による採決で、賛成 12 カ国、

保留 5 カ国となり、規定による改訂条件が満たされ採択された。この改正は、規定により

採択から 100 日後の 2007 年 2 月に発行された。国内では、平成 19 年 3 月 9 日開催の閣

議で「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法）」改正案が閣議決

定され、第 166 回国会に提出される見込みとなった。 

 

（８）第 30 回ロンドン条約科学会合（2007 年 5 月） 

2007 年 5 月に開催されたロンドン条約科学会合（SG30）においては、2006 年から締約

国会議等で検討されてきた「二酸化炭素流の海底下地層への処分の評価のための特定ガイ

ドライン」（CO2-WAG）についての科学者グループ会合としての成案が得られ、実質的に

内容が確定した。ただし、許可発給の報告様式や国境を跨ぐ事業の扱いについては、保留

事項となった。 

 

（９）第 29 回ロンドン条約締約国会合（2007 年 11 月） 

2007 年 11 月に開催された第 29 回ロンドン条約締約国会合・第 2 回議定書締約国会合

では、海洋隔離に関連する議題として、以下の議論が行われた。 

１）二酸化炭素に関する個別廃棄物評価ガイドライン（CO2-WAG）作成 

SG30 において合意された CO2-WAG 案の採択について検討された。同案に対しては、

CO2-WAG の見直し規定の追加や、越境 CO2 隔離に関する規定の追加に関する議論が行

われた。 

ドイツ提案による CO2-WAG の見直しの規定の追加については、2000 年に採択された

他の WAG 同様、5 年以内に見直しをすると付記されることとなった。また、越境 CO2

隔離に関する規定の追加、および、CO2 隔離に係る記録および報告並びに報告様式の作

成については、さらなる検討が必要であるとして見送られることとなった。 

議論の結果、CO2-WAG は科学グループ会合案のとおり採択された。 

２）海洋における大規模な鉄散布の問題について 

SG30 においても議論された、米国企業の鉄散布事業について、スペインおよび CPPS
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（南太平洋常任委員会：チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル、パナマがメンバー）

諸国をはじめとする複数国から懸念が表明された。 

最終的には、SG30 として「Statement of Concern」をエンドースし、海洋散布活動

がロンドン条約および議定書の管轄内の案件であることを確認した上で、海洋散布活動

を規制する観点から問題を科学的かつ法的に研究すること、活動の希望があった場合に

はロンドン条約および議定書に基づき最新の注意を払って検討すること、現在の知見か

らは大規模な海洋散布活動は正当化されないこと等を含む合意案が採択され、報道発表

されること、他の国際機関に情報提供されること等が決定された。 

海洋散布の問題は、次回の SG 会合および法的事項を整理する会期間の連絡グループ

で議論されることとなり、この際、①鉄散布に限らず、他の様々な物質の散布

（fertilization）も議論の対象とすること、②海洋散布活動はロンドン条約および議定

書の管轄内の問題（規制の対象）であること、③水産動植物の養殖のための散布（餌撒

きなど）は含まれないこと、④リスクとベネフィットの双方を検討すること、⑤「大規

模（large-scale）」の定義について議論すること等が確認され、科学的な側面を検討す

る SG 会合への TOR、法的事項検討の作業方針が決定された。 
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２．２．３ ロンドン条約 

 

２．２．３－１ はじめに 

 

ロンドン条約（公式サイト http://www.londonconvention.org/）は、海洋投棄による海

洋の汚染を防止することを目的とした国際条約である。1972 年に採択され 1975 年に国際

発効された「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：

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 

Matter, 1972（ロンドン条約：London Convention）、以下、ロンドン条約または LC と呼

ぶ）と、産業廃棄物の海洋投棄を原則禁止とした「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：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 議定書、96 年議定書または LP と呼ぶ）がある。ロン

ドン条約 96 議定書は 26 カ国で批准され、2006 年 3 月 24 日に発効することになった。 

日本では 2007 年 5 月に海洋汚染防止法が公布された。ロンドン条約とロンドン条約 96

議定書の大きな違いは、附属書Ⅰに挙げた廃棄物等を除き海洋投棄を禁止していることで

ある。この附属書Ⅰに CO2（海域地層貯留に限る）を加えることが、2006 年 10 月の第 28

回ロンドン条約締約国会合・第 1 回議定書締約国会合において採択され、100 日後の 2007

年 2 月 10 日に発効された。これにより、CO2 の海域地中貯留の実用化が可能となった。 

この附属書Ⅰの改正は、海域地層中貯留のみが対象であったが、CO2 海洋隔離の国際的

合意を得るには、ロンドン条約が極めて重要な場であることが明確になった。その一方で、

2006 年から 2007 年前半にかけてロンドン条約会合の場で「海洋隔離禁止」の発言や

OSPAR 条約での海洋隔離禁止の決議案採択など、予断を許さない状況が発生した。これ

らに対処すべく、2007 年の第 29 回ロンドン条約会合に臨んだが、想定された事態には至

らなかった。そのため、本年度も引き続きロンドン条約の動向を調査するとともに、着実

な世論作りに向けた対応の検討と実施を推進した。 

 

【補足】ロンドン条約 96 年議定書の概要 

廃棄物その他のものの海洋投棄（海洋投入処分）については、「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（通称ロンドン条約；1975 年 8 月に国際

発効）」にて国際的な管理がなされてきた。我が国は同条約に 1973 年に署名し、1980 年

10 月に加入書寄託、同年 11 月に国内発効している。我が国では、同条約の求めるところ

を「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」（以下「海洋汚染防止法」という。）

および「廃棄物の処理および清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に取り
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込み、廃棄物等の海洋投棄および洋上焼却処分の適切な管理を行ってきたところである。 

1996 年 11 月に開催された特別会合において、廃棄物の海洋投棄規制を更に強化するこ

とを目的とした「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」（以下「96 年議定書」という。）に関する最終文書が採択された。この

議定書は、ロンドン条約締約国 15 カ国を含む 26 カ国以上の批准又は加入の後、30 日目

に発効することになっており、2006 年 3 月 24 日に国際発効した。96 年議定書の目的は、

現行条約と同じく、海洋投棄による海洋の汚染を防止することを目的としているが、前述

の「規制強化」を達成すべく、①海洋投棄および洋上焼却を原則禁止とし、海洋投棄を検

討できるものを限定列挙する方式を採用すること、②海洋投棄する場合には環境影響評価

等に基づいて許可を発給することを明確化している（図 2.2.3-1）。 

 

 

 

 

96 年 議 定 書　本 文

：目的 陸上発生の廃棄物等の投棄による海洋汚染の防止

：主要条項 
① Ⅰ　 附属書 に掲げる廃棄物等を除き投棄を禁止
②　 洋上焼却を禁止
③　 予防的取組み及び汚染者負担原則の明示
④ Ⅰ 、 Ⅱ　 附属書 に掲げる廃棄物等の投棄には 附属書 に

基づく許可を要す
⑤　 内水適用または内水での効果的措置の採用

Ⅰ附 属 書  

① （ ） 投棄を検討できる廃棄物等 リバースリスト 
、 、 、しゅんせつ物 下水汚泥 魚類加工かす 船

、舶・プラットフォーム 不活性な地質学的無
、 、機物質 天然起源の有機物質 コンテナ等

② 最低限度を上回る放射能を有する上記例外廃
棄物等の投棄禁止

Ⅱ附 属 書  

投棄を検討できる廃棄物その他のものの評価
（ ； ） 廃棄物評価フレームワーク WAF 

ＷＡＧ一 般    
（ ） Waste Assessment Guidelines 

投棄を検討できる廃棄物その他の物の
評価ガイドライン

ＷＡＧ品 目    

※ ・太線枠内が96年議定書

（ ）　  一般WAGおよび品目WAGは96年議定書の一部ではない 

、 Ⅲ　 ・この他に 仲裁裁判制度について定めた附属書 が存

（ ）　 　在する 上記図中からは省略 

 

 

図 2.2.3-1 96 年議定書の概要 
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２．２．３－２ ロンドン条約第３１回科学会合（LC/SG31） 

 

（１）概要 

ロンドン条約第 31 回科学会合（以下、「SG31」という。）は、2008 年 5 月 19 日から

23 日にかけてエクアドル共和国グアヤキルにおいて開催された。本会合における議題を表

2.2.3-1 に示した。我が国は、関係機関（経済産業省、環境省、国道交通省、水産庁、外務

省）で協議の上、対処方針を設定して会合に臨んだ。これらのうち、海洋隔離に関連性が

強いと考えて注目した議題は「 2. Ocean fertilization」、「 4. CO2 sequestration in 

sub-seabed geological formations」および「11. Outcome of Science Day: “Impact of 

climate change and acidification of the oceans”」である。 

 

表 2.2.3-1 SG31 の議題 

 
PROVISIONAL AGENDA 

 
for the 31st meeting of the Scientific Group under the London Convention 
and the 2nd meeting of the Scientific Group under the London Protocol to 
be held in Guayaquil, Ecuador, from Monday, 19 May at 09.30 a.m. to 
Friday, 23 May 2008 

 
 Opening of the meetings 
1 Adoption of the agenda 
2 Ocean fertilization 
3 Waste Assessment Guidance 
4 CO2 sequestration in sub-seabed geological formations (LP) 
5 Development of Guidance for the Placement of Artificial Reefs 
6 Reporting on dumping activities 
7 Technical co-operation and assistance 
8 Monitoring and assessment of the marine environment 
9 Coastal management issues associated with activities to prevent 

marine pollution 
10 Habitat modification and enhancement 
11 Outcome of Science Day: “Impact of climate change and acidification of 

the oceans” 
12 Guidelines, manuals, bibliographies and information exchange 
13 Review of the Joint Work Programme 
14 Any other business 
15 Election of Officers for both Scientific Groups 
16 Consideration and adoption of the report 
 
Legend: 
“LP”: specific agenda item for the LP Scientific Group 
No marking: joint items 
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（２）「議題２ 海洋肥沃化」 

本議題に関して、SG31 以前の議論の整理、わが国の対処方針、SG31 における議論の結

果を以下に整理した。 

 

【SG31 会合以前の議論の整理】 

１．議題は、米国企業が温暖化対策を目的として予定していたガラパゴス海域沖におけ

る鉄散布について、昨年の第 30 回ロンドン条約科学グループ会合（SG30）におい

てグリーンピースインターナショナル（GPI）および国際自然保護連合（IUCN）よ

り、効果、影響についての科学的な議論の必要性および LC および LP の規制枠組

みとの整合性について指摘されたことに端を発する。上記の指摘を受けて、SG30

では“Statement of Concern”を作成し、2007 年 7 月 13 日に報道発表がなされ、締

約国に対しても LC-LP.1/Circ.14 により周知がなされた。 

２．この“Statement of Concern”は、2007 年 11 月に開催された第１回ロンドン議定書

締約国会合（LP1）において承認（endorse）され、LC および LP が範囲を「鉄散

布」のみならず「海洋肥沃化」全般とすることに合意した。2006 年の第１回ロンド

ン議定書締約国会合（LP1）以降、法的事項に関する会期間グループ（LICG）によ

る法的検討が英国をリーダーとして進められている。 

３．本会合では、LP1 で作成された委任事項（TOR）に基づき、LICG からの質問事項

を中心として、海洋肥沃化による海洋環境に対する影響および当該行為を評価する

ための科学的・技術的根拠を提供することが求められている（リーダー国は韓国、

Dr. Gi-Hoon Hong）。 

４．なお、科学グループ（SG）会合に求められた前記の科学的・技術的根拠について、

以下の 3 点について検討が求められている。 

①”Large Scale”の定義などはないこと 

②海洋学的観点から小規模での限界を鑑みれば 200km×200km という規模は妥当 

であること 

③空間的規模のみによる海洋への影響評価は不可能であること 

【わが国の対処方針】 

１．基本方針 

①対象となる行為は、LC 又は LP の目的である海洋環境の保全に反しない範囲で、 

海洋肥沃化に係る適切な効果が期待される場合にのみ認められるべきである。 

（なお、CO2 の固定化を目的とした鉄の散布については、我が国で実施した研究

成果によれば、CO2 の固定化の効果には疑問が残るといった結果もある。） 

（補足）国立環境研究所の研究成果によれば、増殖したプランクトンを回収処理

しない限り、大部分の CO2 が表層－気層系で循環するだけであり、CO2
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固定効果は疑問がある（深海に到達するフラックスは小さい）とする結

果となっている。 

②他方、実験レベルを含めた海洋肥沃化に係る全ての行為を国際条約の下で管理する 

ことは、実質上、不可能である。 

③ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）が指摘するように（LC/SG31/2/2）、海洋肥 

沃化について、当面、科学者・政策担当者・法律家・産業界で構成される独立専 

門委員会が評価を行っていくことについては、現在の科学的知見、透明性確保、 

フィージビリティ等の観点から現実的であり、我が方として支持できる。 

２．今次会合においては、提出されている文書につき内容を検討しつつ、英国が提出し

た LC/SG31/2/1 にて SG に求められている事項を軸に議論が進むことが予想される。

したがって、適宜各国の意見を聴取しつつ、基本方針を踏まえ、要すれば各項目に

つき、以下の趣旨で発言を行う。 

①肥沃化に利用される物質の性質（特に鉄散布による肥沃化の場合） 

その入手元について、最も重要なことは、LC あるいは LP の目的に反しない範囲 

で適切な効果が期待される行為か否かであり、効果が期待できない、あるいは 

LC/LP の目的に反するものであれば、当該行為は投棄と判断される。投棄に該当 

する場合で、当該物質が産業廃棄物と判断される場合には、栄養塩類を「天然起源 

の有機物」とみなすことや、酸化第一鉄を「不活性な無機性の物質」とみなすこと 

は困難であり、LC または LP が禁止する投棄に該当する可能性があると考える。 

②利用される物質の量および規模 

基本的に、LC/LP の目的（海洋環境保全）に反しない範囲で効果があることが必 

要なのであるから、一概に量や規模を決めることは困難である。 

③利用される物質の性質およびその規模による海洋環境に対して懸念される影響 

カナダから提出されている LC/SG31/2 にあるように、鉄散布は効果も影響も解明 

されていないのが現状である。 

④当該行為が、提示された目的を達成できる可能性 

カナダから提出されている LC/SG31/2 および我が国の研究者によるまとめによれ 

ば、鉄散布が CO2 を隔離する効果については不確実性が大きいと考えられる。 

⑤ロンドン条約の附属書Ⅰおよび、ロンドン議定書の附属書ⅠおよびⅡの適用性に 

関する技術的見解 

前述のとおり、栄養塩類を「天然起源の有機物」とみなすことや、酸化第一鉄 

「不活性な無機性の物質」とみなすことは困難である。 

⑥シナリオ 3 に関する更なる詳細、特にパイプ内を移動する物質の性質、量および 

影響について 
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シナリオ 3 は LC/LP の規制範疇外であり、これ以上の検討は不要。個別のプロ 

ジェクトについては、国連海洋法条約の海洋環境保全義務を踏まえて、各国が判 

断すべきこと。  

３．我が国においては、水産業関係では、次のような漁業や遊漁のための行為があるため、

これらが規制の対象にならないよう適宜対処する。 

①海洋深層水のくみ上げによる水産増養殖等への利用  

②ノリ養殖業における栄養塩の養殖海面への添加 

③漁業、遊漁に伴う撒き餌の実施、等 

４．今次会合において、海洋肥沃化に係るガイドライン等の策定について議論となる場

合には、上記①、②、③の方針を踏まえ、適宜対処する。 

【海洋肥沃化の議論の結果】 

本議題は、米国企業が、ガラパゴス海域沖において予定していた温暖化対策としての

CO2固定化を目的とした鉄散布プロジェクトをきっかけにして、鉄散布を含む海洋肥沃

化の温暖化対策としての CO2固定効果および海洋環境への影響（富栄養化や不純物によ

る影響等）について、科学グループとしての科学技術的な見解に関する報告をまとめる

ためのワーキンググループが設置され、議論が行われた。本 WG は、第 1 回ロンドン議

定書会合（LP1）で作成された委任事項（TOR）に基づき、法的事項に関する会期間グ

ループ（LICG）からの質問事項に応えることが中心であった。 

本 WG においては、海洋肥沃化を可能な限り管理することを主張するグリーンピース

（GPI）に対し、当該行為を可能な限り管理しないで自由に行いたい PICES や IOC な

どの研究者のオブザーバーグループが対立した。条約・議定書の締約国はドイツが GPI

よりの立場であった他は、温暖化対策のための海洋肥沃化は、その効果や海洋環境への

影響に関する知見が不十分であり、一定上の規模（これ自体定義が難しいが）の事業に

ついては何らかの管理が必要との認識を持ちつつも、漁業生産のための行為や小規模の

研究を含めたあらゆる行為を規制する必要もないし、このような規制体系は現実的に困

難、との共通認識を持っていた。今次会合をエクアドルで開催するきっかけとなったガ

ラパゴス沖での鉄散布プロジェクトも結局中止されたため、本プロジェクトに強行に反

対していたスペインや南米諸国も、今次会合における WG への議論には冷静に対処して

いた。 

本 WG での対象となる行為は、CO2 の固定化を主な目的とした鉄（シナリオ 1）、窒

素およびリン（シナリオ 2）および人工的な深層水くみ上げ（シナリオ 3）であり、発

生源等の肥沃化のための物質の基本的な情報については、WG 報告の附属書１としてま

とめられた。（我が国は、シナリオ 3 は対象外とすべきと発言したが、まずは科学的見

地から整理を行うことが重要との認識により検討されることとなった。）3 つのシナリオ

のうち、シナリオ 2 およびシナリオ 3 については、鉄散布以上に情報が不足しており、
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不確実性が大きいとの基本的な結論となった。なお、慣習的な養殖業（水産目的の海洋

肥沃化）は、TOR の対象外であることが確認された。 

海洋肥沃化のための物質の海洋への投入量（使用量）については、WG 報告の附属書 2

にまとめられた。 

「海洋肥沃化が条約および議定書の目的に反するか否か」という点については、本

WG においては、当該行為が条約および議定書の「投棄」又は「配置」のいずれかに該

当するかという判断には触れなかった。一方、海洋生物や生態系に悪影響を与える可能

性のある行為については、条約および議定書の目的に反するという見解が示された。 

どのような行為を「大規模」な海洋肥沃化と定義するかという点については、本 WG

では結論を出せず、空間スケールだけでなく、栄養塩の投入量や他の評価項目も考慮し

つつ検討する必要があるとの結論となった。 

海洋肥沃化のために使用される物質が、議定書（条約）の附属書に掲げられた投棄を

検討できる物質等に該当するか否かについて、科学的・技術的な観点からの検討が行わ

れた（海洋肥沃化の行為が条約・議定書の規制対象となるか否かについては判断を避け

た）。例えば、鉄散布に用いられる鉄等の物質は、不活性な地質学無機物質の対象外で

あること、窒素およびリンは議定書の附属書Ⅰのどの項目も該当しないこと、深層水く

み上げについては情報が不足しており判断できないこと、議定書の附属書Ⅰにはどれに

も該当しない可能性があるとの結論が示された。 

 

（３）「議題４．海底下の地層における二酸化炭素隔離（その他）」 

本議題に関しては、海洋隔離に関す内容は含まれていない。しかし、海洋隔離禁止の決

議へと発展する可能性を含んでいるため対象とした。 

 

【わが国の対処方針】 

１．議題説明には記載されていないが、2007 年の OSPAR 会合において、海洋隔離を禁

止する決議(OSPAR Decision 2007/1)が採択されており、OSPAR 諸国（特に同決議

の提案者であるドイツ）が、海洋隔離について言及する可能性もあり得る。その場

合においては、将来の技術としての可能性を全否定されないよう、また、海洋隔離

の是非についての議論にならないよう最大限の努力を払う。 

２．万が一、海洋隔離の是非について議論が及んだ場合には、右是非の議論には科学的

見地から多眼的、かつ慎重な検討が必要な旨説明を行い、例えば、SG における検

討を重ねることが妥当である旨、適宜発言する。これは他の議題においても同様と

する。 

【議論の結果】 

懸念された「海洋隔離」に関する議論は生じなかった。 
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（４）「議題１１．サイエンスデー」 

サイエンスデーのテーマは「気候変動および海洋酸性化の影響」であり、各国からの海

洋肥沃化をはじめとする様々な点について報告が行われた。我が国からは、白山義久京都

大学教授により｢海洋酸性化による海洋生物等への影響｣のプレゼンテーションを行った。 

 

【対処方針】 

１．白山教授のプレゼンテーションに対する質問を含め、適宜情報収集に努める。 

２．2009 年のサイエンスデーの計画についても合意されることが求められている。その

検討の際には、2007 年に検討された下記の提案を考慮することとしている。 

①わが国は海洋汚染防止法を改正し、二酸化炭素海底下地層貯留の許可制度を創設し 

たところ。今後、申請書に添付される監視計画を審査する必要があり、サイエンス 

デーにおいて海洋中二酸化炭素のモニタリングを取り上げることを支持。 

②なお、海中での二酸化炭素による影響についても、国内における審査に必要な情報 

であることから支持できるが、サイエンスデーの時間は限られていることから、他 

の廃棄物による海洋生物への影響については、次回サイエンスデーの対象とする必 

要はないと思料される。 

【サイエンスデーの結果】 

１．サイエンスデーについては、「2.1.2-3 SG30 サイエンスデーにおける情報提供」に

記載した。 

２．サイエンスデーのテーマについては、LC30 へ持ち越された。 

 

 

２．２．３－３ ロンドン条約第３０回締約国会合（LC30/LP3） 

 

（１）概要 

ロンドン条約第 30 回締約国会合およびロンドン条約議定書第 3 回締約国会合（以下、

「LC30」という。）は、2008 年 10 月 27 日から 10 月 31 日にかけて、英国ロンドンの IMO

本部において開催された。本会合における議題を表 2.2.3-2 に示した。我が国は、関係機

関（経済産業省、環境省、国道交通省、水産庁、外務省）で協議の上、対処方針を設定し

て会合に臨んだ。この中で、海洋隔離に関連性が強いと考えて注目した議題は、         

「3 Consideration of the report of the Scientific Groups」、「4 Ocean fertilization」 

および「5 CO2 sequestration in sub-seabed geological formations」であった。 
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表 2.2.3-2 LC30 の議題 

 
PROVISIONAL AGENDA 

 
for the thirtieth Consultative Meeting of Contracting Parties to the London 
Convention and the third Meeting of Contracting Parties to the London Protocol, 
to be held at IMO Headquarters, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR 
from Monday, 27 October at 09.30 a.m. to Friday, 31 October 2008 
 
 Opening of the Meetings 
1 Adoption of the agenda 
2 Status of the London Convention and Protocol 
3 Consideration of the report of the Scientific Groups 
4 Ocean fertilization 
5 CO2 sequestration in sub-seabed geological formations: 

.1 development of a specific reporting format for CO2 sequestration projects 

.2 CO2 sequestration in transboundary sub-seabed geological formations 

.3 experiences with CO2 sequestration projects 
6 Compliance issues: 

.1 consideration of the report of the 1st session of the Compliance Group (LP) 

.2 other issues 
7 Technical co-operation and assistance 
8 Development of guidelines for placement of artificial reefs 
9 Interpretation of the London Convention and Protocol 
10 Matters related to the management of radioactive wastes 
11 Monitoring for the purposes of the London Convention and Protocol 
12 Outreach to prospective new Contracting Parties to the Protocol and relations 

with other organizations in the field of marine environmental protection 
13 Administrative arrangements and future work: 

.1 consideration of a budget for the administration of the Protocol under 
Article 19.2.6 (LP) 

.2 review of the Joint Long-term Programme for the period 2009 to 2011 

.3 substantive items for the agenda and date for the 31st Consultative Meeting 
and 4th Meeting of Contracting Parties 

14 Any other business 
15 Election of Officers for both governing bodies 
16 Consideration and adoption of the report. 
 
Legend: 
“LP”: specific agenda item for the Meeting of Contracting Parties 
No marking: joint items 

 

 

（２）わが国の対処方針 

【議題３．科学グループの報告書の検討】 

本年 5 月にグアヤキル（エクアドル）で開催されたロンドン条約第 31 回科学グルー

プ会合およびロンドン議定書第 2 回科学グループ会合（以下「SG31」という。）の報告

書の検討・承認が行われた。本報告書（LC/SG31/16）を承認し、各テーマの議論に関
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しては以下のとおりとし、適宜対処した。 

１．海洋の肥沃化（Ocean Fertilization 議題 4 参照） 

議題 4 の対処方針を参照しつつ、今後の議論の方向性、今後の問題の扱い（「海洋

の 肥 沃 化 に 関 す る 法 的 事 項 連 絡 グ ル ー プ （ Legal and Intersessional 

Correspondence Group on Ocean Fertilization、LICG）」に検討を委ねるのか「遵

守グループ会合」に付託するか等）に関し適宜聴取する。 

（注）海洋の肥沃化 ：海中で不足する成分（鉄分、窒素、亜硫酸）を外から補うこ

とにより、肥沃化し、植物プランクトンを増殖させること。一部の科学者は植物プ

ランクトンが増殖すると、光合成により海中の二酸化炭素が吸収され、その死骸が

海底に沈み、結果として海中の二酸化炭素量を減らし、温暖化防止対策にもつなが

ると主張。 

【参考】 

第 2 回締約国会合において設立された LICG は本年 2 月に締約国へのアンケート

調査を行った。その際、①鉄分を散布することによる肥沃化、②窒素、亜硫酸の散

布による肥沃化、③深層水をパイプで汲み上げて海中に撒く肥沃化、の 3 つのシナ

リオについて、議定書上の「廃棄物」とみなされるか、「廃棄物」とみなす場合、議

定書上の「投棄」とみなすか等に関し質問したところ、回答国の見解は一様ではな

く、また、肥沃化の規模により見解が異なる等の指摘があった（我が国はアンケー

トへの回答を保留した）。 

この調査結果を受け、本年 5 月の科学グループ内に設置された作業部会において、

海洋の肥沃化のために使用する物質（鉄等）が議定書の附属書に掲げられた「投棄

を検討できる物質」に該当するか否かに関し議論がされた。例えば散布に用いられ

る鉄等の物質は、附属書の「不活性な無機物質」に該当しないなどの結論が出された。 

しかしながら、（大規模な）海洋の肥沃化が議定書の目的に反するか否かに関する

見解は出されておらず、海洋の肥沃化の行為が議定書の規制対象になるか否かにつ

いての判断は避けられた。水産養殖のための肥沃化は対象外となった。 

 

【議題４．海洋の肥沃化】 

今次会合においては、SG31 での成果を踏まえた上で、英国が提出した「海洋の肥沃

に関する法的事項に関する会期間連絡グループの報告」（LC 30/4）を軸に、今後の行動

方針について議論が進むことが予想される。適宜各国の意見を聴取しつつ、以下の基本

方針を踏まえて適宜対処する。 

１．海洋の肥沃化の位置づけ（本議定書上の問題としてとりあげるべきか否か） 

科学グループの結論は、議定書の枠内で議論する問題と結論づけたとある（LC30/4

のパラ 2）。我が国としては以下を中心に発言する。 
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（イ）海洋の肥沃化を目的とした散布行為が議定書上の「投棄」（第 4 条 1 項 4 の「故

意の処分」）にあたるかについては、「単なる処分」以外の効果が実証されない限

り結論を出すのは困難である。 

（ロ）米の企業が行ったような鉄の散布（大規模な海洋の肥沃化）による二酸化炭素

の固定効果については、疑問が残る（注 1）。また。大規模な散布行為が海洋環境

にいかなる影響を及ぼすかについて未だ実証された結論はない。 

（ハ）他方、実験レベルを含めた海洋肥沃化に係る全ての行為を国際条約の下で管理

することは、実質上不可能である。どの位の規模の肥沃化行為が条約の目的であ

る海洋汚染防止のための投棄の規制との関係で検討すべき行為かについても判明

していない。 

（ニ）以上に鑑みれば、散布物を海洋投棄ができる例外として議定書上に新たに掲載

するか否かを含め議定書上の問題として検討することは時期尚早と判断する。 

（ホ）なお、本年 5 月の第 9 回生物多様性条約締約国会合やユネスコ政府間海洋学委

員会（IOC、注 2）においても海洋肥沃化について議論されているので、今後も

これらのフォーラムでの議論を踏まえ、当締約国会合としての対応を検討する。 

（注 1）CO2 の固定化を目的とした鉄の散布については、我が国で実施した研究成果

によれば、二酸化炭素の固定化の効果については疑問が残るといった評価もある。 

※国立環境研究所の研究成果によれば、増殖したプランクトンを回収処理しない限

り、大部分の CO2 が表層－気層系で循環するだけであり、CO2 固定効果につい

ては疑問がある（深海に到達するフラックスは小さい）とする評価となっている。 

（注 2）当面、科学者・政策担当者・法律家・産業界で構成される独立専門委員会

が評価を行っていくことについては、現在の科学的知見、透明性確保、フィー

ジビリティ等の観点から現実的である。 

【参考】 

2007 年 6 月に開催されたロンドン条約第 30 回科学グループ会合およびロンド

ン議定書第 1 回科学グループ会合（SG30）では、CO2 の海洋固定と CER 取得を

目指して米国企業が南米ガラパゴス海域にて予定していた鉄散布の商業規模実験

について、グリーンピース（GPI）と国際自然保護連合（IUCN）から、その効

果および影響に係る科学的な議論の必要性、並びにロンドン条約／議定書の規制

枠組みとの整理を求める文書が提出された。SG30 の討議においては、我が国を

含む多くの参加者から、当該行為に係る様々な技術的あるいは法的疑問や懸念が

表明された。 

これを受けて SG30 は、当該行為に係る”Statement of Concern”を作成し、2007

年 7 月 13 日に報道発表するとともに、LC-LP.1/Circ.14 により、関連国際機関お

よび締約国に対しても周知された。第 29 回ロンドン条約締約国会合および第 2 回
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ロンドン議定書締約国会合（以下「LC29」という）では、上記“Statement of 

Concern”を承認（endorse）し、また、鉄散布のみならず海洋肥沃化全体を検討

対象とすることに合意した。さらに、当該行為に関する科学的側面と法的側面の

双方からの検討の必要性を認め、法的側面に関する検討を実施する法的会期間連

絡グループ(LICG)を設立した。2008 年 5 月に開催された SG31 では、科学的側

面からの検討が行われ、その結果が報告書にまとめられている。 

 

【議題５．海底下地層構造における二酸化炭素隔離（その他）】 

議題説明には記載されていないが、2007 年の OSPAR（ベルギー、デンマーク等の北

海周辺諸国が締結している地域的な海洋投棄防止条約）の締約国会合において、海洋隔

離を禁止する決議(OSPAR Decision 2007/1)が採択されており、OSPAR 諸国（特に同決

議の提案者であるドイツ）が、海洋隔離について言及する可能性がある。その場合に、

将来の技術としての可能性が全否定されないよう、また、海洋隔離の是非についての議

論にならないよう最大限の努力を払う。万が一、海洋隔離の是非について議論が及んだ

場合には、右是非の議論には科学的見地から多眼的、かつ慎重な検討が必要である旨、

説明を行い、例えば、科学グループ会合における検討が妥当である旨、適宜発言する。 

 

（３）会議録 

関連議題に係る議論の経過は以下のとおりである。 

本件議題は、今次会合直前にオーストラリアが「研究目的を除いて海洋肥沃化行為を禁

止するための議定書改定の必要性」に関する書簡を提出（会合では J ペーパーで扱われた）

したことに加えて、締約国会合議長のエスコバ氏（スペイン）の強い意向もあり、本件行

為に対する規制を行うために LC/LP が何らかの結論を作る方向に進むこととなった。この

議論は、本会議と期間中に設けられた作業部会で行われたが、我が国をはじめ、本件議論

がここまで進むことを事前に想定していなかった国も多く、議論が手戻りや意見が折り合

わずに長時間のやり取りが進む、という状況が生じた。 

以下はその内容を記録するものであるが、基本的にやり取りの概要と結論に絞って記載

するものである。 

10 月 27 日午前の本会議における議題 2（科学会合報告）において、SG31 における海洋

肥沃化に関する WG の作成したレポート（SG31/16/Annex2）の承認が要請されたところ、

南アフリカ、カナダ、オランダ、サウジアラビア、グリーンピースインターナショナル（GPI）

より、結論を急ぐべきでなく、法的な話し合いをした上で、この SG 報告を承認するかど

うかを検討することが望ましいとの発言があった。これを受けて議長は、SG 報告に含ま

れる海洋肥沃化の報告の承認は、議題 4（海洋肥沃化）での検討を待って行うこととした。 

同日の本会議において議題 4 につき、先ず UNEP より LC30/INF.4 および INF.4/Add.1
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の紹介があった。これらの文書は、この議題に関する議論を促進することが目的であった

との説明があった。これに加え、UNEP は生物多様性条約（CBD）に代わり、CBD によ

る声明(LC30/J/11)を紹介した。次に、本件に関する法的事項会期間連絡グループ（LICG）

をリードしていた英国より、LICG の報告（LC30/4）の紹介があり、それに対するコメン

トを GPI が紹介した（LC30/4/1）。また、オーストラリアが本会合の直前に事務局を通じ

て回覧した政策文書が LC30/J/10 として紹介された。オーストラリアの提案は、前述のご

とく、「研究目的を除いて海洋肥沃化行為を禁止するための議定書改定」を目指すものであ

るが、本会議ではその概要紹介に留め、詳細は作業部会（WG）を設置して議論すること

を提案した。 

これらの文書を受け、議長は、これまでの議論から海洋肥沃化を LC および LP 下で規

制することの総意はあるようだと取りまとめた。 

これに対しスペインは、海洋肥沃化にはどのような種類があるのかに関し網羅的な分析

が必要、との意を示した。同じくフランスも、規制対象行為を明確にする必要があるとし

た。カナダはこれに加え、どのように規制するのかについても検討すべきとした。バヌア

ツは、前回と同様の海洋肥沃化の規制を強く求める声明を発表し、GPI はこれを支持した。

加えて GPI は、海洋肥沃化の効果とは「海洋生態系に大規模な影響が生じること」を意味

することを喚起した。また、エクアドル、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ACOPS は、

この種の行為には慎重であるべきで、今後の科学的研究により更に多くの情報を収集し、

この種の事業について理解する必要があると発言した。 

これらの意見を受け、議長は以下の TOR をもって本件に関する WG を設置することを

提案し、受け入れられた。 

 

海洋肥沃化 WG の TOR（その１）： 

• Exchange general positions and view of parties as relating to ocean fertilization 
under the London Protocol and Convention; 

• Define what is meant by “regulation”; and 
• Consider paragraph 34 of LC30/4 and advise on the suitability or otherwise of 

applicability of the provisions listed to interpreting the phrase “contrary to the 
aims of the London Protocol/Convention” in relations to ocean fertilization. 

 

WG は初日本会議終了後から連日、昼食時や本会議後に開催された。参加国等は以下の

とおり；アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フ

ランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウ

ェー、中、ペルー、韓、サウジアラビア、スペイン、南アフリカ、スウェーデン、英国、

米国、OECD、UNEP、UNESCO/IOC、ACOPS、GPI、IETA、IUCN（事実上、本会議

出席国／団体の殆どが WG に参加していた）。 

長時間の議論を経て、WG は第一段階の結論として、以下を本会議に報告した。 
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1. The scope of the London Protocol and Convention includes ocean fertilization 
activities; 

2. Provision should be made for legitimate scientific research; 
3. Scientific research proposals should be assessed on a case-by-case basis using 

an assessment framework developed under the London Protocol and 
Convention; 

4. Other ocean fertilization activities should not be allowed [at this time]; and 
5. These arrangements should be reviewed at appropriate intervals in light of 

new and relevant scientific information and knowledge. 

 

本会議では、この WG 報告 4 項目の[at this time]という文言に対して、チリ、バヌアツ、

マーシャル諸島、エクアドル、オランダ、デンマーク、シエラレオナ、GPI、ACOPS か

ら、今後は認める可能性がある、と受け止められかねないとして、文言削除の要求があっ

たが、サウジアラビアは残すことを求めた。ただし、次の 5 項で新たな知見に照らして見

直すこととしているが、これについては大きな反対意見はなく、オランダは、5 項がある

ため[at this time]は不要との見方を示した（後述の最終案では削除）。 

 

次に、本会議ではこれらの規制を実施する方法として、以下の 4 つのオプション、すな

わち、 

• Statement or agreement(法的拘束力なし) 

• Simple resolution（法的拘束力なし） 

• Interpretative resolution（法的拘束力あり） 

• Amendment of Protocol（法的拘束力あり） 

が、提示され以下の意見が示された。 

 

① Statement or agreement 又は Resolution を支持 
サウジアラビア 

② Resolution (Simple or interpretative か不明)を支持 
デンマーク、米国、オーストラリア、英国 
ただし、オーストラリアは Amendment(議定書改正)の検討を続けると認めてもらい

たいとの発言があった。 

③ Interpretative Resolution を支持 
ボリビア、ブラジル、スペイン、チリ、オランダ、ノルウェー、エクアドル、ドイツ、

ベルギー、バヌアツ、スウェーデン、カナダ 

 

この時点での多数意見は Interpretative resolution ではあったが、必ずしも合意に至ら

なかったことから、議長は、（法的拘束力のない）simple resolution および interpretative 

resolution の双方を視野にいれた「決議」文案を作成する起草グループを指名し（オース

トラリア、カナダ、英国、オランダ、サウジアラビア、ペルー、米国）、草案を WG に報

告するよう求めた。 

この結果、作業は再度 WG に委ねられ、起草グループから草案を受け取って検討するこ
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とが要請された（TOR は以下のとおり）。 

WG の TOR（その 2）： 

• Exchange views and positions on ocean fertilization; 

• Explore options for regulations; and 

• Draft text that could deliver the objectives agreed by the governing bodies 

WG では起草グループにより作成された決議案の検討が行われた。まず、実施を認める

海洋肥沃化に係る科学的実験について、「配置」とみなし許可を不要とするか、「投棄」と

みなし許可制とするか否かについて議論があった。後者であれば LP（おそらく LC も）改

正が必要との見解が起草グループから提示された。サウジアラビア、スペインは｢配置｣と

解釈することを支持し、ドイツは実験を許可制にすることは国内法的に問題があるとの懸

念を示した。また、ノルウェーは改正にはまだ早いとの慎重さをみせた。議論の結果、科

学的実験は「配置」とみなすものの、SG にその評価枠組みを作成することを委任し、海

洋肥沃化に係る科学的実験の提案があった場合には、その評価枠組みに基づいてケースバ

イケースの評価が必要となることを決議文に盛り込むことで合意された（ただし現時点で

は、"海洋肥沃化に係る科学的実験は「投棄」に該当しない”との合意にも至っていない状

況）。なお、WG 議長（SG 議長でもある）は、「配置」であっても報告は必要であること

を想起した。 

さらに、本決議文案を法的拘束力のあるものとするか否かについては、WG 内で決定す

べきではないとの意見もあり、本会議にて決定することとなった。 

最終日の 10 月 31 日午前に、WG より検討結果が報告され、この決議を法的拘束力のあ

るものとするか否かについて意見が求められた。露、ペルー、チリ、ボリビア、サウジア

ラビアは、国に持ち帰り検討を重ねる必要があり、現時点では法的拘束力のないものを望

むとの発言をした。我が国は、現在の文案に大きな異議はないものの、現時点では法的拘

束力を持たせないほうが良く、ウィーン条約を参照している（LC30/J/16 の）パラ 19 の

削除を求めた。 

この結果、議長は、法的に拘束力を持たせることについては、今次会合では合意できな

かったが、その結論も暫定的な状況であり、今後の課題として検討を継続することとした。 

以上の結果、法的拘束力のない次の決議案（simple resolution）が採択されることとなった。 

 

359



 

RESOLUTION LC-LP.1(2008) ON THE REGULATION OF OCEAN FERTILIZATION 

原 文 仮 訳 

THE THIRTIETH MEETING OF THE 
CONTRACTING PARTIES TO THE LONDON 
CONVENTION AND THE THIRD MEETING OF 
THE CONTRACTING PARTIES TO THE LONDON 
PROTOCOL, 

 

RECALLING the objectives of the London Convention1 
and Protocol2 ; 

 

NOTING that the ‘Statement of concern’ on large-scale 
ocean fertilization by the Scientific Groups in June 
2007 endorsed by the 29th Consultative Meeting 
and the 2nd Meeting of Contracting Parties in 
November 2007, and expanded on by the Scientific 
Groups in May 2008, remains valid; 

 

NOTING decision IX/16 on 30 May 2008 of the 9th 
Meeting of the Conference of the Parties to the 
Convention on Biological Diversity which “requests 
Parties and urges other Governments, in accordance 
with the precautionary approach, to ensure that 
ocean fertilization activities do not take place until 
there is an adequate scientific basis on which to 
justify such activities, including assessing 
associated risks, and a global, transparent and 
effective control and regulatory mechanism is in 
place for these activities; with the exception of 
small scale scientific research studies within 
coastal waters”; 

 

NOTING United Nations General Assembly resolution 
62/215, concerning “Oceans and the law of the sea”, 
adopted on 22 December 2007, which in its 
paragraph 98 “encourages States to support the 
further study and enhance understanding of ocean 
iron fertilization”; 

 

NOTING that a number of other international 
organizations are considering the issue of ocean 
fertilization;  

 

NOTING that knowledge on the effectiveness and 
potential environmental impacts of ocean 
fertilization is currently insufficient to justify 
activities other than legitimate scientific research; 

 

1. AGREE that the scope of the London Convention 
and Protocol includes ocean fertilization activities; 

 

2. AGREE that for the purposes of this resolution, 
ocean fertilization is any activity undertaken by 
humans with the principal intention of stimulating 
primary productivity in the oceans3 ; 

 

3. AGREE that in order to provide for legitimate 
scientific research, such research should be 
regarded as placement of matter for a purpose other 
than the mere disposal thereof under Article 
III.1(b)(ii) of the London Convention and Article 
1.4.2.2 of the London Protocol; 

 

4. AGREE that scientific research proposals should be 
assessed on a case-by-case basis using an 
assessment framework to be developed by the 
Scientific Groups under the London Convention and 
Protocol; 

第 13 回ロンドン条約締約国会合および第 3 回ロ
ンドン条約議定書締約国会合は、 

 

 

 

ロンドン条約および議定書の目的 1,2 を想起し、
 

 

2007 年 6 月の科学会合による「懸念表明」が、
2007 年 11 月の第 29 回ロンドン条約締約国会
合および第 2 回議定書締約国会合において
endorse され、2008 年 5 月に科学会合により
説明され、いまだ有効であることに留意し、 
 
 

2008 年 5 月 30 日の第 9 回生物多様性条約会合の
決議 IX/16 が、「予防的アプローチに基づき、
沿岸水域での小規模な科学的実験を除き、当該
活動に関するリスクを評価し、グローバルで透
明性のある効果的な制御・規制メカニズムを含
む、当該活動を正当化しうる適切な科学的基礎
の存在なしには 海洋肥沃化の活動が実施さ
れないことを確保するよう、締約国に要求し、
かつ、その他の国の政府に要請する」としたこ
とに留意し、 
 
 

 

「海洋および海洋法」に係る国連総会決議 62/215
が、2007 年 12 月 22 日に採択され、そのパラ
98 において、「海洋への鉄散布に係る更なる研
究と理解促進を各国に要請する」としたことに
留意し、 
 
 

多くの国際機関が海洋肥沃化について検討中で
あることに留意し、 
 

 

海洋肥沃化の効果および潜在的な環境影響に係
る知見は、合法的な科学的実験を除けば、当該
活動を正当化するに足るものでないことに留
意し、 

 

1. ロンドン条約および議定書のスコープが、海
洋肥沃化の活動を含むことに合意し、 
 

2. この決議の目的のため、海洋肥沃化とは、海
洋における一次生産力を促進させることを第
一義的な目的として人間により行われるあら
ゆる活動 3 を指すことに合意し、 
 

3. 合法的な科学的調査を規定するため、そうし
た調査は、ロンドン条約第 III 条 1(b)(ii)およ
びロンドン議定書第 1 条 4.2.2 の単なる処分の
目的以外の目的での配置とみなすことに合意
し、 

 
 
 

4. 科学的調査の提案が、ロンドン条約および議
定書により策定された評価枠組みを用いて、ケ
ース・バイ・ケースで評価されるものとするこ
とに合意し、 
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5. AGREE that the aforementioned assessment 
framework should include, inter alia, tools for 
determining whether the proposed activity is 
contrary to the aims of the Convention and Protocol;

 

6. AGREE that until specific guidance is available, 
Contracting Parties should be urged to use utmost 
caution and the best available guidance4 to evaluate 
the scientific research proposals to ensure 
protection of the marine environment consistent 
with the Convention and Protocol; 

 

7. AGREE that for the purposes of this resolution, 
legitimate scientific research should be defined as 
those proposals that have been assessed and found 
acceptable under the assessment framework; 

 

8. AGREE that, given the present state of knowledge, 
ocean fertilization activities other than legitimate 
scientific research should not be allowed.  To this 
end, such other activities should be considered as 
contrary to the aims of the Convention and Protocol 
and not currently qualify for any exemption from 
the definition of dumping in Article III.1(b) of the 
Convention and Article 1.4.2 of the Protocol; 
 
 

9. AGREE that this resolution should be reviewed at 
appropriate intervals in light of new and relevant 
scientific information and knowledge. 
 
___________ 
 

 

 

5. 上記の評価枠組みが、とりわけ、提案された
活動が条約および議定書の目的に反するかど
うかを判断するツールを含むものとすること
に合意し、 
 

6. 特定のガイダンスが有効となるまでは、締約
国は、科学的調査の提案が最大限の注意並びに
条約および議定書でいう海洋環境保全の確保
に合致することを評価しうる最善のガイダン
ス 4 を使用するよう、要請されるべきものであ
ることに合意し、 

 

7. この決議の目的のため、合法的な科学的調査
は、当該評価枠組みのもとで評価され、かつ、
受容可能とされたものとみなされるべきこと
に同意し、 
 

8. 現在の知見を前提として、正当な科学的調査
以外の海洋肥沃化の活動は許容されないもの
とすることに合意する。この目的を達成するた
めに、それらの他の（合法的な科学的調査以外
の）活動は、条約および議定書の目的に反して
おり、また、現状において条約第 III 条 1(b)
および議定書第 1 条 4.2 で定義する、いずれの
投棄の例外にもあたらないものとする。 
 

9. 本決議は、適切な間隔ごとに新たな又関連す
る科学的情報・知見に照らして再考されるもの
とする。 
 
__________ 
 

1  “Contracting Parties shall individually and 
collectively promote the effective control of all 
sources of pollution of the marine environment, and 
pledge themselves especially to take all practicable 
steps to prevent the pollution of the sea by the 
dumping of waste and other matter that is liable to 
create hazards to human health, to harm living 
resources and marine life, to damage amenities or to 
interfere with other legitimate uses of the sea.” 
(Article II of the London Convention). 

 
2 “Contracting Parties shall individually and 

collectively protect and preserve the marine 
environment from all sources of pollution and take 
effective measures, according to their scientific, 
technical and economic capabilities, to prevent, 
reduce and where practicable eliminate pollution 
caused by dumping or incineration at sea of wastes 
or other matter.  Where appropriate, they shall 
harmonize their policies in this regard.” (Article 2 of 
the London Protocol). 

 
3 Ocean fertilization does not include conventional 

aquaculture, or mariculture, or the creation of 
artificial reefs. 

 
4 Such guidance includes, but is not limited to: 

previous agreements of the Consultative 
Meetings/Meetings of Contracting Parties; Annex 
III to the London Convention and Annex 2 to the 
London Protocol; the considerations for evaluating 
ocean fertilization proposals developed by the 
Scientific Groups (LC/SG 31/16, annex 2, appendix 
3); and the Revised Generic Waste Assessment 
Guidance (LC 30/16). 

 

1「締約国は、海洋環境を汚染するすべての原因
を効果的に規制することを単独でおよび共同
して促進するものとし、また、特に、人の健康
に危険をもたらし、生物資源および海洋生物に
害を与え、海洋の快適性を損ない又は他の適法
な海洋の利用を妨げるおそれがある廃棄物そ
の他の物の投棄による海洋汚染を防止するた
めに実行可能なあらゆる措置をとることを誓
約する。」（ロンドン条約第 2 条） 

 
2「締約国は、単独で又は共同して汚染のすべて

の発生源から海洋環境を保護し、および保全
し、並びに自国の科学的、技術的および経済的
な能力に応じて、廃棄物その他の物の投棄又は
海洋における焼却により生ずる汚染を防止し、
低減し、および実行可能な場合には除去するた
めの効果的な措置をとるものとし、適当な場合
には、この点に関して締約国間の政策を調和さ
せる。」（議定書第 2 条） 

 
3 海洋肥沃化は、慣習的な水産養殖、海洋牧場、

又は、人工礁の造成を含まない。 

 
4 そうしたガイダンスは、締約国会合の事前の合

意、ロンドン条約附属書Ⅲおよび議定書附属書
2、科学会合(LC/SG 31/16, annex 2, appendix 
3) により策定された海洋肥沃化の評価のため
の考慮および 修正一般 WAG (LC 30/16) を含
むが、それに限定されない。 
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今後、海洋肥沃化に関する新たな情報の集約およびその回覧については、SG に委託

することとなった。また、法的拘束力のある決議又は改正に向け、検討が会期間にも継

続されることとなった。ただし、その点が合意に至ったとの認識はないとの反発がサウ

ジアラビアを中心にあった。さらに、SG 議長より評価枠組みの作成を通常の SG にあ

わせて進めると最低 3 年はかかるだろうとし、会期間作業グループの開催が提案された。 

 

２．２．３－４ ロンドン条約海洋肥沃化に係る会期間会合 

 

（１）概要 

LC30/LP3 の議論を受け、海洋肥沃化の規制／管理を検討するために、以下 2 つの会期

間会合が開催された。 

①技術作業部会（2 月 9 日～13 日） (LC/SG‑CO2 3rd) 

First Meeting of the Intersessional Technical Working Group on Ocean 

Fertilization 

②法的事項作業部会（2 月 11 日～13 日） (LP‑CO2 2nd )  

First Meeting of the LP Intersessional Legal and Related Issues Working 

Group on Ocean Fertilization 

 

（２）技術作業部会 

� 出席国 

技術作業部会への出席国およびオブザーバーは次のとおりであった。 

LP 締約国： 豪州、カナダ、中国、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、

イタリア、日本、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、サウジ

アラビア、南アフリカ、英国（以上 15 カ国） 

LP 非締約国： アルゼンチン、ブラジル、ペルー、米国（以上 4 カ国） 

オブザーバー： シリア、UNESCO-IOC、UNEP、PICES、グリーンピース（GPI）、

ACOPS、IETA 

 

� 技術作業部会の TOR 

技術作業部会の TOR は次のとおりであった。 

.1 to commence the development of an assessment framework on ocean 
fertilization ensuring compatibility with Annex 2 to the London Protocol; and 

.2 to prepare, with the assistance of experts, as required, and in co-operation with 
relevant international organizations, as appropriate: a document, for the 
information of all Contracting Parties, summarizing the current state of 
knowledge on ocean fertilization, relevant to assessing impacts on the marine 
environment, taking into account the work done on this issue in other fora. 
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� リスクアセスメントフレームワーク 

技術作業部会における作業結果として、リスクアセスメントフレームワークのドラフ

トが作成された。当該枠組みの章立ては以下のとおりであった。 

 

1 INTRODUCTION AND SUMMARY 

2 INITIAL ASSESSMENT AND PROBLEM FORMULATION 

3 SITE SELECTION AND DESCRIPTION 

4 EXPOSURE ASSESSMENT 

5 EFFECTS ASSESSMENT 

6 RISK CHARACTERIZATION 

7 RISK MANAGEMENT 

GLOSSARY 

 

以下は、上記の"2  INITIAL ASSESSMENT AND PROBLEM FORMULATION”か

ら、実施予定の事業（研究）に要求されるクライテリアを示している。  

本文書に記載があるとおり、本枠組み作成上のポイントは、正当な科学的研究の定義で

あったと言ってよいであろう。 

 
2.2 The proposal should meet the following criteria: 
 
.1 The project should be designed to answer questions that will add to the body of 

scientific knowledge.  Proposals should state their rationale, research goals, 
methods, scale, timings and locations with clear justification for [a field-based 
approach/why the expected outcomes cannot reasonably achieved by other 
methods;]  

 
.2  [It was suggested by a number of Contracting Parties that criteria addressing 

commercial benefits should be included. However, since this is primarily a policy 
matter, it was agreed that the only place it could be considered is the meeting of the 
governing bodies;] 

 
.3 The proposal should follow the basic principles of the scientific method.  There 

should be clearly defined experimental hypotheses and the project should be 
adequately designed to test those hypotheses; 

 
.4 The proposal should be subject to scientific peer review that is taken into 

consideration by [national regulators].  The peer review methodology should be 
stated and the outcomes of the peer review of successful projects should be publicly 
available together with the details of the project.  This peer review may be 
organized by national bodies but it would be beneficial to involve expert scientists 
from other countries where appropriate; and 

 
.5 The project proponents should make a commitment to publish the results in peer 

reviewed scientific publications and to include a plan in the proposal to make the 
data and outcomes publicly available in a specified time-frame. 
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（３）法的事項作業部会 

� 出席国 

法的事項作業部会への出席国およびオブザーバーは次のとおりであった。 

LP 締約国： 豪州、カナダ、中国、デンマーク、ドイツ、日本、メキシコ、オラ

ンダ、ノルウェー、サウジアラビア、南アフリカ、スペイン、英国

（以上 13 カ国） 

LP 非締約国： アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルー、米国（以上 5 カ国） 

オブザーバー： シリア、UNESCO-IOC、UNEP、PICES、グリーンピース（GPI）、

ACOPS、IETA 

 

� 法的事項作業部会の TOR 

法的事項作業部会の TOR は次のとおりであった。 

1 The Meeting of Contracting Parties, having agreed to further consider a 
potential legally binding resolution or an amendment to the London Protocol at 
its next session in 2009, identified in this regard the need for preparatory work 
in the intersessional period on legal/administrative issues related to ocean 
fertilization.  

2 Specifically, the LP Intersessional Legal and Related Issues Working Group on 
Ocean Fertilization is instructed to: 

.1 commence the development of options to  clarify/interpret/amend the London 
Protocol for the purpose of regulation of ocean fertilization; and 

.2 develop options to clarify/interpret the London Convention. 

 

� 検討の成果 

法的事項作業部会では、LC30/LP3 会合にて採択済の 2 つの選択肢（懸念表明と非拘

束決議）に加えて、6 つの選択肢が提案された。これら 8 つの選択肢は並列に提案され

るものと位置づけられている。 

【決議案】 
① 海洋肥沃化につき、一定期間のモラトリアムを定める方式の決議（低レベル放射性

廃棄物の処分モラトリアムを求めた過去の決議を参考にしたもの。拘束力はない。）

② 解釈決議案（前回 LP にて検討された拘束力のある解釈決議の修正版） 
 
【議定書附属書改定案】 
③ 附属書Ⅰ改正案（海底下 CCS のための CO2 の許可方式に倣ったもので、新たなパ

ラ 1.9 にて「海洋肥沃化のための物質」を投棄検討対象に掲げた上で、新たなパラ

5 にて「ただし正当な科学研究に限定」） 
④ 附属書Ⅰ＋解釈決議の併用案（③の改定の場合にあっても、「海洋肥沃化行為を投

棄とみなす」との解釈決議か、本文 1.4.1 投棄の定義にこれを加えることが適当と

の案） 
 
【議定書本文改定案】 
⑤ 議定書本文の投棄定義と配置定義を修正する案 
⑥ 海洋肥沃化を投棄でも配置でもない禁止行為として議定書本文にて定義し規制する案

 

なお、「海洋肥沃化行為の定義」、「科学的研究と商業規模の境目の法的解釈」等は、

課題として積み残されることとなった。 
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２．２．４ OSPAR 条約 

 

２．２．４－１ OSPAR 条約の動向 

 

OSPAR 条約については、2007 年 6 月 25 日～29 日にベルギーで行われた OSPAR 条約

（北東大西洋の海洋保護に関する条約）会合（図 2.2.4-1）における海洋隔離を禁止する動

きがあったが、それ以降、平成 20 年度においては、海洋隔離にかかわる新たな動きは見

られなかった。 

ここでは、CO2 海洋隔離を保持継続できるよう、我が国の取るべき対応策の検討の必要

性が生じる発端となった上記の決議に関して、平成 19 年度成果報告書と同様に、海洋隔

離に係る議論の経緯を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management 
and advice 

CVC 

JL 

HOD 

Committee of Chairmen and Vice-Chairmen 

Group of Jurists / Linguists 

Heads of Delegation 

Second tier 
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BDC 

HSC 

OIC 
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Environmental Assessment and Monitoring Committee 

Eutrophication Committee 

Biodiversity Committee 

Hazardous Substances Committee 

Offshore Industry Committee 

Radioactive Substances Committee 

Third tier 
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INPUT 

MON 

SIME 

 

MAQ 

MASH 

EIHA 

IGE 

Working Group on Inputs to the Marine Environment 

Working Group on Monitoring 

Working Group on Concentrations, Trends and Effects of Substances 

in the Marine Environment 

Management Group for the Quality Status Report 2010 

Working Group on Marine Protected Areas, Species and Habitats 

Working Group on the Environmental Impact of Human Activities 

Informal Group of DYNAMEC experts 

図 2.2.4-1 OSPAR 条約下の組織図 
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２．２．４－２ 海洋隔離禁止決議の経緯 

 

OSPAR 条約に係る議論の経緯については、その一部が OSPAR 条約の Web Site で公開

された（http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html , 2008 年 3 月現在）。以下の情報をまとめる原

典となった議事録概要等の抜粋は、参考資料として添付した。 

同条約での CCS の議論では、ロンドン条約同様、まず CCS の条約上の位置付けについ

て検討されている。その中では、海域における CCS を、海底下地層、海水中（中層）お

よび海底上（深層）に区別して認識した上で、海底下地層以外への貯留は受け入れられな

いとする意見が、複数の締約国から 2004 年以降繰り返し主張されている。 

なお、海洋隔離を否定する動きは、2006 年 11 月に開催された CO2 会期間会合－法的ワ

ークショップ（下記④）以降、急激に進展している。 

 

① BDC1 2004（2 月 14 日～20 日：ベルギー） 

ドイツは、海水中又は海底上への二酸化炭素の配置（placement）に非常に批判的な意

向を示した。関連する大規模実験に対しても、実験はせずとも結果は推測可能であるとし

て批判的である。また、ノルウェーは、海水中への配置と海底下への配置を明確に区別す

べきと要求した。 

本会合では、CCS に関する検討の予定は立てず、OSPAR 会合2における法的事項等に関

する結論を取り急ぎ要請することとなった。 

 

② OSPAR 会合 2004（6 月 28 日～7 月 1 日：アイスランド） 

OSPAR 条約が採択された 1992 年には、CO2 の海水中又は海底下への配置による隔離は

想定していなかったことが認識された。また、ノルウェーは、海水中および海底上の CO2

貯留と海底下地層への CO2 貯留とは区別が必須であることを再度述べた上で、海底下地層

への CO2 貯留に関する議論に専念すべきことを要求した。 

 

③ OSPAR 会合 2006（6 月 26 日～30 日：スウェーデン） 

本会合では、海底下地層への CO2配置が温室効果ガスの排出削減となりうるかという点

が主な検討課題であった。複数の締約国およびオブザーバーは、CO2 を排出源からの削減

の必要性を強調した。海洋の酸性化を主たる理由に、海水中への CO2 投入については容認

不可としている。 

 

                                                   
1 生物多様性委員会会合(Meeting of the Biodiversity Committee)  
2 OSPAR 委員会会合(OSPAR Commission)：OSPAR 条約の組織上、最高位に位置する。  
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④ OSPAR CO2 会期間会合－法的ワークショップ3（11 月 9 日～10 日：ロンドン） 

本ワークショップでの主な議題は、CO2 の海底下貯留に関する OSPAR 条約附属書Ⅱお

よびⅢの改正についてであった。関連するその他のオプションについても議論が行われた。

特に、「CO2 の海水中への投入は、代替手段(alternative)とはならないことを明確にする」

点について議論されたが、合意には至らず、下記の選択肢が提案された。 

a. OSPAR 条約の附属書Ⅰの改正（ただしこの方法は「その他の物」に関して問題が生

じる） 

b. OSPAR 決議（Decision）の作成 

c. 何もしない（ただし、附属書ⅡおよびⅢの改正提案の前文に依存する） 

 

⑤ HOD4(2) 2006（11 月 13 日～14 日：ロンドン） 

ドイツより、附属書ⅡおよびⅢの改正提案の前文では、CO2 の海水中への処分がオプシ

ョン足りえないことを明確にできないこと、また、この方法が確実に除外されるべきとの

意見を述べ、いくつかの締約国もこれを支持した。スウェーデンおよび英国は、法的拘束

力を有する適切な OSPAR 決議の作成を支持する意向を示した（④の会合で検討された対

処方針 b.に該当）。 

議論の結果、本会合は、ドイツに対し、海水中への CO2 処分を除外する提案を行うこと

を要請した。 

 

⑥ OSPAR 会合 2007（6 月 25 日～29 日：ベルギー） 

HOD(2)での要請を受け、ドイツは CO2 を海水中又は海底上に貯留することを禁止する

「決議」案（OSPAR07/2/3-Rev.1）を提出し、本提案はコンセンサスを得て採択された

（OSPAR Decision 2007/1 to Prohibit the Storage of Carbon Dioxide Streams in the 

Water Column or on the Sea-bed）（表 2.2.4-1）。 

本会合では、上記の決議とともに、OSPAR 条約の附属書ⅡおよびⅢの改正、およびガ

イドラインの適用を求める CO2流の地層貯留に関する決議が採択されており、CO2 海底下

地層貯留が可能となっている。表 2.2.4-2 に本会合で採択された文書の一覧を示す。 

 

                                                   
3 Legal Workshop of the OSPAR CO2-ICG(Intercessional Correspondence Group) 
4 代表団長会合（Heads of Delegation） 
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表 2.2.4-1 海洋隔離禁止のための OSPAR 決議 

原文 仮訳 

OSPAR Decision 2007/1 to Prohibit the 

Storage of Carbon Dioxide Streams in the 

Water Column or on the Sea-bed 

 
RECALLING the general obligations in Article 2 
of the Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the North-East Atlantic; 
 
BEING SERIOUSLY CONCERNED by the 
implications for the marine environment of 
climate change and ocean acidification due to 
elevated concentrations of carbon dioxide in the 
atmosphere; 
 
EMPHASISING the need to further develop 
renewable and low carbon forms of energy 
generation and use; 
 
RECOGNISING that carbon dioxide capture and 
storage is one of a portfolio of options to reduce 
levels of atmospheric carbon dioxide, and that it 
represents an important interim supplement to 
measures for the reduction or prevention of 
carbon dioxide emissions and should not be 
considered as a substitute for such measures; 
 
NOTING that, since the adoption of the 
Convention, developments in technology have 
made it possible to capture carbon dioxide from 
industrial and energy-related sources, transport it 
and inject it into geological formations for 
long-term isolation from the atmosphere and the 
sea; 
 
HAVING AGREED to amend Annexes II and III 
to the Convention to facilitate the long-term safe 
storage of carbon dioxide streams in geological 
formations and NOTING that regulating such 
activity is within the scope of the Convention; 
 
CONVINCED that carbon dioxide storage in the 
water column or on the sea-bed is not a 
sustainable storage option, is likely to result in 
harm to living resources and marine ecosystems 
and is thus neither a viable solution with regard to 
mitigating climate change nor compatible with the 
aims of the Convention; 
 
CONCERNED that in international form ocean 
storage of carbon dioxide in the water column or 
on the seabed is nevertheless still under 
consideration; 
 
NOTING Article 1(g)(i) which excludes from the 
definition of dumping the disposal of wastes or 

水柱または海底面への二酸化炭素流貯留を禁

止する OSPAR 決議 2007/1 号（仮 訳） 

 
 

北東大西洋の海洋環境保護のための条約第 2

条の一般的義務を想起し、 

 
 

大気中の二酸化炭素濃度の上昇に伴う気候変

動および海水酸性化が海洋環境に及ぼす影響

を真剣に憂慮し、 

 
 

再生可能および低炭素のエネルギーの生成と

利用の開発をさらに促進する必要性を強調

し、 

 

二酸化炭素の回収貯留は、大気中の二酸化炭

素レベルを削減する複数のオプションのうち

の一つであること、そして、これは二酸化炭

素排出の削減、防止対策にとって重要な暫定

的補完手段であり、当該対策の代替とみなす

べきではないことを認識し、 

 

条約採択以降、技術の進歩により、産業およ

びエネルギー関連排出源から二酸化炭素を回

収し、輸送し、大気と海洋から長期的に隔離

するために海底下地層に注入することが可能

となったことに留意し、  

 
 

二酸化炭素流の長期的で安全な地中貯留を円

滑にするために条約の附属書Ⅱおよび IIIを改

正することに同意し、この活動の規制は条約

の範囲内にあることに留意し、 

 
 

水柱または海底面への二酸化炭素貯留は、持

続可能な貯留オプションではなく、生物資源

と海洋生態系へ害を引き起こす可能性が高

く、したがって、気候変動の緩和に関して実

行可能な解決策ではなく、条約の目的にも合

致しないことを確信し、  

 

にもかかわらず、国際的な議論の場において、

水柱または海底への二酸化炭素貯留が依然検

討されていることを憂慮し、 

 
 

条約第 1 (n) 条に定義する船舶もしくは航空

機、または第 1 (l) 条に定義する沖合施設の通
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other matter incidental to, or derived from, the 
normal operations of vessels or aircraft as defined 
in Article 1(n) or offshore installations as defined 
in Article 1(l); 
 
NOTING FURTHER Article 1(g)(ii) which 
excludes from the definition of dumping the 
placement of matter for a purpose other than the 
mere disposal thereof; 

 

The Contracting Parties to the Convention for 

the Protection of the Marine Environment of 

the North-East Atlantic decide that: 

 
The placement5 of carbon dioxide streams in the 
water column or on the seabed is prohibited, 
unless it results from normal operations as 
described in Article 1(g)(i) of the Convention or 
is for a purpose other than the mere disposal 
thereof as described in Article 1(g)(ii) of the 
Convention and is in accordance with the relevant 
provisions of the Convention. 
 
This Decision enters into force on 15 January 
2008. 

常の運用に付随もしくは派生する廃棄物その

他の物の処分を投棄の定義から除外している

第 1 (g) (i) 条に留意し、  

 
 

さらに、単なる処分以外の目的での物質の配

置を投棄の定義から除外している第 1 (g) (ii)

条に留意し、 

 

北東大西洋の海洋環境保護のための条約の締

約国は、下記を決定する。  

 
 

水柱または海底面への二酸化炭素流の配置6

を禁止する。ただし、その配置が、条約の第 1 

(g) (i) 条に定義する通常の運用から生じるも

の、または条約の第 1 (g) (ii) 条に定義する単

なる処分以外の目的によるものであり、かつ、

条約の関連規定に準拠しているときは、この

限りではない。 

 

この決議は、2008 年 1 月 15 日に施行する。

 

 

 

表 2.2.4-2 OSPAR2007 で採択された CO2 海底下地中貯留関連文書一覧 

CO2 流の地層貯留に関する条約附属書ⅡおよびⅢの改正  

・ 附属書Ⅱ：投棄を検討できる廃棄物リスト 

・ 附属書Ⅲ：沖合施設からの廃棄物の投棄禁止 

決議 

・ CO2流の地層貯留に関する決議 

⇒下記ガイドラインの適用を求め、CO2 の海底下地層貯留による影響を防ぐことを目的としている 

・ 水柱又は海底面への CO2流貯留を禁止する決議 

⇒CO2流の水柱や海底面への貯留を除外するため、当該行為を禁止としたもの 

ガイドライン 

・ CO2流地層貯留のリスク評価および管理のためのガイドライン 

⇒附属書Ⅰとして「CO2 流の地層貯留のリスク評価および管理のための枠組み（FRAM）」が含まれ

る 

 

 

                                                                                                                                                               
5  For the purpose of this Decision, the term “placement” encompasses the term “disposal”.  
6 この決議の適用に際し、「配置」は「処分」の用語を包含する。 
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参考資料 

 

OSPAR 条約会合での海洋隔離に係る議論の経緯について（原典：議事録概要版） 

2004 年 

BDC(MEETING OF THE BIODIVERSITY COMMITTEE) 2004 （報告書中の①に該当） 

2 月 14 日～20 日＠ベルギー 

関連附属文書：なし 

Agenda Item 8 – Placement of CO2 in the Marine Environment 

8.1 The Secretariat presented BDC 04/8/1, which circulated the latest draft of the report of the 
Jurists/Linguists group on the question of the compatibility of the placement of CO2 in the 
OSPAR maritime area.  This was still for further discussion and agreement by the 
Jurists/Linguists Group, and it would therefore not be sensible to try to discuss it here.  As 
various comments in the JL document made clear, however, some questions remained about the 
legality of certain placement techniques, and the environmental implications of them all. 

8.2 The United Kingdom presented BDC 04/8/2, setting out the outcome of their seminar on CO2 
sequestration.  This had supported early resolution of the legal position under the OSPAR 
Convention and had urged that OSPAR should focus on the environmental implications of the 
various sequestration options, rather than the different mechanisms by which CO2 might be 
transported. 

8.3 The Netherlands stressed the political sensitivity of this issue. The first task was to finalise the 
assessment of the compatibility of CO2 placement with the OSPAR Convention.  It was 
premature to take any other decision until the OSPAR Commission had decided on the legal 
aspects and the desirability. When the legal status was clarified, the OSPAR Commission could 
decide which working group was most appropriate to consider any subsequent issues.  There was 
no case for giving any impression that CO2 placement was supported at this stage, by 
commissioning other work. 

8.4 Germany supported the Netherlands’ views. They were highly critical of any suggestion of the 
placement of CO2 in the marine water column or on the sea bed.  They were also critical of any 
large-scale experiment of this kind - the results could be predicted clearly without further 
experiment. 

8.5 Norway welcomed the work of the UK Seminar.  It was important, for the protection of the 
marine environment, to explore all possible mitigating measures for the rising levels of CO2 in 
the atmosphere.  High levels of CO2  in the atmosphere could also lead to harm to marine 
environment through global warming, and all possible means of stabilising the situation should be 
explored.  A clear distinction should be made between placement in the water column and 
placement in the seabed. CO2 sequestration had not been considered when the OSPAR 
Convention was negotiated.  The Convention and its annexes dealt with pollution, which was 
defined in terms of hazard, harm, damage or interference, and the adverse effects of human 
activities.  If scientific research could show that pollution or adverse effects in this sense were 
not likely to be caused when inserted into suitable geological structures, then that had 
implications for the interpretation of the Convention as it would fall outside the scope of Article 
3-5 and Annex I-III of the Convention.   

8.6 France said that they were considering this issue very carefully.  They had a number of 
additional issues which they proposed to ask the Jurists/Linguists group to consider.  These were 
the emphasis on the status of experiments; the status under the convention of a borehole going 
directly from land to the seabed; and the conditions under which offshore installations could be 
put to another use. 

8.7 Belgium said that OSPAR should not at this stage take any decision on this matter.  We should 
wait for the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which was due in 
2005. According to Belgium, this activity was not allowed under the London Convention. 

8.8 Spain drew attention to the need to consider the position under other instruments such as the 1972 
London Convention and its 1966 Protocol.  OSPAR in priciple should wait for the final report 
from the Jurists/Linguists but there might then be a need to introduce some regulation as soon as 

370



 

possible, if there was a core consensus that regulation under the OSPAR Convention was possible.  
The view of the UK Seminar that the means of transport were irrelevant was misguided: OSPAR 
had gone to great lengths to distinguish between the dumping of radioactive substances and their 
discharge in liquid form. 

8.9 The United Kingdom said that it was grateful to France for its activities.  They would be 
interested in obtaining as much information as possible from other countries on their views on the 
environmental impact of the placement of CO2.  They would be submitting the seminar report to 
the next meeting of the London Convention.  They feared that if we delayed until 2005 for the 
IPCC report, we might miss an important opportunity to ensure proper regulation. 

8.10 In the light of this discussion, BDC agreed to make no plans for action itself, but to urge the 
OSPAR Commission to reach conclusions as soon as possible on the legal and environmental 
questions and the desirability, and to consider what, if any, concerted action was needed.  the 
issue should remain as a memorandum item in the draft BDC work programme so that it was not 
overlooked. 

8.11 Norway and the UK proposed that OSPAR should look into work being conducted in other forums 
such as IPCC and Carbon Sequestration Leadership Forum. 

 

OSPAR Commission 2004 （報告書中の②に該当） 

6 月 28 日～7 月 1 日＠アイスランド 

関連する附属文書：Annex12(Report of JL), Annex 13(TOR of OSPAR Workshop on CCS) 

Agenda Item 11 – Carbon Dioxide Placement 

OSPAR 04/11/1 
11.1 OSPAR noted the report from the Group of Jurists and Linguists (JL) on placement of carbon 

dioxide (CO2) in the OSPAR maritime area (OIC 04/11/1), which set out the initial views of JL on 
the consistency with the OSPAR Convention of possible placements of carbon dioxide in the OSPAR 
maritime area,  and on the conclusions that derive from the three different anti-pollution regimes 
established by the Annexes I, II and III of the OSPAR Convention. 

11.2 Contracting Parties welcomed this report as clarifying the status of possible placements 
under the OSPAR Convention, which was bound to be complex, given that, when the OSPAR 
Convention was negotiated in 1992, issues relating to the sequestration of CO2 by its placement in 
the sea or the seabed had not arisen. 

11.3 WWF presented their position on carbon capture and storage from fossil fuels (OSPAR 
04/11/Info.1). While acknowledging the importance of OSPAR’s efforts to clarify the legal aspects 
of this issue, WWF believed that possible implications with regard to overarching policies to 
mitigate and address the root causes of climate change must also be considered. 

11.4 Norway reminded the meeting that the JL report spelled out the need for further consideration 
of the technical and scientific aspects of such placement. In their view, it was essential to 
differentiate between storage of CO2 in geological structures and storage of CO2 in the sea or on the 
seabed. In Norway’s view, focus should be on the storage of CO2 in geological structures. Norway 
suggested that OSPAR start investigating, from a technical and scientific point of view, the potential 
environmental impacts of CO2 storage in geological formations, in order to be better prepared for 
evaluating and considering at a later stage the organisation of the work towards an OSPAR position 
on these issues. To provide for this work, Norway offered to organise an OSPAR workshop on the 
environmental impact of placement of CO2 in geological structures in the OSPAR Maritime Area, 
with the terms of reference that they had submitted as a working document. The timing of the 
workshop at the end of October 2004 had been chosen by Norway in order to allow the workshop to 
be organised in conjunction with a scientific seminar of experts organised by SINTEF (Stiftelsen for 
industriell og teknisk forskning = Foundation for Scientific and Industrial Research) at the 
Norwegian University of Science and Technology on 25-26 October 2004. Norway informed the 
meeting that this seminar would be followed by a third meeting day on 27 October dedicated to 
OSPAR issues. 

11.5 In discussion of the proposal from Norway on terms of reference for this workshop, 
Contracting Parties considered that, although it was premature now to reach conclusions on the need 
for further OSPAR action on the placement of CO2 in the OSPAR maritime area, it would be useful 
to provide further technical and scientific information on the potential environmental impacts of 
CO2 sequestration and storage.   

11.6 OGP welcomed the consideration by OSPAR of the capture and storage of CO2 and informed 
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the meeting that they will be looking into the possibilities of using for storage oil and gas 
installations about to be decommissioned. Adaptation of the legal framework was necessary in order 
to encourage further research. On the workshop, OGP believed that OSPAR should take a more 
comprehensive view of the topic and not delete the possible gains from sequestration and other 
relevant open questions from its proposed terms of reference. 

11.7 After discussion, OSPAR agreed: 
a. to publish the JL report on Placement of Carbon Dioxide in the OSPAR Maritime Area, as at Annex 

12; 
b. on the terms of reference for an OSPAR Workshop on the Environmental Impact of Placement of 

Carbon Dioxide in Geological Structures in the OSPAR Maritime Area at Annex 13; 
c. to include a product in the BDC work programme for conclusions on future work on CO2. 
11.8   The Secretariat reported that they had been invited by the OECD International Energy 

Agency (IEA) to present the JL report at the Joint Workshop on Legal Aspects of Storing Carbon 
Dioxide to take place at the IEA headquarters in Paris on 12-13 July 2004.  OSPAR agreed that the 

Secretariat could make such a presentation. 

 

2006 年 

OSPAR 2006 （報告書中の③に該当） 

6 月 26 日～30 日＠スウェーデン 

関連附属書：Annex 4(TOR for ICG-CO2) 

Carbon dioxide placement in sub-seabed geological formations  

(OSPAR 06/2/1, 06/2/1 Rev.1, 06/2/2) 
2.2 Norway presented a revised version of document OSPAR 06/2/1, which addressed the 

question of how OSPAR should respond to the issue of placing carbon dioxide (CO2) in sub-seabed 
geological formations as a mitigation measure for emissions of greenhouse gases.  The revised 
version had been developed in a discussion with the Netherlands and the United Kingdom.  It 
proposed a process with two strands to consider both the legal issues under the OSPAR Convention 
(which had been analysed by the Group of Jurists and Linguists) and the technical issues, including 
the need for guidance or a framework for risk management (which had been examined by OIC).   

2.3 In discussion: 
a. Germany stressed the need to reduce the generation of CO2.  Storage of CO2 in geological 

formations was an end-of-pipe treatment, which did not address the root causes of the problem.  It 
might help, nevertheless, in bridging time-gaps, if some of the emission-reduction measures were 
not fast enough.  If this was to be allowed, then a number of important issues needed to be resolved 
satisfactorily:  was the storage secure over very long periods of time (10 000 years or more)?  
How could the situation be monitored over such periods of time?  What would be the risks of a 
catastrophic event, such as an earthquake?  What were the risks of accidents in transporting CO2 to 
storage? 

b. a number of Contracting Parties and observers stressed the need to address reduction at source of 
CO2 emissions at the same time as considering mitigation measures, such as CO2 storage in 
sub-seabed geological structures. Any approach involving the dispersal of CO2 in the water-column 
of the sea was unacceptable, not least because of the acidification of the oceans which was 
happening (and to which Norway had drawn attention). In general OSPAR needed to devote more 
attention to the impact of climate change on the oceans; 

c. the United Kingdom stressed that the storage of CO2 in sub-seabed geological formations should be 
regarded as one measure in the portfolio of measures for addressing climate change.  The aim 
should be for each country to develop its own optimal overall strategy, not to look at each technique, 
one by one; 

d. a number of Contracting Parties stressed the need for convergence between the rules on CO2 storage 
under OSPAR with the global agreements under the London Convention 1972 and its 1996 Protocol; 

e. a number of Contracting Parties stressed the need to clarify the terminology, in order to make it 
clear that environmental considerations were part of the work on technical aspects proposed in the 
document; 

f. KIMO noted that with reference to paragraph 3 of OSPAR 06/2/1, it could not support the use of the 
terminology of "storage of CO2 in the sea or on the seabed" and the word “storage” should be 
changed to “disposal”; 
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g. Belgium, France, Germany, Spain and Sweden indicated their wish to join the Netherlands, Norway 
and the United Kingdom in the proposed process.  WWF also indicated their intention of 
participating. 

2.4 In the light of the discussion, a small drafting group revised the terms of reference for the 
process proposed in document OSPAR 06/2/1.  After further discussion, OSPAR agreed: 

a. to set up an intersessional correspondence group on the placement of CO2 in sub-seabed geological 
formations (ICG-CO2) with the terms of reference and procedural arrangements set out in Annex 4.  
ICG-CO2 should report directly to the OSPAR Commission after having received comments from 
OIC and BDC; 

b. to urge Contracting Parties to ensure that their participants were qualified to cover both the legal 
and the technical/environmental aspects of the ICG’s work; 

c. to ask Contracting Parties and interested observer organisations to submit their nominations for 
participation in the Netherlands’ workshop to the Netherlands by 14 July 2006; 

d. to urge Contracting Parties and interested observer organisations to submit their nominations for 
participation in the ICG to Norway (kkr@md.dep.no) and the Netherlands 
(a.tacoma@dnz.rws.minvenw.nl) before 15 July 2006.    

 

HOD(2) 2006 （報告書中の④、⑤に該当） 

11 月 13 日～14 日＠ロンドン 

関連附属書：なし 

Agenda Item 6 – CO2 sequestration in sub-seabed formations: Consideration of proposals to 

amend Annex 1 to the London Protocol, OSPAR Workshops and implications for OSPAR 

London Convention / London Protocol meeting report 
6.1 The UK made a verbal report on the outcome of the 28th meeting of the London Convention and 

1st meeting of the London Protocol, at which carbon capture and storage in sub-sea geological 
formations (CCS-SSGF) was the main topic.  A proposal had been made by Australia, 
co-sponsored by Norway, UK, France and Spain, to add carbon dioxide to the exceptions listed 
in  Annex 1 of the London Protocol.  The London Convention does not apply to the 
sub-seabed, hence London Protocol parties led the debate.  A risk assessment framework 
(RAF) had been developed by the Scientific Group of the London Convention and there was 
much debate about the composition of CO2 waste streams.  The development of a Waste 
Assessment Guideline for Annex 2 of the London Protocol is to be progressed, but given the 
urgency of the situation it was agreed to allow Protocol parties to permit this activity using best 
environmental practice.  Liability and competence issues were also debated.  Following much 
debate, and following a roll call vote, the Amendment to Annex 1 of the London Protocol was 
adopted without opposition and will enter into force on 10.2.07. 

OSPAR CO2 – ICG Reports 

6.2 The Netherlands reported verbally on the results of a Technical / Environmental Workshop of 
the OSPAR CO2 – ICG that had taken place in London, hosted by the DTI, 25-27 October, 2006.  
Both London Convention and OSPAR experts had been invited.  The terms of reference for the 
group included a requirement to review the draft London Convention RAF in order to identify areas 
for clarification and enhancement, together with full-scale implementation implications.  
Preliminary results were presented at both the London Protocol meeting and at the Legal Workshop 
of the OSPAR CO2 – ICG. 

6.3 Common acknowledgements from the Workshop included: 
a. the need for continuous monitoring until it is shown that risks will remain at an acceptable level in 

both the short and long-term; and 
b. the need for communicating the process and results of risk management to the public. 
6.4 A draft OSPAR FRAM is being developed on the basis of the outcome of the Technical 

workshop.  Chapters contain all the elements in the ICG terms of reference.  This had been sent to 
participants for review (on 9 November 2006) and copied to the Secretariat.  Finalisation is 
expected by 1 December 2006, following which it is envisaged that the report will be sent to a wider 
OSPAR audience and the London Convention will be informed of developments. 

6.5 A follow-up meeting of the Technical group is planned for the end of January / early February 
in the Netherlands, to which Contracting Parties were invited to nominate any further participants, 
where it is intended to further develop OSPAR Guidelines and/or an OSPAR Recommendation in 
time for presentation to OIC, BDC and OSPAR 2007 on the basis of a full package (i.e. necessary 
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legal and technical / environmental requirements). 
6.6 Norway introduced document HOD(2) 06/6/1 reporting on the Legal Workshop of the OSPAR 

CO2 – ICG that had taken place in London, hosted by the DTI, 9-10 November 2006.  The meeting 
had been attended by eight Contracting Parties and one observer IGO.  The workshop had agreed 
that an Amendment to Annexes II and III of the OSPAR Convention was appropriate.  Options for 
further action, specifically concerning the requirement to make it explicit that introducing CO2 into 
the water column was not an alternative, were discussed but no consensus was reached.  
Alternatives suggested (see HOD(2) 06/6/1 Annex 2) included: 

a. amending Annex 1 of the OSPAR Convention – but this presented problems relating to other 
substances; 

b. a separate OSPAR Decision; or 
c. doing nothing – but relying on the Preamble to the proposed Amendments to Annexes II and III. 
6.7 The Legal Workshop had also discussed the subject of liability but this had raised legal issues 

outside the terms of reference for the meeting.  However, some aspects, such as responsibility for 
long-term monitoring, were recognised as relevant issues for guidance.  A good start had been 
made to the Preamble text for the Amendment but further consideration of the text was needed.  
The Workshop had agreed that no further collective meeting to discuss legal aspects was needed.   

6.8 The Workshop had agreed that Norway as leader of the ICG will therefore formally take 
forward the proposals to amend the OSPAR Convention by 25 December 2006. The Workshop had 
further agreed that JL advice on legal and linguistic issues related to this Amendment would be 
needed.  

Implications for OSPAR 

6.9 Following a detailed discussion HOD noted: 
a. Norway’s intention to proceed with the necessary legal Amendment(s) to Annexes II and III to the 

OSPAR Convention, using the ICG as a contact point, seeking co-sponsorship and with the intention 
that documentation should be on the table and circulated six months in advance of OSPAR 2007; 

b. concerns expressed by Germany, and supported by some other Contracting Parties, that the Preamble 
would not solve the need to make explicit that CO2  disposal into the water column is not an option 
and should be ruled out explicitly. To this end Sweden and the UK expressed support for an 
appropriate legally binding OSPAR Decision; 

c. the aspiration to develop a complete package (legal instruments and technical guidance) for OSPAR 
2007.  However, the Netherlands and the UK stated that this ambition should not delay the 
proposed legal Amendment given the urgency of the situation and the level of established scientific 
knowledge; 

d. that the technical RAF for OSPAR purposes should take due note of and where appropriate feed into 
the work of the London Convention; and 

e. clarification from the Netherlands to a question posed by Germany concerning the draft wording 
presented in Annex III, Article 3, 3c (HOD(2) 06/6/1 Annex1), that the term ‘other matter’ had been 
included due to technical requirements such as the need for corrosion inhibitors. 

6.10 After discussion, HOD: 
a. agreed on the ICG recommendation that Norway would proceed with the proposal for legal 

Amendment(s) to Annexes II and III to the OSPAR Convention; 
b. invited Germany to come forward with a proposal for ruling out the disposal of CO2 in the water 

column; and  
c. invited the convenors of the ICG (Norway, UK and Netherlands) to continue intersessional work for 

a package of measures, to be considered by HOD(1) 2007.    

 

2007 年 

OSPAR 2007 （報告書中の⑥に該当） 

6 月 25 日～29 日＠ベルギー 

関連附属書：Annex 4、5、6、7 

Agenda Item 2 – OSPAR Convention and CO2 Storage 

OSPAR 07/2/1 - OSPAR 07/2/6 
2.1 The Chairman explained his preferred procedural approach to consideration of the four sets 

of documentation on carbon dioxide capture and storage (CCS) to be examined by OSPAR: 
a. draft amendments of Annexes II and III to the OSPAR Convention presented by Norway on behalf of 
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France, the Netherlands, the UK and themselves (OSPAR 07/2/1), and related comments from JL, 
HOD, Belgium, Denmark and Germany (OSPAR 07/2/2 and 07/2/2-Add.1-Add.4); 

b. draft Decision on the Storage of Carbon Dioxide Streams in Geological Formations presented by the 
co-leads of the ICG-CO2 (the Netherlands, Norway and the UK) (OSPAR 07/2/4) and related 
comments from JL, HOD, Belgium, Germany and Spain (OSPAR 07/2/5 and 07/2/5-Add.1-Add.3); 

c. draft Decision to Prohibit the Storage of Carbon Dioxide Streams in the Water Column or on the 
Sea-bed presented by Germany (OSPAR 07/2/3-Rev.1); 

d. draft Guidelines for Risk Assessment and Management of Storage of CO2 Streams in Geological 
Formations, including a Framework for risk assessment, (OSPAR 07/2/4b) presented by the co-leads 
of the ICG-CO2 (the Netherlands, Norway and the UK) and related comments from JL, HOD, 
Belgium, Germany and Spain (OSPAR 07/2/5 and 07/2/5-Add.1-Add.3). 

2.2 The Chairman made reference to the relevant Articles of the Convention and explained 
prerequisites for adoption (i.e. consensus or three-quarters majority). He also recalled that OSPAR 
had started work on this subject in 2002 and expressed his hope that agreement could be reached at 
this meeting. To help facilitate the process the EC requested a co-ordination meeting under the 
German Presidency resulting in the production of a series of EU Working Documents reflecting the 
common position of EC Member States. 

2.3 Switzerland, as a non-EU country, stated their position at the outset explaining that 
Switzerland recognises the potential of CCS for avoiding emissions of carbon dioxide into the 
atmosphere. Nevertheless, when applying this technology, they considered that various conditions 
must be considered: the risk of carbon dioxide escaping from the storage site, effects on the 
ecosystems and procedural safety measures when injecting the carbon dioxide into sub-seabed 
geological formations. In addition questions of property and responsibility must also be clarified 
beforehand. Considering the future activities that will be carried out in this field in the North-East 
Atlantic, they were of the view that OSPAR should set up a technical and scientific working group, 
require appropriate monitoring and invite Contracting Parties to enact the necessary national 
legislation. The Swiss delegation could only support the proposal to amend Annexes II and III 
therefore on condition that the aforementioned questions were addressed by accompanying 
Decisions. 

2.4 Robin des Bois aligned themselves with the Swiss position. They too stated that they 
acknowledged and appreciated OSPAR’s serious work and ongoing commitment to the scientific and 
regulatory assessment of CCS. They had reservations on the potential environmental impacts and the 
adequacy of risk assessments needed for CCS, considering that threats to marine biodiversity are not 
sufficiently assessed by the current level of scientific knowledge and that more research is urgently 
needed. 

2.5 WWF introduced OSPAR 07/2/6 which invited OSPAR to consider key requirements to 
ensure that CCS is used as a mitigation tool in a hierarchy and international framework to reduce 
CO2 overall and how this should be regulated within OSPAR. They acknowledged the need for CCS 
as part of a portfolio of measures on climate change, but highlighted the IPCC’s carbon accounting 
rules and their view that CCS is a waste management strategy. Their support for OSPAR’s work on 
CCS was on the basis that it should be explicitly as a mitigation measure and not set a precedent for 
the disposal of other wastes. Furthermore, WWF considered that CCS could form part of a new 
OSPAR thematic strategy on climate change.   

2.6 Discussion concerning the operative paragraphs of the proposed amendments of the Annexes 
to the Convention included: 

a. a debate about the level of precaution being proposed in the text; 
b. disadvantages of drafting new text for inclusion that had not been scrutinised by JL; 
c. coverage of specific amendments suggested by Denmark within the preambular paragraphs (OSPAR 
07/2/2-Add.3). 
2.7 The Chair reminded delegations that the preambular paragraphs for the proposed amendments 

of the Annexes to the Convention would not remain if and when the amendments were incorporated 
into the Convention. Discussion concerning the recitals included: 

a. interpretation of the wording ‘interim option’, the desired meaning being that CCS should be a 
timely interim arrangement, to enable significant reductions in emissions to be effected, not an 
alternative to such reductions; 

b. a suggestion by WWF to incorporate a reference to the IPCC carbon accounting rules but this was 
not taken up by any Contracting Party; 

c. to what level any reference might be made to areas, such as energy policy and ship routing, for 
which OSPAR does not have direct responsibility; 

d. an intervention from WWF welcoming the clear way that care had been taken to ensure that 
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environmental protection was a paramount consideration throughout the CO2 storage discussions. 
However, WWF was not convinced that there was any provision in the proposed amendments to the 
Annexes to the Convention to ensure net reductions in CO2 emissions. 

2.8 Discussion concerning the draft Decisions included: 
a. a view that the proposed entry into force date might not be appropriate if the proposed amendments 

of Annexes II and III to the Convention were not ratified by that date. On reflection it was agreed 
that this was not a problem as measures were also applicable to Annexes in force; 

b. a point raised by the EC that jurisdictional responsibility might become a problem, with some 
Member States delegations wishing to limit any Decision to the areas under their jurisdiction whilst 
others wished the measures to apply to the whole OSPAR maritime area. In other Conventions this 
might have implications with the powers of the International Seabed Authority. This was resolved by 
leaving interpretation of the text open to individual Contracting Parties. 

c. repeating and aligning certain passages of text where appropriate within both the draft Decision and 
draft Guidelines; 

d. a perception by the EC that the proposed timing might result in opt-outs due to insufficient time. 
However, OSPAR accepted that it was complex to change the JL text as timing will depend on 
national systems of ratification and parliamentary procedures;  

e. insertion following a suggestion by the EC of a new recital recalling Article 21 of the Convention on 
consultation procedures in the case of transboundary pollution. 

2.9 A total of 74 comments had been received on the draft Guidelines. These had been reduced 
significantly in the EU Working Document and OSPAR therefore agreed to work using this 
document. Norway expressed concern in principle but, in a spirit of compromise, accepted this way 
of working. It was noted by the Chair that a consolidation of text presented by Spain would, in any 
event, have resulted in a Working Document. Consistency between the Guidelines and the FRAM 
was ensured by consequential amendments. Table 1 in the FRAM was retained following discussion.  

2.10 In conclusion, OSPAR agreed to adopt by consensus: 
a. the amendments of Annexes II and Annex III to the Convention in relation to the Storage of Carbon 

Dioxide Streams in Geological Formations at Annex 4; 
b. OSPAR Decision 2007/1 to Prohibit the Storage of Carbon Dioxide Streams in the Water Column or 

on the Sea-bed at Annex 5; 
c. OSPAR Decision 2007/2 on the Storage of Carbon Dioxide Streams in Geological Formations at 

Annex 6; 
d. OSPAR Guidelines for Risk Assessment and Management of Storage of CO2 Streams in Geological 

Formations including a framework for Risk Assessment and Management of Storage of CO2 Streams 
in Geological Formations (FRAM) at Annex 7. 

2.11 A representative of the European Commission on behalf of the European Community stated 
that, with respect to matters relating to EC competence, they were pleased to be able to be part of the 
consensus accepting the package and that it would provide a good basis for the development of 
European legislation following the conclusions of the European Council on CCS. However, the EC 
also stated that they may have to notify OSPAR that they will have to suspend the 200-day entry into 
force if unable to comply with the timeframe. Such a letter of suspension should not be considered 
as negative as they will wish to ratify when appropriate. The EC thanked Germany for their EU 
Presidency role in the co-ordination process in helping to bring forward a significant level of 
ambition and non-EU OSPAR Contracting Parties for their contribution.    
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２．２．５ 海洋汚染防止法 

 

（１）概要 

ロンドン条約の場において海底下 CO2 地中貯留に関する議論が 2004 年から始まり、

2006年には 96年議定書のリバースリストに CO2を追加することが採択された。また、2007

年には WAG（Waste Assessment Framework：廃棄物評価フレームワーク）の品目 WAG

の中に CO2 を追加することになった。この一連の流れに対応して、国内においては、ロン

ドン条約に対応する国内法の海洋汚染防止法を改正すると同時に、96 年議定書を締結する

動きがあった。これによって、日本においても海底下 CO2 地中貯留が許可制により実施が

法的に可能になった。CO2 海洋隔離技術の開発にとって、これらの動きは国際的・社会的

合意を得る上で今後考慮しなければならないこととなる。以下に、平成 19 年度から平成

20 年度にかけてどのような動きがあったのか、海洋隔離にとってはどのような意味をもっ

ているのか等について調査・検討した結果をまとめる。 

海洋汚染防止法改定は、2006 年 10 月から 2007 年 2 月に開催された「中央環境審議会

CO2 海底下地層貯留に関する専門委員会」において検討され、2007 年 5 月 30 日に改正海

洋汚染防止法が公布され、6 月 15 日にはロンドン条約 96 年議定書締結が国会において承

認された。その後、CO2 海底下地層貯留に関する法令の詳細が検討され、9 月 4 日には施

行令が、9 月 19 日には省令と告示が制定された。 

 

（２）改正海洋汚染防止法の概要 

改正海洋汚染防止法の概要を次に示す。 

１）目的：海底下廃棄による海洋汚染等の防止を追加 

２）特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可 

・許可申請者：特定二酸化炭素ガスの海底下投棄をしようとする者 

・許可発給者：環境大臣 

・許可申請書類： 

①特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画 

②特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚

染状況の監視に関する計画 

③その他環境省令で定める事項 

３）許可の基準 

①海底下廃棄をする海域および海底下廃棄の方法が、環境省令に定める基準に適合す

るものであり、かつ、海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないこと 

②海底下廃棄以外に適切な処分方法がないこと 

③申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画および汚染状
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況の監視に関する計画に従って二酸化炭素ガスの海底下廃棄汚染状況の監視を的確

に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること 

４）指定海域の指定 

・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底およびその下の形質

の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上

の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定 

・指定海域内において海底およびその下の形質の変更をしようとする者は、原則とし

て環境大臣に届出 

 

（３）改正海洋汚染防止法施工令の概要 

改正海洋汚染防止法施工令の概要を次に示す。 

１）適用が除外される海域等に関する基準 

・当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること  

・鉱山保安法の規定に従い、鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄を

すること  

２）海底下廃棄をすることのできるガスの基準  

・アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する

方法により集められたものであること  

・当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が 99 体積パーセント以上（当該ガスが石油

の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより

集められたものである場合には、98 体積パーセント以上）であること  

・二酸化炭素以外の廃棄物等が加えられていないこと 

 

（４）改正海洋汚染防止法省令と同告示の概要 

改正海洋汚染防止法省令と同告示の概要を次に示す。 

１）特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可制度 

①許可申請書の様式：別途指定 

②実施計画： 

・海底下廃棄をしようとする期間は 5 年を超えない範囲で記載 

・特定二酸化炭素ガスの特性、数量、海底下廃棄をする海域の位置および範囲、廃

棄の方法を記載 

③監視に関する計画： 

・通常時、懸念時、異常時監視の方法、実施時期および頻度を記載 

④障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置 

⑤海底下廃棄をする海域の位置および範囲を示す図面を添付 
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⑥海底下廃棄をする海域および海底下廃棄の方法の基準： 

・地層の著しい変動の記録がない海域等 6 項目の基準 

⑦申請者の能力に関する基準：経理的基礎および技術的能力があること 

⑧事前評価： 

・潜在的海洋環境影響調査項目の現況およびその把握の方法、漏出したと仮定した

場合に予測される漏出の位置および範囲並びに漏出量、海洋環境影響等を記載 

⑨許可申請書の添付書類： 

・海域選定書、海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明す

る書類 

２）指定海域制度 

・指定海域の公示方法、届出書に記載すべき事項、添付書類 

・届出を要しない行為 

・海底およびその下の形質変更の施行方法 

 

（５）改正海洋汚染防止法において残された課題 

 上記の改正海洋汚染防止法において残された課題として、CO2 地中貯留プロジェクトの

分野では、次の 3 点が指摘されている。 

１）地中貯留の長期的責任の問題：改正海洋汚染防止法では、許可の更新を 5 年毎とし、

CO2圧入終了後も貯留行為に関する許可を必要としており、圧入後の監視も貯留事業

者に義務付けている。際限のない長期的責任は、民間企業等の貯留事業者が負える負

担の限界を超えると思われ、監視を終了可能とするための規定あるいは、国による監

視の継続等の対応策を検討すべきと考えられる。  

２）権利調整：鉱業等他の事業との権利調整は事業者が実際に事業を行う際には大きな

課題となる。海洋汚染防止法では、鉱区に関する適用除外規定や、指定海域制度によ

る貯留実施後の行為規制の規定を定めているが、当該規定で十分か否か注視が必要。  

３）陸域での地中貯留：陸域での貯留は海洋汚染防止法の対象外となるため、既存法（鉱 

業法、鉱山保安法等）の解釈、あるいは一部改正で対応可能か、法的根拠の明確化が 

望まれる。 

 

（６）改正海洋汚染防止法および同施行令の告示後の国内動向 

１）環境省の動向 

環境省は、平成 19 年 12 月に公示された「平成 20 年度環境省予算（案）主要新規事

項等の概要」基づき、2008 年度に「平成 20 年度二酸化炭素海底下地層貯留に係る環境

管理手法の高度化に関する技術開発事業委託業務」および「平成 20 年度二酸化炭素海

底下地層貯留に係るモニタリング手法の高度化に関する技術開発事業委託業務」を開始
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した。「平成 20 年度二酸化炭素海底下地層貯留に係る環境管理手法の高度化に関する技

術開発事業委託業務」は、①海底下 CCS に係る環境影響評価手法の開発・検証、②我

が国における CCS の導入可能性等調査を骨子とした業務である。また、「平成 20 年度

二酸化炭素海底下地層貯留に係るモニタリング手法の高度化に関する技術開発事業委

託業務」では、海底下からの CO2漏出現象をナチュラルアナログ手法により調査し、海

底下 CCS に係る効果的かつ効率的なモニタリング手法の検討を骨子とする業務である。 

２）日本 CCS 調査株式会社の設立 

日本の CCS（二酸化炭素の分離・回収・輸送および地中貯留）に関する研究開発や事

業化にかかる調査を行うことを目的として、平成 20 年 5 月 26 日に「日本 CCS 調査株

式会社」が設立された。平成 20 年 7 月 29 日現在で、電力、鉄鋼、石油販売、石油開発、

化学等の合計 29 社が出資している。設立時の資本金は 3600 万円。平成 21 年度から大

規模実証試験のための準備を開始する。 

３）経済産業省 CCS 研究会 

平成18年10月に発足した二酸化炭素回収・貯留（CCS）研究会は、平成19年10月に「地

球温暖化対策としてのCCSの推進について」として中間取りまとめを行い、一旦、休会

された。その後、①CCS大規模実証事業の実施の必要性と直面する課題、②CCSの安全

面・環境面を含めた制度整備に向けた国際的な動き、③我が国のCCS実施に係る状況を

考慮し、「CCSの実施に当たり、安全面・環境面より守るべき指針（仮称）」の取りま

とめを目指し、平成20年10月にCCS研究会が再開された。なお、「CCSの実施に当たり、

安全面・環境面より守るべき指針（仮称）」の取りまとめは平成21年3月を目途にして

いる。 

 

（７）海洋隔離への影響の検討 

上記の海洋汚染防止法の改正内容を考慮し、今後の CO2 海洋隔離にとって参考にすべき

以下の点が、平成 19 年度に整理されている。 

１）海底下 CO2 地中貯留は、CO2 による地球温暖化や海洋の酸性化と比較してベネフィ

ットが大きいとして承認されたという経緯がある。したがって、海洋隔離も同様の論

法でその意義を明確にすることは国際的・社会的合意を得ることになると期待できる。 

２）改正海洋汚染防止法では、海底下に貯留した CO2 が海底から漏洩した場合、周辺海

域の環境へ影響して被害を及ぼすとの考え方に基づいて、海底下 CO2 地中貯留を許認

可の対象にしている。このことは、海洋へ CO2 を希釈溶解する海洋隔離は原則的には

環境影響があるものと考えることになるので、海洋隔離を承認できないとの立場にな

らざるを得ない。 

３）しかし、改正海洋汚染防止法では海底下 CO2 地中貯留の審査段階で、海底下からの

CO2漏洩量を評価して許認可を判断することになるので、許容される海水中の CO2濃
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度が明らかになってくると思われる。このことは、徐々に海洋隔離の CO2 許容濃度を

議論することにもなり、海洋隔離に対する科学的理解の促進に繋がると期待できる。 

４）改正海洋汚染防止法では、海底下に投棄できるガスの基準を 99 パーセント以上と

定めているが、水素製造において回収する CO2 については 98 パーセントに基準をゆ

るめている。このことは、将来、海洋隔離が対象とする CO2 の排出源と回収方法に幅

をもって考えることが可能になることを意味している。 

５）改正海洋汚染防止法の許認可期間が 5 年と定められ、かつ継続することは、海底下

CO2 地中貯留の残された課題としても指摘されているが、海洋隔離にとっても際限の

ない長期的責任の課題を抱えることになる。ただし、中深層溶解希釈による海洋隔離

の場合は、CO2放流以後の CO2濃度は希釈される方向に動くので、ある一定期間のモ

ニタリングによって監視の義務は解除されるものと期待できる。 

６）改正海洋汚染防止法において今後の課題とされた「権利調整」の問題については、

海洋隔離の場合には漁業権との調整が考えられる。また、「陸域での地中貯留」のよう

に類似した CO2 貯留技術の法的な取り扱いに関連した問題としては、海洋隔離の場合

は海洋肥沃化技術実施の是非がロンドン条約の場で議論されている。改正海洋汚染防

止法や国内の海洋分野においては現在のところ議論されていないが、海洋隔離の実海

域実験の是非に関連して今後の動向が注目される。 

 

国内においては、日本 CCS 調査会社の設立に伴い、海底下 CO2 地層貯留の事業家に向

けた動きが加速しつつある。改正海洋汚染防止法の実適用の方向についても環境省サイド

での検討が開始され、今後も注目されるところである。また、その動向は海洋隔離の理解

促進や実海域実験の実現にとっても欠かせない情報になると思われる。なお、改正海洋汚

染防止法の審議過程において、本海洋隔離プロジェクトの成果が多数引用され、海底下 CO2

地層貯留承認に役立った。今後も、本プロジェクトの成果が海底下 CO2 地層貯留の実施に

当たって有用な環境影響に係わる情報や手法を提供するものと期待される。したがって、

そのような波及効果も考慮しながら研究開発を進めることの重要性が、更に強まると思わ

れる。 
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２．２．６ 生物多様性条約 

 

2008 年 5 月 19～30 日にドイツのボンにおいて生物多様性条約締約国会議 COP9 が開催

された。この会議では、生物多様性と気候変動に関わる決議 IX/16 が採択された。この中

の C 項には、海洋肥沃化について記載されている。ここでは、「沿岸水域で実施される小

規模な科学調査研究を除いて」実施を差し控えることが求められている。 

 

IX/16. Biodiversity and climate change  

 

A. Proposals for the integration of climate-change activities within the programmes  

of work of the Convention (省略) 

B. Options for mutually supportive actions addressing climate change within  

the three Rio conventions （省略） 

 

C.  Ocean Fertilization 

The Conference of the Parties,  

Notes the work of the London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter (1972) and the 1996 London Protocol, welcomes the decision of the twenty-ninth Consultative 

Meeting of the Contracting Parties held from 5 to 9 November 2007, which: (i) endorsed the June 2007 

“Statement of Concern regarding iron fertilization of the oceans to sequester CO2“ of their Scientific Groups, (ii) 

urged States to use the utmost caution when considering proposals for large-scale ocean fertilization operations 

and (iii) took the view that, given the present state of knowledge regarding ocean fertilization, large-scale 

operations were currently not justified:  

1.  Requests the Executive Secretary to bring the issue of ocean fertilization to the attention of the Joint Liaison 

Group;  

2.  Urges Parties and other Governments to act in accordance with the decision of the London Convention;  

3.  Recognizes the current absence of reliable data covering all relevant aspects of ocean fertilization, without 

which there is an inadequate basis on which to assess their potential risks;  

4.  Bearing in mind the ongoing scientific and legal analysis occurring under the auspices of the London 

Convention (1972) and the 1996 London Protocol, requests Parties and urges other Governments, in 

accordance with the precautionary approach, to ensure that ocean fertilization activities do not take place 

until there is an adequate scientific basis on which to justify such activities, including assessing associated 

risks, and a global, transparent and effective control and regulatory mechanism is in place for these 

activities; with the exception of small scale scientific research studies within coastal waters. Such studies 

should only be authorized if justified by the need to gather specific scientific data, and should also be 

subject to a thorough prior assessment of the potential impacts of the research studies on the marine 

environment, and be strictly controlled, and not be used for generating and selling carbon offsets or any 

other commercial purposes;  

5.  Requests the Executive Secretary to disseminate the results of the ongoing scientific and legal analysis 

under the London Convention and London Protocol, and any other relevant scientific and technical 

information, to the fourteenth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 

Advice. 
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２．３ 海外研究機関等の動向 

 

２．３．１ はじめに 

 

海外の研究機関等の動向調査では、平成 20 年度において二酸化炭素の海洋隔離に直接

関連する動向は把握されていない。一方で、海洋実験に関わる規制については、ロンドン

条約や生物多様性条約の場で検討されている。特にロンドン条約では、海洋肥沃化に関わ

る科学的目的での海洋実験について、規制の有無を含めた検討が開始されている。ロンド

ン条約会合の配布資料には、具体的に実験を計画している企業が示されていた。また、ド

イツの AWI（Alfred Wegener Institute）およびインドの NIO（National Institute of 

Oceanography）は、ロンドン条約会合の動向を考慮しつつ、大西洋南方海域（南極海）

において鉄散布実験を実施した。 

これらの民間企業および研究機関の海洋肥沃化・鉄散布実験に関する動向は、今後、計

画される海洋隔離海洋実験に対しても参考になると思われる。そこで、民間企業および研

究機関の動向について整理した。 

 

 

２．３．２ 海洋肥沃化実験に関わる動向 

 

２．３．２－１ 調査対象 

 

ロンドン条約会合では、2007 年に開催された LC29 より、大規模な海洋肥沃化実験に関

する議論が開始された。既に 2.2 節で記述したように、この議論の発端は、米国民間ベン

チャー企業 Planktos 社のガラパゴス沖大規模鉄散布実験計画である。ロンドン条約会合

における議論が開始された時点で、既に Planktos 社は実験の実施を断念していた。しか

し、他にも Climos 社や Ocean Nourishment 社など大規模海洋実験を計画している企業が

存在し、議論が継続された。一方、ドイツおよびインドの研究機関（AWI と NIO）は、ロ

ンドン条約会合 LC30 で採択された LC/LP.1（2008）を受け、2009 年 1 月 27 日に鉄散布

実験を開始した。この実験に関しては、事後提出であるが 2009 年 2 月に開催された会期

間会合において、リスク評価レポートを提出している。表 2.3.2-1 に、第 31 回ロンドン条

約科学会合（2008 年 5 月）および会期間会合（2009 年 2 月）の配布資料に掲載された、

海洋実験を計画している民間企業および研究機関の概要を示した。 
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表 2.3.2-1 ロンドン条約会合資料に記載された企業および研究機関 

 組織名称等 国 内容 

1 Planktos 米 
鉄散布実験をガラパゴス沖で計画。BGO および周辺諸国
の反対のため実験は中止。 

2 Climos 米 
鉄散布による二酸化炭素固定事業のための PO 活動を積
極的に展開中。大規模鉄散布実験の実施を目指す。 

3 
Ocean 
Nourishment 

濠 
フィリピン政府の許可を得て、2007 年にスールー海にお
いて尿素散布による海洋肥沃化を実施。 

4 Atmocean 米 
有光層以下に存在する栄養塩類を人工構造物 (湧昇パイ
プ)により供給する技術開発を実施。 

5 AWI および NIO 独・印 
南極海域(大西洋)において 2008 年 1 月末に鉄散布実験
LOHAFEX を実施。 

 

 

２．３．２－２ 民間企業 

 

海洋肥沃化を事業としての展開を目的にしている民間企業について、以下の 4 社の動向

を整理した。ロンドン条約会合 SG31 では、3 つの海洋肥沃化方法が示された。それは、

鉄散布、栄養塩散布、人工湧昇である。 

 

（１）Planktos 社 

ロンドン条約会合において、海洋肥沃化実験に関する議論が開始される発端となったの

が、Planktos 社のガラパゴス沖での鉄散布実験計画である。2007 年 5 月に開催されたロ

ンドン条約科学会合 SG30 において、GPI（グリンピース・インターナショナル）および

IUCN（国際自然保護連合）が Planktos 社の鉄散布実験について意見書を提出した。SG30

は“Statement of Concern”を作成し、同年 7 月 13 日に報道発表がなされた。 

GPI 等の NGO や周辺諸国の反対を受け、Planktos 社は鉄散布実験の無期限延期を表明

した。現在、Planktos Science としてホームページを開設しているが、実験に向けた活動

の実態は不明。 

 

（２）Climos 社 

Climos 社は、Planktos 社と同様に、地球温暖化の原因のひとつとして考えられている

大気中の二酸化炭素を削減するために、植物プランクトンの増殖と深海への沈降を考慮し

た気候緩和策の事業化を目指している。海洋では、鉄不足により植物プランクトンのブル

ームが抑えられている海域があることが分かっており、過去に実施された多くの鉄散布実

験により、植物プランクトンの増殖が確認されている。Climos 社は、このような海域にお

ける鉄散布で植物プランクトン増殖を促進し、二酸化炭素を固定させるための事業展開を

考えている。このアイデアで重要な点は、ブルームによって生産された有機物の深層への
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沈降と長期間の表層からの隔離を確認することである。そのために、海洋における大規模

実験を望んでいる。Planktos 社の鉄散布実験中止の前例を踏まえ、積極的な PO/PA 活動

に取り組んでいる。 

 

ロンドン条約科学会合資料 LC/SG 31/2/1 より 
 
Scenario 1 
Ocean fertilization with the addition of iron, a micro-nutrient  
 
This concept involves the addition of relatively small amounts of iron to the ocean in 
areas where a lack of iron prevents the utilization of nutrients. In these areas, such 
additions have been demonstrated to cause large phytoplankton blooms. Proponents 
of this concept have promoted its use primarily as a climate mitigation measure 
through a significant proportion of the carbon produced by the bloom sinking into 
deep waters (e.g., see http://www.climos.com/). It will increase productivity in 
surface layers of the ocean that could also potentially have some other benefits, e.g., 
to fisheries, however, there are significant uncertainties as to its effectiveness and 
environmental impacts. To be effective, as a climate mitigation measure, a 
significant amount of the carbon produced from the bloom directly (dead or 
decomposed phytoplankton) or indirectly (faecal pellets from zooplankton and 
dead/decomposed zooplankton) has to sink to depths in the ocean such that it will 
not return to the surface layers for at least 100 years. 

 

（３）Ocean Nourishment 社 

この企業は、植物プランクトンのブルームを鉄散布ではなく、栄養塩によって発生させ、

海洋における CDM 事業展開を検討している。既に 2007 年には、フィリピン政府の許可

を得て、スールー海において小規模な尿素散布実験（1 トンの尿素）を実施している。  

さらに 2008 年には、1000 倍に散布実験を計画していた。 

 

ロンドン条約科学会合資料 LC/SG 31/2/1 より 
 
Scenario 2 
Ocean fertilization with the addition of nitrogen or phosphorus compounds  
 
This concept involves the addition of large amounts (1,000 times more nitrogen than 
iron) of some traditional nitrogen and phosphorus nutrients compounds (e.g., urea, 
ammonia and phosphate) into areas of the ocean where they are in short supply for 
at least part of the year, to generate additional productivity. Proponents of this 
concept have promoted its use primarily as a means of increasing fisheries 
production but with some climate mitigation benefit as well from a proportion of the 
carbon sinking into deep waters (e.g., see http://www.oceannourishment.com/). It 
has also been suggested that it could be used for bio-fuel production however there 
are also significant uncertainties over the effectiveness and environmental impacts 
of this concept as well. 
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（４）Atmocean 社 

この企業は、人工湧昇により下層の栄養塩が豊富な海水を有光層に供給し、植物プラン

クトンの増殖を誘起する方法を開発している。特に Atmocean 社の技術は、表層の波運動

のエネルギーを利用して、パイプを通して下層の海水を表層へ送込む方法である。 

 

ロンドン条約科学会合資料 LC/SG 31/2/1 より 
 
Scenario 3 
Ocean fertilization by bringing water up from the depths using physical devices 
introduced into the ocean, e.g., pipes  
 
This concept involves putting long open-ended tubes in the ocean hanging vertically 
down from the surface to between 100 and 1000 metres. Surface wave action, aided 
by one-way valves in the tubes, would pump cold, high-nutrient water (with high 
levels of CO2) to the surface to promote phytoplankton blooms. Proponents of this 
concept have promoted its use primarily as a climate mitigation measure (e.g., see 
http://www.atmocean.com/ and Lovelock and Rapley, Nature 27 September 2007). 
Additional benefits are claimed by Atmocean from the cooling of surface waters and 
by Lovelock and Rapley from enhanced growth of clouds resulting from the 
production of dimethyl sulphide by phytoplankton thus reflecting additional solar 
radiation away from the earth. To be significant on a global scale, thousands, and 
more probably millions, of tubes would be needed. There are also significant 
uncertainties over the effectiveness and environmental impacts of such proposals. 

 

 

２．３．２－３ 公的研究機関等 

 

ここでは、ドイツの AWI（Alfred Wegener Institute）およびインドの NIO（National 

Institute of Oceanography）により実施された LOHAFEX 鉄散布実験について調査結果

を整理した。 

 

（１）LOHAFEX 鉄散布実験の流れ 

ドイツとインドによる鉄散布実験 LOHAFEX（LOHA はヒンドゥー語の鉄、FEX は

Fertilization EXperiment の略）は、2009 年 1 月 27 日に開始された。ドイツ AWI の報

道発表後に、NGO から 2008 年に採択された CBD（生物多様性条約）の IX/16（鉄散布実

験の禁止を決議、ただし、沿岸域での小規模鉄散布実験は除く）に、LOHAFEX は違反す

るとの考えを示し、ドイツ政府に対して実験の中止を求めていた。しかし、ドイツ政府は

事前調査等を考慮し、最終的に実験の実施を許可した。これにより 1 月 27 日に鉄散布が

行われ、実験がスタートした。鉄散布実験開始の報告は、ロンドン条約会期間会合（2009

年 2 月 9-13 日）においてドイツより報告された。この時、リスク評価報告書を提出した。

また、逐次、報道発表や、AWI および NIO のホームページを通して状況報告やデータの

開示を行っている。 
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表 2.3.2-2 LOHAFEX の流れ 

年月日 LOHAFEX ロンドン条約関係、その他 

2008 年 

5 月 19～30 日 

 CBD/COP9 において５/30 に IX/16(海

洋肥沃化実験の禁止)が採択された 

2008 年 11 月  LC30/LP3 海洋肥沃化に対する規制

（LC-LP.1(2008)拘束力無し）が採択 

2009 年 1 月 7 日  出港 （ケープタウン、南アフリカ）  

1 月 12 日 Weekly Report 1 (NIO)  

1 月 13 日 報道発表（AWI）

1 月 16 日 報道情報（AWI）

1/17 頃より NGO より「CBD の IX/16

に反する」との反対の声が上がる 

1 月？日 外部機関評価 IFM GEOMAR  

1 月 22 日 外部機関評価 British Antarctic Survey

外部機関評価 Univ. Kiel

 

1 月 23 日 Weekly Report 2 (NIO)  

1 月 25 日 外部機関評価 Univ. Heidelberg  

1 月 26 日 独政府が許可 

報道発表（AWI）

 

1 月 27 日 実験開始（鉄散布実施） 

報道情報（AWI）

Data Report 1&2 (AWI)

 

1 月 28 日 Weekly Report 3 (NIO)  

2 月 03 日 Data Report 3&4 (AWI)  

 Data Report 5 (AWI)  

2 月 9-13 日 LC 会期間会合にリスク評価報告書を提出 会期間会合における LOHAFEX 報告 

2 月 10 日 Weekly Report 4 (NIO)  

2 月 17 日 Data Report 6 (AWI)  

2 月 18 日 Weekly Report 5 (NIO)  

2 月 25 日 Data Report 7 (AWI)  

3 月 03 日 Weekly Report 6 (NIO)

Data Report 8 (AWI)

 

3 月 12 日 Weekly Report No.7 (NIO)  

3 月 17 日 帰港（Punta Aewnas, チリ） 

Data Report 9 (AWI)

 

3 月 19 日 Weekly Report 8 (NIO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOHAFEX 実験海域と航路(左：実験計画書より抜粋、右：GoogleEarth を加工) 

図 2.3.2-1 LOHAFEX 実験サイト 
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（２）LOHAFEX 海洋肥沃化実験の実施に関わる特徴 

LOHAFEX 実験の経緯に見られる特徴を整理すると、以下の項目が挙げられる。実験開

始当時の国内外の状況を踏まえ、実験を担当する船上チームと実施許可等に関わる陸上チ

ームとの連携を図り、また、ホームページを通しての定期的な情報公開などにより、鉄散

布実験の実施に至ったと思われる。この点は、海洋隔離の海洋実験に対しても参考になる

と考える。 

 

①ロンドン条約における規制議論よりも前に計画された実験 

②ロンドン条約決議（LC-LP.1(2008)）および生物多様性条約決議（IX/16）を考慮 

③実験海域の事前調査（同一航海内で実施）  

④外部機関による海洋肥沃化実験の評価（4 機関） 

⑤ドイツ政府（環境大臣）の許可 

⑥ロンドン条約会合への報告（LC0LP1(2008)リスク評価書の提出） 

⑦国立の研究機関が主導。多くの国の研究者の参加：インド(29)、ドイツ(10)、 

イタリア(3)、スペイン(2)、英国(2)、フランス(1)、チリ(1) 

⑧実験データの速報、週刊レポート、プレスリリースを随時提供 
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２．４ 国際学会・シンポジウム等の動向 

 

２．４．１ はじめに 

 

H18 年度までのプロジェクトや前回中間評価において、国際ネットワークの構築は懸案

になっており、H19 年度からの継続フェーズでも海洋隔離の理解促進と国際ネットワーク

構築は重要課題の一つである。継続フェーズでは、当初目標として H19 年度に理解促進と

海外研究機関の動向調査を開始し、H23 年度には、Web サイト整備と海外との情報交換を

目標としていた。ところが、2007 年 6 月 28 日付けで、OSPAR 条約は、CO2海洋隔離を

禁止する決議を採択した。これがロンドン条約の場へも波及し、CO2海洋隔離の禁止を提

案される可能性が高まったため、禁止に関する提案成立を阻止すべく、ロンドン条約対応

に係わる調査を強化するよう、当初計画を変更する必要が生じた。その後、ロンドン条約

LC29、SG31 において懸念された事態は発生しなかったことから、着実な世論づくりへと

方針を転換することとなった（図 2.4.1.1）。 

 

他国が禁止決議案

を提起
いいえ

はい

反対を表明

LC29へ

締約国として参加

LC内で

WG立ち上げ

いいえ

他国がLC内での

議論を提案

他国がSG31での

議論を提案

いいえ

反対を表明

強引すぎる

性急すぎる

SG31での議論を望む

性急すぎる

SG31での議論を望む

他国がTOR案を

提出

他国がTOR案を

提出

TORの中立的内容

への誘導

TORの対案を作成しておく？

はい

はい

禁止決議案

の検討

採 択

はい

留保を表明？

いいえ

はい

はい

情報提供の用意あり

はい

TORの中立的内容

への誘導

TORの対案を作成しておく

はい

いいえ

いいえ

いいえ

着実な世論づくり

SG31内で

WG立ち上げ

 

図 2.4.1-1 ロンドン条約対応フロー 

 

さて、これまでロンドン条約等での禁止提案阻止の対処方針をもってロンドン条約会合

に臨んでいたが、「着実な世論づくり」への転換により、ロンドン条約における海洋隔離の
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海洋実験や事業化を目指した海洋隔離の認知活動が必要となる。そのためには、 

①科学者に対して海洋隔離の正確なイメージの提供 

②国際的に働きかけるには国内のコンセンサス作り 

③理解促進では非科学的有識者へのコミュニケーション 

④科学者会合に備えて国内での理解促進の“タイトルマッチ” 

⑤研究成果が国際的にどの程度通用するのか海外研究者の意見収集 

との意見が出された。これらを受け、ひとつはロンドン条約会合において海洋隔離プロジ

ェクトの研究成果を会合参加者に受け入れやすいテーマにアレンジして発信すること、ま

た、国際学会等での情報発信の場を設けることが必要とされた。特に、広く有識者（科学

者、法学者、政策決定者など）に対して PO 活動と国際ネットワーク構築が推進されるこ

ととなった。主な活動案として、以下の 4 項目が提案された。 

 

(1) 海外研究者との意見交換会（国内） 

(2) 海外研究者を含むミニシンポジウム（国内） 

(3) 海外で開催される国際学会等でのセッション提案 

(4) 海外で開催される国際学会等でのシンポジウム提案 

 

このため、平成 19 年度より海外の研究者に対する海洋隔離の認知を目指し、国際学会

でのセッション提案や既存のセッションにおける発表参加を推進することを目標として活

動を開始した。平成 20 年度には、平成 19 年度に企画した国際学会・国際会議におけるセ

ッションが開催され情報発信を行うとともに、平成 21 年度に開催される国際学会・国際

会議への情報発信に対しての企画を検討した。 

 

 

２．４．２ 平成２０年度の国際学会等の対応状況 

 

２．４．２－１ 概要 

 

平成 19 年度の国際連携ワーキンググループにおいて、セッション提案が可能な二つの

国際学会・会議（Oceans、WPGM）が提案された。また、セッション提案は出来ないが、

研究成果の発表が効果的であると思われる国際学会・会議（HighCO2World、GHGT9、

FM2009、PSI2009）への情報提供が推進された。これらの学会・会議は本年度に開催さ

れた。表 2.4.2-1 に対応した国際学会・シンポジウムの一覧を示した。 

 

 

390



表 2.4.2-1 平成 20 年度に対応した国際学会・シンポジウムの一覧 

 国際学会・シンポジウムにおける関連内容 

1 会議名：OCEANS'08 MTS/IEEE KOBE-TECHNO-OCEAN'08 Conference and Exhibition 
(OTO'08) 

開催日：2008 年 4 月８日～11 日 

開催地：神戸国際展示場（神戸） 

セッション名：Ocean Sequestration of Carbon Dioxide 

2 会議名：WPGM（Western Pacific Geophysic Meeting） 

開催日：2008 年 7 月 29 日～８月 1 日 

開催地：Cairns（Australia） 

セッション名：Purposeful CO2 Mitigation to Ocean Environment and Biogeochemical 
Approaches for its Evaluation  

3 会議名：The Second Symposium on The Ocean in a High-CO2 World 

開催日：2008 年 10 月 6 日～8 日 

開催地：モナコ海洋博物館（Monaco） 

セッション名：ポスターセッションのみ 
・Scenarios of ocean acidification  
・Effects of changes in seawater chemistry on nutrient and metal speciation  
・Ocean carbon system from deep-time to the present to the distant future 
・Paleo-chemistry 
・Mechanisms of calcification 
・Impacts on benthic and pelagic calcifiers  
・Physiological effects: From microbes to fish 
・Adaptation and (micro)evolution 
・Fisheries, food webs, and ecosystem impacts 
・Biogeochemical consequences and feedbacks to the Earth system 
・Economic consequences 
・CO2 disposal 

4 会議名：GHGT-9（9th International Conference on Greenhouse Gas Technologies） 

開催日：2008 年 11 月 16 日～20 日 

開催地：The Omni Shoreham Hotel （Washington DC） 

セッション名：Ocean Storage（口頭発表） 

5 会議名：AGU Fall Meeting 2008 

開催日：2008 年 12 月 16 日～20 日 

開催地：Moscone West and North Buildings （サンフランシスコ） 

セッション名：Carbon Storage in the Ocean（口頭発表およびポスター発表） 

6 会議名：Pacific Science Intercongress 2009 

開催日：2009 年 3 月 2 日～6 日 

開催地：Hilton Hotel （パペーテ、タヒチ） 

セッション名： 
① Ocean Acidification （口頭発表） 
② Response to ocean acidification and climate change（ポスター発表） 

 

 

 

２．４．２－２ 国際学会等における情報収集結果 

 

表 2.4.2-1に示した、平成 20年度の対応した国際学会・シンポジウム等の内容を整理し、

以下に示した。 
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（１）Oceans2009 

会議名：Oceans 2009 

開催地：神戸国際展示場、平成 20 年 4 月 9～10 日 

セッション：Ocean Sequestration of Carbon Dioxide -1 

要旨：http://www.oceans08mtsieeekobe-technoocean08.org/ （要旨は非掲載） 

1 Prediction of Acidification in the Ocean Surface, and Benefits and Risks of the CO2 Ocean 
Sequestration as a Mitigation Technology  Dr. Michimasa Magi 

2 Methodology for impact assessment of ocean CO2 sequestration on deep-sea organisms   

Dr. Jun Kita 

3 Effects of CO2 Ocean Sequestration on Deep-Sea Animals   Dr. Atsushi Ishimatsu 

4 Ecosystem model of deep-sea plankton community for CO2 ocean sequestration   
Yasuyuki Kishi 

5 Dr. Nobuo Tsurushima Dissolution rate of calcium carbonate in high pCO2 seawater under 
high pressure 

5 Dr. Kiminori Shitashima Strategy of environmental assessment for CO2 ocean sequestration 

セッション：Ocean Sequestration of Carbon Dioxide-2 

6 System Plan of CO2 Marine Transport and Release in Deep Waters for Moving-ship Type of CO2 
Ocean Storage  Mr. Junichi MInamiura 

7 Evaluation of CO2 Dilution in Ocean sequestration    Prof. Shuichiro Hirai 

 Simulation of 50Mton CO2 injection per year into the ocean using an ocean general circulation 
model     Dr. Yoshio Masuda 

8 Numerical Simulation on Mesoscale Diffusion of CO2 Sequestrated in the Deep Ocean in 
Practical Scenario    Dr. Se-min Jeong 

 A gas controlled aquarium system for ocean acidification studies    Dr. James Barry 

セッション：Ocean Sequestration of Carbon Dioxide-3 

1 Research & Development on Carbon Dioxide (CO2) Storage on Deep Seabed  

Dr. Kenkichi Tamura 

2 Development of CO2 Slurry Release Nozzle for CO2 Ocean Storage    Mr. Yasuharu Nakajima 

3 Research & Development on Offshore Release System for CO2 Storage on Deep Seabed 

Mr. Yuji Awashima 

4 Development of the floating structure for the Sailing-type Offshore Wind Farm   

Mr. Hideo Manabe 

報告 

 “Oceans”は海洋開発、応用、保全に関する国際コンファレンスであり、今回は公的機
関、研究所、民間らの海洋技術に関する展示会“Techno-Ocean”との 2004 年に続く共同開
催であった。OTO’08 事務局による公式発表によると、Oceans の口頭発表は 183 件、約
50％弱が日本人、アジア人が 25％、欧米他が 25％強で、参加者 421 名、56％が日本人、
アジア系が 19％、残り 25％が欧米他、展示会場を含む述べ来場者数は 9816 人とのことで
あった。 

今回は、セッション「Ocean Sequestration of Carbon Dioxide」が企画され、海上技術安全
研究、RITE、MBARI の海洋隔離技術開発に関する研究成果発表が三つのセッションで合
計 15 件あった。9 日午後に行われた二つのセッションでは、RITE の Moving-Ship 方式の
海洋隔離技術にかかわる研究成果と MBARI の海洋酸性化についての発表が行われ、10 日
午前のセッションでは海上技術安全研究所の海底貯留方式の海洋隔離技術の研究成果が
紹介された。参考資料として、発表タイトルおよび発表者名を添付した。聴講者は 40 名
以上おり、海外からの参加者も十数名が聴講していた。RITE および海上技術安全研究所
の隔離技術については、このセッションに参加した国内の研究者は内容をよく知っている
ためか、ほとんど質問はなかった。それに対して、海外から参加された研究者からは、そ
れぞれの発表に対して、少なくとも 2～3 の質問があり、活発な議論がなされた。 

（RITE・間木主任研究員）
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（２）WPGM2008 

会議名：WPGM (2008 Western Pacific Geophysics Meeting) 

開催地：Cairns, Australia, 29 July - 1 August 2008 

セッション：Purposeful CO2 Mitigation to Ocean Environment and Biogeochemical 
Approaches for its Evaluation」 

要旨：http://www.agu.org/meetings/wp08/から入手可能 

OS24B（オーラルセッション） 
座長：原田部門長、鈴村主任研究員(AIST)、下島上席研究員(CRIEPI) 

1 Short- and Long-Term Impacts of CO2 Ocean Sequestration on Marine Animals 
*A Ishimatsu, H Kurihara  INVITED 

2 Dissolution rate change of CaCO3 for increasing CO2 in seawater in the western North Pacific 
*N Tsurushima, M Suzumura, N Yamada, K Harada 

3 Effects of CO2-Related Seawater Acidification on Marine Biogeochemical Cycling: I. Bacterial 
Activities.  *N Yamada, M Suzumura, N Tsurushima 

4 Effects of CO2-Related Seawater Acidification on Marine Biogeochemical Cycling: II. Activities 
of Hydrolytic Enzymes.  *M Suzumura, N Yamada, K Kitayama 

中
止 

A model study of the New Guinea Coastal Undercurrent modulation of large phytoplankton 
blooms in the central and eastern equatorial Pacific  *T Gorgues, L Slemons, C Menkes, J 
Murray, O Aumont 

5 Numerical Simulation of CO2 Dispersion Leaked from Seafloor off Japanese Coast 
Y Kano, *T Sato, J Kita 

6 Observation of emission and diffusion of natural CO2 from seafloor hydrothermal systems 
*K Shitashima 

7 Dispersion of CO2 leaked from seabed in shallow seawater      *B Chen, M Nishio, M Akai 

8 A preliminary assessment of environmental effect of underwater CO2 sequestration to a gas field 
in the southwestern part of East/Japan Sea  *Y Park, S Choi, Y Kim, J Hwang, J Lee, S Kang 

OS25C（ポスターセッション） 

座長：原田部門長、下島上席研究員(CRIEPI) 

1 Influence of the increase of dissolved CO2 concentration in seawater on the marine organisms 

*J Lee, C Lee, C Sung, H Kim, S Moon, J Hwang, Y Park, S Kang 

2 Impacts of High Carbon Dioxide Concentration on Aggregation of Marine Suspended Particles 

Y Watanabe, *N Maeda, T Fukuhara, K Harada 

3 Development Of In Situ Experiment System (Pelagic Chamber) In The Deep-Sea, Assisting To 
Determine The CO2 Impacts Through Micro Plankton Communities In The Ocean CO2 
Sequestration   *H Ishida, Y Watanabe, M Magi, Y Shirayama 

4 Monitoring strategy for CO2 storage in the ocean environment  *K Shitashima 

5 Research Plan for Environmental Assessment of CO2 Seepage from Ocean Bottom Floor 

*K Harada, M Suzumura, N Tsurushima, Y Shibamoto 

6 Numerical Simulation on Mesoscale Diffusion of CO2 Injected in the Deep Ocean in Practical 
Scenario    S Jeong, *T Sato, B Chen 

報告 

 本セッションでは、8 件の口頭発表と 6 件のポスター発表が行われた。発表者は日本と
韓国だけであったが、口頭発表の際は、20 人程度の聴講者があり、日本や韓国の他に欧米
人が数人参加した。ポスター発表の際は、CCS 研究の関係者以外からの質問が予想以上に
多く、CCS への関心度が高くなっている印象を受けた。また、韓国では、朝鮮半島先端の
海底油田掘削基地に近隣の発電所や製鉄所から回収した CO2 を貯留する計画が国家規模
で進められており、その概略に関する発表があった。 

報告者の発表は、RITE 受託の一環で実施した海水中の低 pH・高 CO2 海水の拡散挙動観
察の結果と、その観測手法に関するものである。実際の海洋中での低 pH・高 CO2 環境や
その挙動のナチュラルアナログや、観測に使用した機器を用いた CCS 研究(特に、漏洩 CO2

の検知・モニタリング手法開発) に対する期待(興味)は高かった。韓国からの発表は、国
家規模で CO2 の海底下貯留が進められており、近いうちに実証試験を行う勢いであった。
今後の状況は不明であるが、現時点では国家のバックアップの下、CCS 研究が急速に進め
られているという印象であり、日本との違いを痛感した。 （電中研・下島上席研究員）
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（３）第 2 回 HighCO2World シンポジウム 

会議名：Second International Symposium on The Ocean in a High-CO2 World 

開催地：MONACO – October 6-9, 2008 

要旨集：http://ioc3.unesco.org/oanet/Symposium2008/Monaco.Meeting.Book.pdf 

Scenarios of ocean acidification – James Orr, Chair 

1 Invited: Present and future changes of carbonate systems in the global oceans – Richard Feely, 
NOAA/PMEL, Seattle, USA 

2 Impact of climate change mitigation on ocean acidification projections – Gian-Kasper Plattner, 
ETH Zurich, Switzerland 

3 CO2 emission targets for future changes in ocean carbon chemistry – Richard Zeebe, University 
of Hawaii, USA 

4 High vulnerability of Eastern boundary upwelling systems to ocean acidification – Nicolas 
Gruber, ETH Zurich, Switzerland 

Impacts on benthic and pelagic calcifiers – Denis Allemand, Chair 

1 Invited: Impact of ocean acidification on benthic organisms – Jean-Pierre Gattuso, LOV, 
Villefranche-sur-mer, France 

2 Poorly cemented coral reefs of the eastern tropical Pacific: possible insights into reef 
development in a high-CO2 world– Joan Kleypas, National Center for Atmospheric Research, 
USA 

3 The impact of ocean acidification and temperature on the reproduction and development of 
oysters and the potential of genetic differences to ameliorate climate change – Laura Parker, 
University of Western Sydney, Australia 

4 Latitudinal variation in calcification: vulnerability of Antarctic benthic calcifiers to ocean 
acidification – Sue-Ann Watson, National Oceanography Centre Southampton, UK 

5 Invited: Pelagic calcifiers: pteropods and forams – Victoria Fabry, Cal. State University, San 
Marcos, USA 

6 Interannual variability of pteropod shell weights in the high-CO2 Southern Ocean – Donna 
Roberts, Antarctic Climate & Ecosystems CRC, Hobart, Australia 

Ocean carbon system: past & present – Peter Haugan, Chair 

1 Invited: Controls on evolution of ocean carbonate chemistry over the past 109 years – Ken 
Caldeira, Department of Global Ecology, Carnegie Institution, Stanford, USA 

2 Boron isotope evidence of ocean acidification in the Neoproterozoic – Simone Kasemann, 
University of Edinburgh, UK 

3 Reduced calcification in modern Southern Ocean planktonic foraminifera – Andrew Moy (William 
Howard), Antarctic Climate & Ecosystems CRC, University of Tasmania, Australia 

4 Current rates of change in pH and calcium carbonate saturation in the high latitude North Atlantic 
Ocean – Jon Olafsson, Marine Research Institute, Reykjavik, Iceland  

5 Low winter CaCO3 saturation in the Baltic Sea and consequences for calcifiers – Toby Tyrrell, 
National Oceanography Centre, Southampton University, UK 

Effects of ocean acidification on nutrient and metal speciation –Silvio Pantoja, Chair 

1 Invited: Ocean acidification and metal speciation – Hein de Baar, Royal Netherlands Institute for 
Sea Research, the Netherlands 

2 Ocean acidification effects on iron speciation in seawater – Eike Breitbarth, Department of 
Chemistry, University of Gothenburg, Sweden 

Mechanisms of Calcification – Joan Kleypas, Chair 

1 Invited: Biomineralization mechanisms in marine calcifiers in view of ocean acidification – 
Jonathan Erez, Institute of Earth Sciences, Hebrew University of Jerusalem, Israel 

2 Effect of acidification on coral calcification: working hypothesis towards a physiological 
mechanism – Francesca Marubini (Denis Allemand), Centre Scientifique de Monaco 

3 Predictions of carbon fixation during a bloom of Emiliyana Huxleyi is highly sensitive to assumed 
response to shift in pCO2 – Olivier Bernard, INRIACOMORE, Sophia-Antipolis, France 

Physiological effects: from microbes to fish – Victoria Fabry, Chair 

1 Invited: Physiological Mechanisms Linking Climate to Ecosystem Change: Effects of Ocean 
Acidification on Marine Animals in Times of Ocean Warming – Hans-Otto Pörtner, Alfred 
Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI), Germany 
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2 Invited: Impacts of Ocean Change on Primary Producers – Ulf Riebesell, Leibniz Institute of 
Marine Sciences (IFM-GEOMAR), Germany 

3 Invited: Physiology overview of Microbes – Antje Boetius, MPI für Marine Microbiology, 
Bremen, Germany 

4 Effects of hypercapnic acidification of seawater on the biology of non-calcifying marine 
organisms – Erik Thuesen, Evergreen State College, Laboratory, Olympia, USA 

5 Predicting the impact of ocean acidification on benthic biodiversity: what can animal physiology 
tell us? – Stephen Widdicombe, Plymouth Marine Laboratory, UK 

Fisheries, food webs, and ecosystem impacts (PICES-ICES session) – Patrick Lehodey, Chair 

1 Invited: Consequences of Ocean Acidification for Fisheries – Jan Helge Fosså, Institute of Marine 
Research, Bergen, Norway 

2 An ocean acidification simulation experiment with benthic animals using a precise pCO2 control 
system – Yukihiro Nojiri, CGER/NIES, Tskuba, Japan 

3 Natural CO2 vents reveal ecological tipping points due to ocean acidification – Jason 
Hall-Spencer, Marine Institute, Biological Sciences, University of Plymouth, UK 

4 Salmon pHishing in the northeast Pacific; an archaeological dig in the North Pacific survey data 
(1956–1964) – Skip McKinnell, North Pacific Marine Science Organization, Sidney, Canada 

CO2 Disposal – Ken Caldeira, Chair 

1 Invited: Effects of CO2 capture and storage on ocean acidification – Peter Haugan, Geophysical 
Institute, University of Bergen, Norway 

2 Modelling of CO2 dispersion leaked from seafloor off Japanese coast – Yuki Kano (Toru Sato), 
AIST ( and University of Tokyo), Japan 

Adaptation and microevolution – Ulf Riebesell, Chair  

1 Invited: A brief history of skeletons in the ocean – Andrew Knoll, Harvard University, USA 

2 Influence of high CO2 on coccolithophores under long-term cultivation – Marius Müller, Leibniz 
Institute of Marine Sciences, Germany 

New concerns – Ulf Riebesell, Chair 

1 Impact of ocean acidification on underwater sound: reduced low frequency absorption, increased 
noise levels, potentially higher stress for marine mammals – David Browning, Department of 
Physics, University of Rhode Island, USA 

2 Experimental approaches of carbonate chemistry manipulation in CO2 perturbation studies – Kai 
Schulz, Leibniz Institute for Marine Sciences (IFM-GEOMAR), Germany 

Biogeochemical consequences and feedbacks to the Earth system –Tom Trull, Chair 

1 Invited : Biogeochemical consequences of ocean acidification – Laurent Bopp, Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement CEA-CNRS-UVSQ, IPSL, Gif-sur-Yvette, France 

2 Dissolution of CaCO3 in shallow water carbonate environments in the high CO2 world of the 
Anthropocene – Andreas Andersson, Bermuda Institute of Ocean Sciences, Bermuda 

3 Impacts of ocean acidification on marine biogenic trace gas production – Frances Hopkins, 
Laboratory for Global Marine and Atmospheric Chemistry, School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, Norwich, UK 

4 From laboratory manipulations to Earth system models: an ‘Eppley curve’ for calcification rate? – 
Andy Ridgwell, University of Bristol, UK 

Breakout sessions 

1 1. Natural and Artificial Perturbation Experiments to Assess Acidification (e.g., 
paleoceanography, spatial variability, and mesocosm studies, modeling) Chair: Ulf Riebesell 
Rapporteur: Steve Widdicombe 

2 Observational Networks for Tracking Acidification and its Impacts (e.g., sensor development, 
observation networks, ecosystem responses, modelling) Chair: Toby Tyrrell Rapporteur: Chris 
Sabine 

3 Scaling Organism to Ecosystem Acidification Effects and Feedbacks on Climate (e.g., organism 
dose-response, modeling) Chair: Hans-Otto Pörtner Rapporteur: Ken Caldeira 

Closing summaries for 3-day science meeting – James Orr, Chair 

1 What have we learnt about ocean acidification since 2004 and where should we be in 2012? 
Jean-Pierre Gattuso - LOV, Villefranche-sur-mer, France Followed by discussion 

2 Closing statement - James Orr, Planning committee 

Beyond natural science  

395



1 Science summary from first three days of the symposium – Carol Turley, Plymouth Marine 
Laboratory, UK 

2 Basic Economics of Ocean Acidification – Hermann Held, Potsdam Institute for Climate Impact 
Resrearch, Germany 

3 Ocean acidification - connecting the science to policy – John Baxter, Scottish Natural Heritage, 
UK 

4 Opening – H.S.H. Prince Albert II, Monaco  

Outreach for local students and teachers (in French)  

1 Presentations and hands-on workshop potentially organized with CarboSchools, EPOCA EU 
Project, Musée Océanographique, Océanopolis, & l’Education Nationale de Monaco 

POSTE(海洋隔離プロジェクト関係者のみ掲載) 

M9 Dispersion of CO2 Leaked form Seabed in Seawater  

Chen, Baixin1, Peter Brewer2, and Masahiro Nishio3 

M20 Biogeochemical Approach of Environmental Assessment for CO2 Ocean Storage  

Harada, Koh, Nobuo Tsurushima, Masahiro Suzumura, and Namiha Yamada 

T25 In Situ Enclosure Experiment Device for Assessing Deep-Sea Ecosystems with High CO2 
Concentrations  

Ishida, Hiroshi1,2, Yuji Watanabe1,2, Michimasa Magi2 and Yoshihisa Shirayama3 

T26 Effects of High CO2 on Deep-Sea Fishes  

Ishimatsu, Atsushi, Masahiro Hayashi, and Yuki Kojima 

T28 Reproductive Physiology of Sea Urchin in a High-CO2 World  

Kurihara, Haruko Rui Yin and Atsushi Ishimatsu 

M32 High CO2 Retained Fraction in Ocean Sequestration Estimated by a High Resolution Model  

Masuda, Yoshio1 and Yasuhiro Yamanaka1,2 

T47 Natural Analogue for Ocean Acidification  

Shitashima, Kiminori 

T52 Decreasing of Aggregate Size of Marine Suspended Particles under High CO2 Conditions  

Watanabe, Yuji1,2, Nobuhiro Maeda1,2, and Koh Harada3 

報告 

 第２回の「The Ocean in a High-CO2 World」シンポジウムは、第１回シンポジウムに比べ
て参加者が倍増し、海洋酸性化が中心の話題となったことが印象的であった。 

６日７日と８日の午前は、研究発表が行われた。プログラムとしては、まず物理化学的
テーマの研究発表があり、次に生物影響の研究発表は発表が続くという構成であった。 

物理化学的な発表では、アラゴナイトのΩa＝１を強く意識する発表が多く、この状態
が生物学的な影響が現れる境界値であるという誤ったステレオタイプが広がっているこ
とがうかがわれた。また、大気二酸化炭素以外にも沿岸域では PCO2 が上昇する原因とし
て、河川水の影響と湧昇の影響が大きいことが指摘された。さらに、PCO2 の上昇によっ
て、海水の音波の吸収属性に変化が発生し、低周波の音が吸収されにくくなること、これ
に伴って、音響を生活に活用している海産ほ乳類に影響が及ぶ可能性が新たに指摘された。

生物影響についての発表では、カキの系統によって高二酸化炭素環境に対する耐性が異
なること、その違いは遺伝的な背景がありそうなことが報告された。日本から環境研の野
尻氏が、二酸化炭素濃度の日周変化・年周変化が大きいことを指摘した上で、これらの変
動を実験系に含めるべきであること、また二酸化炭素濃度を平衡にするためには、かなり
大きな気液比を取る必要があることが指摘され、今後の研究の方向性について示唆に富む
発表であった。キールグループから同様の発表がポスターセッションで行われていた。 

クモヒトデで高二酸化炭素により骨格形成が促進するという発表があった。ただし、こ
れは生理活性全体が上昇した結果であり、その対価として大量のエネルギーを消費してい
るため、生殖などに負の影響がみられ、世代を超えた影響は深刻であろうと指摘されていた。

海洋貯留についての報告もあった。この中で OSPAR では、現在、海洋貯留は禁止され
ているが、海底直下に液体 CO2 を入れることにより、ハイドレートが安定して長期間貯留
が可能になるという考えが提出され、評価が行われつつあるという紹介があった。経済学
の立場からの講演では、ヨーロッパの方向性として 450ppm、2℃を目標としていること、
リサイクルの可能なエネルギーとして、水力、風力、バイオマス、太陽エネルギーがある
が間に合わないこと、CCS が現実的な手法であることを強調していた。 

深海の Natural Analogue に関する研究も報告されていた。実際、二酸化炭素濃度が高い
場所では、棘皮動物がいないなどの生物側の反応があることが明らかになっていた。ただ
し、移動して逃げたのか、その場所で影響のために死亡したのかは明らかではないので、
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影響の評価は難しい。 

８日午後には今後の研究の方向性について分科会に分かれて議論が行われ、結果が報告
された。全体として研究者間のネットワークの強化と無駄な重複の排除、方法論の統一の
重要性などが指摘された。 

全体として、海洋酸性化の研究が世界的な流れになっていることがはっきりした。ただ
し、目的がいまひとつはっきりしない。影響があった・無かった、の報告が山積になって
収拾がつかないということになるのかもしれない。 

海洋貯留について、Peter Haugan は繰り返し、“現在は、OSPAR は海洋貯留を禁止して
いるが。。。。”と述べた上で、海洋貯留にはメリットもあることを様々な視点から指摘して
いた。また、その後の質疑でも、海洋貯留に対する否定的な発言はなく、欧州においても
完全に可能性が否定されたわけではないという印象を強く持った。やはり現場実験を行っ
てその安全性を確認することが実現に向けて必須であろう。   （京都大学・白山教授）

 SCOR（Scientific Committee on Oceanic Research）および UNESCO（United Nations, 
Educational, Scientific and Cultural Organization ）等が 主 催 す る Second international 
symposium on the Ocean in a High-CO2 World がモナコ公国で開催された。第一回は 2004 年
5 月にパリの UNESCO 本部で開催され（報告者は参加・ポスター発表した）、今回は第二
回目の開催であった。今回のシンポジウムでは、特に大気中の CO2増加に伴う海洋酸性化
問題が主なテーマであった。 

12 のトピックに対して 39 件の招待講演者の口頭発表があり、106 件の一般講演者のポ
スター発表があった。報告者は、Scenarios of ocean acidification のセッションに「Natural 
Analogue For Ocean Acidification」のポスター発表を行った。この発表では、沖縄海域鳩間
海丘およびマリアナ海域栄福海山（ともに水深 1500m）の液体 CO2挙動観測結果、鹿児島
湾若尊カルデラの気体 CO2 の挙動観測結果を示した。実際の海洋では、天然現象由来の低
pH・高 CO2 環境の拡散範囲や影響範囲は、噴出域周辺だけに限定されていることを報告し
た。海洋中での液体・気体 CO2 の溶解・拡散過程や海洋環境への影響に関する質問だけで
なく、観測手法に関する質問も多くあった。海洋酸性化のナチュラルアナログに関連した
発表として、英国プリマス大学の研究者から、イタリア半島先端にある浅海域の天然 CO2

噴出地帯での観測結果の発表があり、この海域の pH は 7.8 で、貝類などの個体数は少な
く、シーグラスが繁茂しているとの発表があった。観測を行った研究者は生物学者であり、
その発表は貝類や海藻などの生態にのみ着目した発表で、全体的な海洋環境変動（影響）
に関しては言及されていなかった。 

3 日目の午後には 3 つのトピック(模擬実験、観測手法、モデル)に分かれ、今後の研究
の方向性に関するグループディスカッションが持たれ、それぞれのトピックのまとめが発
表された。この中で、長期的モニタリング観測の実施（例えば、キーリングカーブのよう
な観測）、海洋酸性化問題の国際社会や政治へのアピール、若手研究者の育成、モニタリ
ング観測技術の開発などの重要性が強調されていた。最終日(4 日目)は Prince Albert II の閉
会挨拶があり、午後からはプレス発表および学生や先生へのアウトリーチが行われた。 

第一回目に比べて第二回目では、「海洋酸性化に対する海洋生物への影響」が強くアピ
ールされており、参加した多くが生物に関連した研究者であった。特にヨーロッパでは、
CO2問題の中でも海洋酸性化による貝やサンゴ等の石灰質外殻を持つ生物への影響に重点
が置かれており、室内実験や小規模な沿岸メソコスム実験がほとんど唯一の研究方法とな
っている。しかし、近年の高性能計測技術を用いた実際の海洋における高精度な長期観測
や広範囲観測の実施例は無く、正確な観測結果に基づいた海洋酸性化の正しい評価あるい
は予測がなされているとは言い難い。現時点での海洋酸性化研究では悪い影響のみが特に
強調されており、ことさらに危機感を煽っている感が否めない。それ故、今回のシンポジ
ウムのまとめとして強調されたように、高精度なモニタリング観測技術の開発や長期的モ
ニタリング観測の早期実施によって、海洋酸性化の正しい評価あるいは予測がなされるこ
とが望まれる。また、現在の海洋酸性化研究に関わっている研究者の多くは、以前に「Iron 
Paradise」に関わっていた研究者であることから、「Iron Paradise」の時と同様に研究費獲得
のためのパフォーマンスで無いことを期待したい。 

今回はモナコ海洋博物館が会場となっており、シンポジウムの合間に博物館の見学もで
きた。モナコ公国は古くから海洋研究に取り組んでいることで有名で、その研究の歴史の
長さを知ることができた。また、今回のシンポジウムでは、最終日に挨拶した Prince Albert 
Ⅱが支援をしており、学生の優秀な発表（口頭・ポスター）に対して表彰（副賞は賞金と
シャンパン）式が持たれ、「若手研究者の育成」に力を注いでいることが伺えた。 

（電中研・下島上席研究員）
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（４）GHGT9 

会議名：GHGT9 

開催地：16 - 20 November 2008 The Omni Shoreham Hotel; Washington DC 

要旨：http://mit.edu/ghgt9/index.html から入手可能 

セッション：9F/Ocean Storage 

1 Electrochemical Acceleration of Chemical Weathering for Carbon Capture and 
Sequestration 
Prof Michael Aziz - Harvard School of Engineering and Applied Sciences - UNITED 
STATES 

2 The fate of CO2 bubble leaked from seabed 
Dr Baixin Chen - Heriot-Watt University - UNITED KINGDOM 

3 A case for ocean sequestration of captured carbon emissions 
Ms Kathryn Sheps - MDS Research, LLC - UNITED STATES 

4 An updated assessment of the acute impacts of ocean carbon sequestration by direct 
injection  
Mr Peter Israelsson - Massachusetts Institute of Technology - UNITED STATES 

Poster Session 

1 Topographic effects on CO2 diffusion and dissolution from the seafloor 
Miss Kristin Rygg - Bergen Center for Computational Science, Unifob - NORWAY 

2 The role of CO2 hydrate on the CO2 leakage rates from deep ocean CO2 storage 
Prof Bjørn Kvamme - Department of Physics and Technology - NORWAY 

3 Carbon dioxide hydrate particles for ocean carbon sequestration 
Mr Aaron Chow - Massachusetts Institute of Technology - UNITED STATES 

4 Experiment on the hydrate nucleation of liquid CO2 droplet 
Mr Yuki Matsumoto - University of Tsukuba - JAPAN 

報告  

口頭発表 4 件の講演中 3 件が直接的な CO2 の海洋隔離ではなく、間接注入法についての研究であ
った。その方法は、1 件目は CO2 をハイドレート化して海水に混合してから注入するもの、2 件目は土
壌の風化による中和作用を利用して海水に CO2 を溶かしてから注入するもの、4 件目は CO2 を地上で
海水に溶解してから注入であった。特に、４件目は水不足の解消と希釈溶解型の海洋隔離を組み合
わせた方法であった。3 件目の講演は、RITE 関係の報告で、Herriot-Watt 大学の陳教授(当日の
講演は AIST 西尾氏が担当)が海底下地中貯留サイトから漏洩した CO2 が大気へ戻るかについて、南
シナ海の最大深度 150m の海域を例に数値解析の結果を紹介した。聴講人数は 50～70 名で、最初
の 3 件の講演の質問数は１～3 件であったが、4 件目の講演では 5 件以上あり、活発な議論が行われ
た。                                               （RITE・三戸研究員）

 

 

 

（５） AGU Fall Meeting 2008 

会議名：Fall Meeting 2008 

開催地：16 - 20 November 2008 The Omni Shoreham Hotel; Washington DC 

口頭発表セッション：Carbon Storage in the Ocean   
座長 I S Jones, University of Sydney; P Brewer, MBARI 

要旨：http://www.agu.org/meetings/fm08/から入手可能 

1 Engineered Carbon Storage in the Oceans    *Caldeira, K、Cao, L 

2 Electrocemical Production of Ocean Alkalinity for Carbon Dioxide and Acid 
Mitigation, and Hydrogen Generation     * Rau, G H 

3 Estimation of Turbulent Diffusion of Carbon Dioxide by Small-scale Eddies in the 
Deep Ocean by Low-wavenumber Forcing      Sato, T sato, * Hirabayashi, S 

4 Conceptual Approaches to Testing the Efficiency and Impact of Ocean Iron 
Fertilization (OIF) for Enhancing CO2 Storage in the Ocean  
Whilden, K , * Leinen, M , Whaley, D 
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5 Sequestering Naturally Occurring Liquid Carbon Dioxide in the Deep Ocean  
* Capron, M 

6 Environmental Assessment for Potential Impacts of Ocean CO2 Storage on Marine 
Biogeochemical Cycles  
* Yamada, N, Tsurushima, N, Suzumura, M , Shibamoto, Y,  Harada, K 

7 Sources of Nutrients for Ocean Enrichment       * Jones, I S 

ポスター発表セッション：Carbon Storage in the Ocean   
座長 I S Jones, University of Sydney; P Brewer, MBARI 

1 An Earth System Model Ensemble Assessment of Potential Liquefied CO2 injection 
Sites in the Deep Ocean    * Rodengen, T, Ridgwell, A, Kohfeld, K  

2 Underwater CO2 Sequestration Program in Korea  
Kang, S , * Park, Y , Choi, S, Kim, Y, Hwang, J , Lee, J 

3 Risk Assessment for CO2 Sequestration in Under Water Geological Structures  
Lee, J, Lee, C, Sung, C, Kim, H, Moon, S, Huang, J, * Park, Y , Kang S 

4 Particulate Organic Carbon (POC) in the North Atlantic: Spatial and Temporal 
Variability     * Stramska, M 

5 Development of monitoring strategy for the assessment of Carbon Dioxide Capture 
and Storage (CCS)    * Shitashima, K 

6 Effects of suspension pH and mineral dissolution on carbon dioxide hydrate formation 
* Lee, W, Lamorena, R B 

7 High CO2 Retained Fraction in Ocean Sequestration Estimated by a High Resolution 
Model     * Masuda, Y , Yamanaka, Y  

報告  

このセッションは、海洋隔離・貯留、海底下地層貯留、海洋肥沃化等の研究テーマを含
み、ポスターおよびオーラルで、それぞれ 7 発表、合計 14 題の研究成果が紹介された。

ポスターセッションの主な内容としては、韓国からは、MOERI と KORDI が自国の海
底下貯留プログラムについて概要を紹介し、韓国 NeoEnBiz 社が底生生物に対する CO2

影響を評価するための実験装置を紹介した。日本からは、下島氏(電中研)が ROV や AUV
を用いたモニタリング手法について、増田氏(北大)が高解像度モデルの計算結果について
紹介した。増田氏のポスター発表に対する質問では、Moving Ship 方式の海洋隔離その
ものに対する質問、つまり原理的なものが多くを占めていた。また増田氏の話によれば、
10 名以上の質問者があり、閲覧者はそれ以上あったとのことだった。 

オーラルセッションでは、趣旨説明のあと、スタンフォード大のカルデイラ氏が海洋を
利用した貯留の有効性について発表した。「なぜ海洋なのか」との説明では、1)海洋は広
大であること、2)海洋が既に大量の炭素を吸収していること、3)海洋へのアクセスのしや
すさ、4)既に炭素貯留場所として海洋を使用している(自然吸収のこと)、5)他の貯留オプ
ションよりも相対的に廉価であることを説明。また海洋酸性化についての報告もされた。
残念なことに発表時間に対してスライドが多すぎたため後半のスライドがほとんどスキ
ップされてしまったが、我々が既に海を利用していること、そして海洋貯留に関して科学
と政策を固めることが必要だとして、まとめた。この他に、日本の海洋隔離については、
平林氏(東大)と山田氏(AIST)が発表、海洋滋養については、Climos 社の Leinen 氏が鉄散
布について、シドニー大学の Ian Jones 教授が海洋肥沃化について、カルフォルニア大の
Rau 氏が炭酸カルシウムを利用した CO2隔離と酸性化抑制について紹介した。鉄散布に
よる炭素固定の発表をした Climos 社は、エクアドルで開催されたロンドン条約 SG 会合
の期間中に同一施設内で、SG 参加者を対象にしたプレゼンテーションを実施している。
その時と同じ Chief Science Officer の Leinen 氏が発表した。Climos 社のロンドン条約
クリアー方針は、科学者の認知獲得など、我々の海洋隔離プロジェクトの方針と類似して
いた。セッション終了後に話した感じでは、ロンドン条約での大規模海洋実験の議論につ
いて、強気との印象を受けた。今回の参加で、研究開発プログラムの概要紹介の重要性を
感じた。なお、海洋炭素貯留オーラルセッションは聴講者 60 名を超え、盛況であったと
感じた。                        （RITE・間木主任研究員）
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（６）Pacific Science Intercongress 2009 

会議名：The 11th Pacific Science Inter-congress in conjunction 

開催地：02 – 06 March 2009, Tahiti – French Polynesia 

関連セッション：Climate Change and Ocean Acidification 

要旨：https://intellagence.eu.com/psi2009/psi2009.pdf で入手可能  

1. Modern Climate Processes, Dynamics and Extremes 

1 Welcome from the session organizers: J. Cole and J.P. Gattuso 
Les cyclones en Polyn´esie fran¸caise : fr´equence et discr´etisation des trajectories   Thomas 

Chiron and Sebastien Larrue 
Pr´evision Saisonni`ere en Polyn´esie fran¸caise   Victoire Laurent and S´ebastien Hugony 
Historique des Cyclones en Polyn´esie-Fran¸caise de 1878 `a 2007  Victoire Laurent 
Locations of tropical cyclogenesis and decay in the South Pacific over the period of satellite 

record   James Terry and Gennady Gienko 
Changes in heat content and mixed layer depth in the Coral Sea based on Argo observations  

Jasmine Jaffr´es 
Seasonal Atmospheric Water Vapor Monitoring over Tahiti Using GPS measurements  

Abdelali Fadil, Jean-Pierre Barriot, Pascal Ort´ega and Lydie Sichoix 
Lightning-Integrated Water Vapor relationships in the South Pacific   Pascal Ort´ega, Khanh 

Nam Ho, Abdelali Fadil, Jean-Pierre Barriot, Lydie Sichoix 
SPICE: Southwest Pacific Ocean Circulation And Climate Experiment  Alexandre Ganachaud, 

William Kessler, Gary Brassington, Roberto Mechoso and Andres Vega 
Oceanic Circulation at the entrance of the Coral Sea (southwest Pacific Ocean), SPICEFrance 

Christophe Maes, Alexandre Ganachaud, Lionel Gourdeau and Andres Vega 
Oceanic circulation in the Solomon Sea (Solwara/SPICE-France)  Lionel Gourdeau, Alexandre 

Ganachaud and Andres Vega 
The interdecadal trend and shift of dry-wet over the central part of North China and their 

relationship to the Pacific Decadal Oscillation (PDO)   Zhuguo Ma 
Variability of amplitude and phase of modulated annual temperature cycle in China      

Cheng Qian, Congbin Fu and Zhaohua Wu 
Simulation of Soil Moisture and Its Variability in East Asia     Chuanli Du 
Climate change in the Loess Plateau of China and its affection to apple suitable region  

Jiwen Du, Chuanli Du, Zhihui Sun and Meirong Li 

2. ENSO, Geo morphology, Fossil Reefs and Sea 

 The Pacific, Climate Change and the Future      Jonathan Overpeck 
Climate variability in the southeastern Pacific during the last few centuries: combining 

documentary historical evidence from Chile and Peru with high-resolution sedimentary 
records of the continental margin    Luc Ortlieb, Abdel Sifeddine, Dimitri Guti´errez, 
Gabriel Vargas, Pedro Tapia, David Field, Renato Salvatteci, Jorge Vald´es and Federico 
Velazco 

Insights on Pacific Climate from Coral Paleoclimate Records: ENSO, Decadal Variability, and 
Trends    Julia Cole, Sandy Tudhope, Toby Ault, Heidi Barnett and Diane Thompson 

Evidence for changes in ENSO over the past few thousand years from fossil corals in 
Gal´apagos     Sandy Tudhope, Julia Cole, Colin Chilcott, David Lea, Josephine Brown 
and Matthew Collins 

Mid- to Late Holocene Climate Change and Shoreline Evolution in Tumon Bay, Guam      
John Peterson and Mike Carson 

Tropical Eastern Pacific- Interhemispheric teleconnections during the last 2000 years  
Abdel Sifeddine, Dimitri Guti´errez, Luc Ortlieb, David Field, Federico Velazco, Marcio 
Gurgel, Mohammed Boussafir, Gabriel Vargas and Jorge Vald´es  

Scales of Variability: 2800 Years of El Ni˜no and Human Impact in Internationally Significant 
Galapagos Archipelago Wetlands     Ashley Natt, Simon Haberle, John Tibby, Henk 
Heijnis and Geraldine Jacobsen 

Position du TSUP durant les phases ENSO    Victoire Laurent, Patrick Varney and Pascal 
Ort´ega 

Interannual to interdecadal climate variability of the western Pacific (1963-2008):Implications 
for reef island geomorphology using Australian case studies     John Dawson 

GPS monitoring for natural risk assessments and research in French Polynesia  Jean-Pierre 
Barriot, Pascal Ort´ega, Abdelali Fadil, Lydie Sichoix and Victoire Laurent 

Reef depositional events along the Marquesas foreslopes (French Polynesia) since 26 ka     
Guy Cabioch, Lucien Montaggioni, Norbert Frank, Claire Seard, Eline Sall´e, Claude Payri, 
Bernard Pelletier and Martine Paterne 

Geomorphic Response of Coral Reef Landforms to Climate Change    Paul Kench 

Spatial variations in the calcitization of fossil Porites sp corals from uplifted reefs in the 
Pacific Ocean    Cl´ement Lelabousse, Yannick Anguy, C´ecile Rabier, Guy Cabioch and 
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Mostafa Fourar 
Impact of abrupt climate and tectonic events on South Pacific ocean systems and submarine 

landscapes     Helen Neil, Geoffroy Lamarche and Jean-Noel Proust 
Comparison of Braided Rivers in the Humid Tropics with Other Climatic Settings: Example of 

the Jourdain River in Vanuatu    Anupama Ratiram, James Terry and Kifle Kahsai 
Subsidence and hydrological erosion of Tahiti Island using space geodetic and hydrological data

Lydie Sichoix, Jean-Pierre Barriot, Abdelali Fadil and Pascal Ort´ega 
The Polynesian Geodetic Network (POGENET): 2009 milestone    Jean-Pierre Barriot, Pascal 

Ort´ega, Abdelali Fadil, Lydie Sichoix, Dominique Reymond, Yann Dupont, Pascal Mainguy 
and David Graffeille 

3. Climate adaption and impacts 

 Pacific Ocean 2020 Challenge - Scientists call on leaders for change    Margaret Caldwell, 
Stephen Palumbi, Jessica Teisch, Tegan Hoffmann, Jane Lubchenco and Ove 
Hoegh-Guldberg 

An integrated analysis of the vulnerability of rural livelihoods in Pacific Island countries to 
future climate change   Sarah Park, Mark Howden, Chris Stokes, Tony Webster, Trevor 
Booth and Tom Jovanovic 

Monitoring and management needs in bird conservation for the Pacific region in a changing 
climate     Judit Szabo, Robert Sutherst and Hugh Possingham 

Could global warming affect the marine algal flora of French Polynesia?     Claude Payri and 
Antoine N’Yeurt 

Soci´et´es insulaires francophones du Pacifique et gestion des risques climatiques sur la zone 
littorale : quelle(s) repr´esentation(s) pour l’action publique?   Sophie Bantos, Michel 
Allenbach and Christian Huetz De Lemps 

The Rising Tide: Global Warming, Sea Level Rise, and Coastal Erosion Threaten Our Maritiime 
History    Jon Erlandson 

Capacity Building of Sea Level and Climate Monitoring in the Pacific Region   Awnesh Singh 
and Than Aung 

What Actions Can Hawaii Take to Protect a Native Forest Vegetation Matrix in the Face of 
Global Climate Change?     Lloyd Loope 

4. Responses to ocean acidification and climate change (ポスターセッションのショートプレゼンテーション) 

 An Integrated, Multidisciplinary Approach Towards Responding to Coral Bleaching and 
Climate Change     ’Aulani Wilhelm, Mark Eakin and Mahina Duarte 

R´echauffement climatique et r´eponses des r´ecifs coralliens de la Polyn´esie fran¸caise, entre 
2050 et 2100     Agn`es Benet 

Coral reef bleaching in South China Sea observed using satelite data    Danling Tang, Yanli 
Pan, Xiaoxia Yang and Jiujuan Wang 

The Pacific’s Approach to Emission Reduction - A Regional Effort?     Yoon-Ah Choi 
Influence of sea level variations on an endemic landbird of the Tuamotu (French Polynesia) 

Alice Cibois, Jean-Claude Thibault and Eric Pasquet 
Long term Prediction of Atmospheric CO2 concentration and Ocean Acidification  

Michimasa Magi 
Projection of long-term changes in pCO2 within the Coral Sea     Jasmine Jaffr´es 
Coral reef degradation - The future of crustaceans?  Matthieu Leray, Suzanne Mills and 

Giacomo Bernardi 
Deep-sea carbonate concentrations in the SW Pacific: How do they affect the distribution of 

carbonate sediments and deep-water benthic organisms?   Helen Neil, Helen Bostock, Kim 
Currie and Di Tracey 

Managing Coral Reefs and Climate Change in American Samoa     Jeremy Goldberg 
Diffusion of low pH/high CO2 environment at natural CO2 venting sites    Kiminori 

Shitashima and Michimasa Magi 
A Method for Algal Bloom Detection from MODIS Images and its Application in Pearl River 

Estuary    Tao Zhang, Fenzhen Su, Xiaomei Yang, Zhenshan Xue and Xiaoyu Sun 
The sentinels of Europe     J´erˆome Petit 

5. Ocean Acidification 

 Pacific Acidification - Past, Predictions, Perceptions, and Preventions   Joanie Kleypas  
Reconstruction of paleo-pH in the sub-equatorial Pacific Ocean using boron isotopes in recifal 

corals Porites sp.: results of a seasonal field calibration in the New Caledonia Lagoon   
Eric Douville, Pascale Louvat, Guy Cabioch, John Butscher, J´erˆome Gaillardet, Anne 
Juillet-Leclerc and Martine Paterne 

Impact of Anthropogenic Carbon Penetration on pH in the Eastern South Pacific Ocean 
Catherine Goyet, Rosane Ito Gon¸calves and Franck Touratier 

Changes in the Oceanic Carbonate System due to Anthropogenic and Natural Changes 
Mareva Chanson-Kuchinke, Frank Millero, Rik Whanninkhof, Richard Feely, Christopher 
Sabine and Andrew Dickson 

Calcification rates in bleached Montastraea faveolata: carbonate budgets under possible future 
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scenarios    Maria Florencia Colombo-Pallotta and Roberto Iglesias-Prieto 
Are all zooxanthellate scleractinian corals sensitive to ocean acidification?   

Jean-Pierre Gattuso, Riccardo Rodolfo-Metalpa, Sophie Martin and Christine 
Ferrier-Pag`es 

Effects of Ocean Acidification on Early Life Stages of Scleractinian Corals (Genus Acropora) 
Masako Nakamura, Ryota Suwa, Masaya Morita, Kazuaki Shimada, Akira Iguchi, 
Kazuhiko Sakai and Atsushi Suzuki 

Ocean acidification rises dissolution of dead corals by the boring microflora  
Aline Tribollet and Marlin Atkinson 

Recurrent coral bleaching in Moorea: Are thermally-sensitive corals adapting or disappearing? 
Morgan Pratchett and Jeffrey Maynard 

Mollusc shells from the eastern and western tropical Pacific as recorders of environmental 
conditions    Claire Lazareth, Anais Aubert, Guy Cabioch, Jean-Christophe Galipaud, 
Nury Guzman, Gr´egory Lasne, Florence Lecornec, Luc Ortlieb and Irene Valderrama 

Impact of ocean acidification on Hawaiian coral reefs in the 21st century  
Paul Jokiel and Ku’Ulei Rodgers 

Influence of Rapid Environmental Changes on a Scleractinian Coral-Dinoflagellate 
Symbiosis: a Genomics Approach     Mathieu Pernice, Simon Dunn, Sophie Dove 
and Ove Hoegh-Guldberg 

An Ecological Microarray Study of Coral Bleaching     Francois Seneca, Sylvain 
Foret, Nicolas Goffard, Carolyn Smith-Keune, Lauretta Grasso, David Hayward, 
Robert Saint, Madeleine Van Oppen, Eldon Ball and David Miller 

Preliminary Plans to Assess Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reefs 
Ecosystems of the Pacific Islands    Russell Brainard, Ellen Smith, Dwight 
Gledhill, Charles Young, Kathryn Fagan, Richard Feely, Bernardo Vargas-Angel, 
Cristi Braun and Paul Jokiel 

Science-based Management of the Impacts of Climate Change on Rainforests, Reefs 
and Human Communities: a synthesis from the Reef and Rainforest Research 
Centre (RRRC)    Suzanne Long 

Ocean acidification impacts on Southern Ocean calcareous zooplankton     William 
Howard, Donna Roberts, Andrew Moy, Jason Roberts, Tom Trull, Stephen Bray and 
Russell Hopcroft 

Coastal Marine Animals in High CO2, Acidified Oceans: Impacts on Early 
Development, Growth and Reproduction    Atsushi Ishimatsu, Haruko Kurihara, 
Rui Yin and Takamasa Asai 

Recent Advances in FOCE Technology: Building a Better Sea Floor CO2 Enrichment 
Experiment    William Kirkwood, Peter Brewer, Edward Peltzer and Peter Walz 

Predicting impacts on coastal marine organisms based on long-term precise simulation 
of future ocean acidification     Yoshihisa Shirayama, Eiji Kimoto, Atsushi 
Egashira, Katsumoto Kinoshita, Go Suzuki, Tetsuya Kato, Taiji Yamamoto, 
Mitsuru Ohta, Kikuo Okita and Yukihiro Nojiri 

Thermodynamic Constraints Imposed by Ocean Acidification on Respiration by Marine 
Animals   Edward Peltzer and Peter Brewer 

Ocean Acidification Leads to Rising Noise Levels in the Sea    Peter Brewer, Keith 
Hester, William Kirkwood and Edward Peltzer 

How Will Rising Sea Level Impact Fringing Coral Reefs?    Michael Field and Andrea 
Ogston 

Natural basin-scale decadal regime shifts of global-ocean phytoplankton    
Elodie Martinez, David Antoine and Fabrizio D’ortenzio 

Assessing the Impact of Climate Change on Fisheries and Aquaculture in the Pacific 
Johann Bell 

Climate Change Effects and Reef Fishes     Terry Donaldson 

報告  

「Climate Change and Ocean Acidification」セッションには、海洋酸性化サブセッションを含め５
つのサブセッションが設けられていた。オーラルセッション「Ocean Acidification」では、キーノートレク
チ ャ を 含 め 、 ２ ４ 題 の 発 表 が お こ な わ れ た 。 ま た 、 ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン 「 Response to ocean 
acidification and climate change」では、事前にショートプレゼンテーションも行われた。発表は８題
であった。全体のセッションを通して感じたことだが、残念ながら活発な議論が行われたとは言えなかっ
た。これは、発表内容の問題というよりは、会場が最も海側の仮設テントであり、強い太陽光でパワーポ
イントが殆ど見えないことと、高い気温のためプロジェクターが不安定であり、また参加者も同様に耐え
なければならなかったことが大きな要因と感じた。実際に、日没後に意見交換が行われたと感じた。海
洋酸性化に関する発表は、モナコで開催された HighCO2World シンポジウムでの海洋酸性化研究の
主要メンバーが参加しており、これに太平洋海域、特に島嶼国の海洋酸性化影響（温暖化影響も含
む）に関する研究成果が加えられた。今回の「Climate Change and Ocean Acidification」セッショ
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ンの成果は、太平洋学術会議の海洋酸性化委員会によりまとめられ、以下の結論と勧告が報告され
た。 

・OA(海洋酸性化)は進行中であって、既に検出可能である。 

・OA は加速しており、大きな損害が差し迫っている。 
・OA は社会経済に影響を与えるであろう。 

・OA は急速であるが、その回復は遅くなるであろう。 
・二酸化炭素排出を制限することが、OA を制御する最も確かな方法である。 

・海洋酸性化の影響は太平洋の諸島と領土に対して、危機的重要なものである。 
・多くの地球化学的および環境への影響は、潜在的に厳しい社会経済的な帰結をもたらす。 

・総合的に、早い対応が必要である（いくつかの局面のおける高い確実性、その他の不確実性、そし
て高リスクのものについて） 

・OA の変化率は、研究の速度よりはるかに高い。 

また、PSA(太平洋学術会議)および研究組織への勧告として、以下の意見がだされた。 
・2007 年に確立された海洋酸性化 PSA 特別委員会は、 

-本ミーティングの勢いを生かし、再興する必要がある。 
-常設委員会とすべき (メンバーの変更を伴う)。 

-委任事項：次ミーティングでのセッション計画、PSI2009 以降の進展に関するレポート提供する。

・古環境ツールを使用して、OA の現在と過去のエピソードの記録。 

・南太平洋の少なくとも 2 つの時系列ステーションを確立すること。 

・沖合と生態の変化が既にモニターされているリーフの近くで。 
・炭酸カルシウムが既に低飽和状態にある領域(東部太平洋、ガラパコス、南方海域)を利用。 

・自然の酸性化領域(CO2 Vents)の調査。 
・真珠養殖に対する影響。 

・漁業への影響(生息地破壊、食物網への連続的影響)。 
・他のストレス要因と海洋酸性化の複合影響(温度上昇、堆砂、汚染、乱獲など)。 

・基礎生理メカニズム(新環境順応 /適合)の調査。 
・科学者が公衆と政策立案者に知らせる度合いの改善（エンドユーザとの関係、長期）。 

（RITE・間木主任研究員）
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２．４．３ 平成２１年度に開催予定の国際学会等への対応 

 

平成 21 年度に開催が予定されている国際学会・会議のうち、情報提供および調査の対

象とすべきものを表 2.4.3-1に一覧としてまとめた。国際連携検討ワーキンググループでは、

開催されるセッションの目的を考慮し、海洋隔離プロジェクトの研究成果発表の場として

International Conference of Carbon Dioxide への応募が推奨された。海洋隔離プロジェ

クトに関連する目的またはセッションを有する、その他の国際学会等については、研究動

向調査の対象とした。 

 

表 2.4.3-1 平成 21 年度に計画または開催される国際学会・シンポジウムの一覧 

 国際学会・シンポジウムにおける関連内容 

1 会議名：10th International Conference on Carbon Dioxide Utilization 
開催日：2009 年 5 月 17～21 日 
開催地：天津大学（天津、中国） 
セッション名: CO2 Capture, storage and sequestration 

2 会議名：VISO Workshop 
開催日：2009 年 6 月 11 日～12 日 
開催地：Tromso（ノルウェー） 
セッション名: 未定（The European Seafloor Observatory NETwork (ESONET) and the 

European Multidisciplinary Seafloor Observation (EMSO) work together for long-term 
ocean monitoring in European Seas from the Arctic Ocean to the Black Sea in order to 
understand processes driven by global climate change. The interaction between the 
geosphere, biosphere, and hydrosphere, including natural hazards is of particular interest. 
While ESONET represents an organization capable of implementing and operating 
multidisciplinary demonstration missions, EMSO is responsible for the full implementation 
of observatories.） 

3 会議名：Goldschmidt Conference 
開催日：2009 年 6 月 21～26 日 
開催地：Davos, Switzerland 
セッション名： ①Ocean Acidification: Past, Present and Future 
   ②Biogeochemistry and Biology of CO2 and pH Extremes 

4 会議名：AGU Chapman Conference on the Biological Carbon Pump of the Oceans  
開催日：2009 年 9 月 1～4 日 
開催地：Brockenhurst, Hampshire, England 
セッション名：未定（目的：Our overall objective is to draw together the diverse scientific 

communities to develop a better understanding of the BCP, its effects on the global carbon 
cycle and its sensitivity to climate or environmental change.） 

5 

 

会議名：8th International Conference of Carbon Dioxide 
開催日：2009 年 9 月 13～19 日 
開催地：Jena, Germany 
セッション名： Future changes and carbon management 

6 会議名：AGU Fall Meeting 2009 
開催日：2009 年 12 月 14 日～18 日 
開催地：Moscone West and North Buildings （サンフランシスコ） 
セッション名：Carbon Storage in the Ocean（口頭発表およびポスター発表） 

7 会議名：Ocean Sciences Meeting 2010 
開催日：2010 年 2 月 22～26 日 
開催地：Portland, Oregon 
セッション名：海洋酸性化、生物プロセス、海洋モデル等 
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２．５ 国際ネットワーク構築に関する考察 

 

２．５．１ はじめに 

 

国際ネットワーク等の構築に関しては、2007 年に海洋隔離禁止の動きがロンドン条約や

OSPAR 条約であったことから、ロンドン条約と OSPAR 条約に注目して海洋隔離に関する

動向調査を行うとともに、ロンドン条約会合における禁止に向けた動きがある場合には、

対処方針（ロンドン条約対応省庁の総意に基づく方針）に基づき対応する用意をしていた。

しかしながら、2009 年 3 月現在において懸念される事態には至っていない。そのため、

海洋隔離に関するロンドン条約への対応は、「禁止決議の阻止」から「ロンドン条約締約国

会議出席者に対する海洋隔離プロジェクトの研究開発成果の正しい理解に獲得」に移って

きた。その一環が、SG31 会合サイエンスデーにおける「海洋酸性化影響」の発表企画で

あった。また、国内外の有識者に対する理解促進活動については、平成 18 年度 PO 検討

ワーキンググループの目標を引き継ぎ、広く種々の学会での発表や海洋隔離関係のセッシ

ョン等の企画などを目指してきた。ただし、今後も海洋隔離の禁止決議への展開がまった

く無いとは言い切れないため、ロンドン条約等の国際条約において、引き続き注意しなが

ら動向を調査することが必要である。 

このように、現状では、ロンドン条約の場では「海洋隔離」が直接のターゲットになる

状況は当面はないと思われるが、一方で「海洋における大規模実験」の規制に関する議論

が、2007 年 11 月のロンドン条約会合 LC29 で開始された。この議論は、気候緩和対策と

して米国のベンチャー企業がガラパゴス諸島周辺における鉄散布実験を計画し、これに対

して GPI と IUCN（国際自然保護連合）がロンドン条約会合へ意見書を提出したことが発

端となった。翌 2008 年 5 月の生物多様性条約締約国会合（CBD COP9）では、実質的な

海洋肥沃化実験のモラトリアム（一時停止）となる決議（IX/16）が採択された。この決

議は、LC-LP.1(2008)決議に引用されるなど、ロンドン条約における規制に対する議論に

も影響を与えている。二酸化炭素の海洋隔離技術開発においても、温暖化対策技術・二酸

化炭素削減技術として実用化するためには、CO2放流技術開発や中深層における生物影響

把握のための海洋実験が必須である。そのため、海洋実験に関する議論の動向に、注視し

なければならない。 

本節では、上記の状況を考慮し、以下の 2 点について検討した。 

１）国際法、特にロンドン条約における海洋実験の議論の分析により、海洋隔離技術

に関連する事項を明らかにし、今後の展開について考察する 

２）海洋隔離を取り巻く状況を考慮し、ロンドン条約での海洋実験の実施に向けた対

応方法を検討する 
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２．５．２ ロンドン条約における海洋肥沃化実験の位置づけ 

 

２．５．２－１ はじめに 

 

2008 年 10 月に開かれた LP3/LC30（締約国会合）においては、海洋肥沃化活動に関し

て一つの区切りの進展が見られた。まず、全体会合において議題に沿って、海洋肥沃化活

動に関する前年度会合以降の検討状況について LICG（法的会期間連絡グループ）による

報告が行われ、海洋肥沃化活動を LC および LP 下で規制することが合意された。特に、

海洋肥沃化活動一般と区別して、海洋肥沃化に関する科学調査の取り扱いを明確にする必

要が指摘されたが、そのための定義や要件、また、採択する文書の法的性格などの検討に

は時間がかかった。そのため、時間外の会合を連日続けた結果、ようやく最終日に、法的

拘束力のない決議 LC-LP.1（2008）が採択された。 

 

 

２．５．２－２ 生物多様性条約の影響 

 

海洋肥沃化に関する科学調査について実施手続きが定められたわけであるが、下記のよ

うに、その結論は法的には特殊な対応となった。そのようになった背景として、ロンドン

条約体制のほかに、生物多様性条約の影響が大きいと考えられる。生物多様性条約におい

ては、海洋における生物多様性の保全は重点課題として位置づけられている。 

 特に、2008 年 5 月に開かれたその第 9 回締約国会議決定 IX/16「生物多様性と気候変動」

に海洋肥沃化活動が取り上げられた。以下のように、その 4 項において、「予防的アプロ

ーチ」に従うべきこと、「沿岸水域で実施される小規模な科学調査研究を除いて」実施を

差し控えることが求められている。また、除外される科学調査研究は、「科学データ収集

の必要性によって正当化」されなければならず、徹底的な事前評価を条件とすべきである

とされた。その調査は厳しく管理されるべきであり、「カーボンオフセットに係る取引や

その他の商業目的に使用されることがあってはならない」ともされた。 

 

 ４．ロンドン条約（1972 年）および 1996 年議定書の下で、現在実施されてい

る科学的・法的分析を念頭に置き、締約国に対し、予防的アプローチに従って、

関連リスクの評価を含む海洋肥沃化を正当化する十分な科学的根拠が得られた。

また、世界規模の透明性があり、かつ効果的な管理・規制メカニズムが整備され

るまでは、肥沃化活動を実施しないよう求め、その他政府に対してはこれを強く

促す。但し、沿岸水域で実施される小規模な科学調査研究はこれに含まれないも

のとする。これらの調査研究は特定の科学データを収集する必要性によって正当
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化される場合のみ許可されるべきであり、調査研究が海洋環境に与える可能性の

ある影響について徹底的な評価を事前に実施することを前提条件とすべきである。

また、これらの調査は厳しく管理されるべきであり、カーボンオフセットに係る

取引やその他の商業目的に使用されることがあってはならない。 

 

 

２．５．２－３ 海洋肥沃化に関する科学調査の法的位置づけ 

 

海洋肥沃化に関する正当な科学調査の法的位置づけと実施方針について合意が達成さ

れ、前述のように決議 LC-LP.1（2008）が採択された。それは海洋肥沃化のみに限定され

ており、一般的な科学調査には係わらないようにされた。そこにおける法的論理構成は、

以下のようにされている。なお、その前提として、場所要件、規模要件と非商業という目

的要件が検討された。 

 

①海洋肥沃化活動は、ロンドン条約・議定書の規制対象に含まれる。 

②一般的な科学調査の位置づけについては触れない。 

③鉄散布またはその他の物質の投入行為のうち、その効果の確認のための科学調査のみ

を取り扱う。 

④それらの科学調査が条約・議定書の目的に反しないということは大前提である。 

⑤その前提要件に合致する科学調査を単なる投棄ではなく配置にあたると見なすこと

によって、それらの調査はロンドン条約・議定書の規制を受けないと認識する。 

⑥したがって、その実施に関する手続きを検討し、定めることは条約・議定書に反しない。 

⑦合法的・正当な科学調査であると判断するための要件は、条約・議定書の下に定める。 

⑧条約・議定書の下でその要件と手続きが定められるまでの間は、個別ケースごとに各

国が慎重に判断する。 

 

なお、そこでは「合法的・正当な」科学調査研究という定め方になっているため、商業

活動と科学調査という分類に加えて「合法的・正当な」科学調査とそれ以外の科学調査と

いう分類があり得るのかという問題が生じる可能性がある。 

 

 

２．５．２－４ ロンドン条約・議定書における科学調査の位置づけ 

 

上記②のように、今回の決議には、ロンドン条約・議定書の下での科学調査一般に関す

る記述は含まれていない。実は、海洋投棄による影響に関する科学調査および実験につい
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ては、1996 年議定書の第 14 条（科学的および技術的研究）において言及されており、

その促進と奨励が記されている。それは、「この議定書に関連する海洋汚染の発生源によ

る汚染を防止し、低減し、および実行可能な場合には除去することに関する」研究につい

て触れている。 

本来は、この規定が引用されないとロンドン条約・議定書における科学調査の合法性・

正当性は、どのような科学調査についても確定できない。しかしながら、今回の決議にお

いては、この議定書の規定は参照されておらず、依然として条約・議定書における科学調

査そのものの位置づけは不明である。そのことは、下記のようにポジティブリスト方式を

とっている場合の制度不備につながっている。 

 

 

２．５．２－５ 今後の動向と課題 

 

今後の動向としては、昨年のオーストラリア提案の延長上に、法的拘束力のある文書に

よって海洋肥沃化に関する科学調査の法的位置づけを明白にすることが検討されている。

なお、その中では、海洋肥沃化活動に関する定義において、「炭素の海洋への隔離」とい

うオプションも提起されている。この定義は、対象を肥沃化活動に留まらず、二酸化炭素

隔離に広げる可能性も秘めている。 

さて、海洋肥沃化活動の明確化に関わる今後の動向が二酸化炭素の海洋隔離・貯留に与

える影響としては、大きく次の 4 方向が考えられる。 

第 1 に、海洋肥沃化に関する合意が科学調査に関する一般的制度として拡大し確立する。

この場合は、二酸化炭素の海洋隔離に関する科学調査ついての個別検討は、特に異論がな

い限り必要とされない。 

第 2 に、海洋肥沃化を踏襲して、個別行為ごとに、科学調査の観点から特別扱いとして

条件を定めて認める。この場合は、二酸化炭素の海洋隔離について議定書締約国会合の場

での個別検討が必要になる。 

第 3 に、海洋科学調査を個別に特別扱いで処理するのではなく、それ自体の位置づけ、

定義、その手続きについての一般的検討が行われる。この場合は、二酸化炭素の海洋隔離

についての個別検討は、特に異論がない限り必要とされない。 

なお、上記の第 3 の場合は、1996 年議定書がポジティブリスト方式をとっていること

と深く関わっている。そのことについては昨年度の報告書において詳しく指摘しているた

めここでは繰り返さないが、ポジティブリストの下での未判定物質に関する科学調査の位

置づけや手続きが整備されていないということは、二酸化炭素の海洋隔離に関する科学調

査が阻まれている事態の主因ともなっている。 

ところで、すでにドイツおよびインドによる二酸化炭素の海洋隔離に関する調査計画が
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提案されたように、日本以外の国に関わる組織が二酸化炭素の海洋貯留を提案する可能性

がある。その計画が不十分な場合には、第 4 の方向に進み、海洋貯留については科学調査

を含めて認めないと明記される可能性がある。 

いずれにしても、二酸化炭素の海洋隔離に関する社会認識は低いため、その認識向上が

不可欠である。そのためには、それが温暖化対策の中で有効な対策の一つとして位置づけ

られること、その必要性についての合意が確保されることが重要となる。特に、国連気候

変動枠組み条約および京都議定書、また、2013 年以降の国際制度を見据えた温暖化対策政

策論的な検討に組み入れていく必要がある。そのための広報活動も必要とされる。 

他方で、国連海洋法条約の関連規定と組み合わせた解釈も必要とされる。また、調査・

実験にも環境影響評価は不可欠なため、そのような事前評価に関する諸条約との連携調整

も欠かせない。 

しかし、二酸化炭素の海洋貯留を直接規制しているのはロンドン条約体制であるため、

その必要性・正当性は、最終的には、ロンドン条約の枠内で受け入れられなければならない。

そのため、ロンドン条約体制内での交渉戦略、理論武装、および、状況に応じた適応体制

を整えなければならない。また、上述のように、海洋肥沃化活動に関する定義において、

「炭素の海洋への隔離」というオプションが提起されているため、その動向に注目するこ

とを含め、上記の第 1 から第 4 のどの方向へロンドン条約体制としての議論が向かうのか

についての情報収集・分析と広報活動を重視する必要がある。 
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２．５．３ ロンドン条約クリアー対応方針の検討 

 

２．５．３－１ はじめに 

 

二酸化炭素の海洋隔離技術の実用化に際して、CO2 放流システムの実用性と CO2 による

環境影響に関する安全性を確認するために、最終的に海洋における実証試験が必要である。

その前段階として、要素技術の確認のための小規模海洋実験も必要と考えている。しかし

ながら、現段階では小規模実験の実施に至っていない。 

本節では、海洋に関わる国際条約、国内外の研究機関、国際学会・会議などの動向調査

結果を基に、海洋隔離に関わる情報を抽出・整理し、ロンドン条約における二酸化炭素海

洋隔離に関わる海洋実験実施の承認を得るためには、どのような方針で今後の対応を進め

るべきかについて検討した。 

 

 

２．５．３－２ ロンドン条約における海洋実験の事例の整理 

 

本節では、ロンドン条約における海洋実験に関わる議論として、海洋実験海洋肥沃化実

験に関する事例（2.3.2 節を参照）を整理した。 

 

（１）事例１ ガラパゴス沖の鉄散布実験 

実施者（計画者）：Planktos 社（米国民間企業） 

発端：米国の民間企業が、CO2 削減対策としての事業化を目指し、ガラパゴス沖で大

規模な鉄散布実験を計画。 

ロンドン条約の対応：この実験計画に対して、GPI および UNEP が懸念を示し、ロン

ドン条約締約国会議の場で報告。これを機会にロンドン条約締約国会合では、鉄

散布を含む海洋肥沃化実験の全てに対する規制の検討へと進んだ。 

結果：その後、NGO および実験海域周辺諸国の反対で、計画された実験は中止に追い

込まれた。Planktos 社として活動していない模様。ただし、ホームページを通

して Planktos Science として啓蒙活動を継続している。 

波及：海洋肥沃化による CO2 削減の事業化を進めている民間企業の実験計画に影響。 

 

（２）事例２ スールー海における海洋肥沃化実験 

実施者：Ocean Nourishment 社（オーストラリア民間企業） 

発端：オーストラリアの民間企業が、CO2 削減対策としての事業化を目指し、フィリ

ピン沖スールー海において尿素散布による肥沃化実験を計画。フィリピン政府の
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許可を得て、2007 年に実施。 

ロンドン条約の対応：事例１と同様に、海洋肥沃化の例としてロンドン条約会合におい

取り上げられた。 

結果：スケールアップした実験の 2008 年実施を計画したが、ロンドン条約における議

論が開始され、実施には至っていない。 

波及：海洋肥沃化による CO2 削減の事業化を進めている民間企業の実験計画に影響。 

 

（３）事例３ ドイツ・インドによる鉄散布実験 

実施者（計画者）：ドイツの AWI（アルフレッド・ウェゲナー研究所）およびインドの

NIO（国立海洋研究所） 

背景：ロンドン条約における約 2 年間の検討の結果、拘束力のない決議として LC-LP.1

（2008）が 2008 年 11 月に採択された。その骨子は、「①合法的な（正当な）科

学的研究以外の海洋肥沃化行為は認められないものとする。②海洋肥沃化に係る

合法的な科学研究の提案は、LP/LC が策定する評価フレームワークを用いて、

ケースバイケースで事前評価されるものとする。③この決議は適切な間隔で見直

される。」である。一方、生物多様性条約では、ロンドン条約の決議よりも前の

2008 年 5 月に、生物多様性条約締約国会議 COP9 の決議 IX/16「生物多様性と

気候変動」において海洋肥沃化活動が取り上げられており、「沿岸水域で実施さ

れる小規模な科学調査研究を除いて」実施を差し控えることが求められている。 

発端：AWI（ドイツ）、NIO（インド）が大西洋南方海域において鉄散布実験を計画。

2009 年 1 月 7 日に実験航海を開始。1 月中旬に報道発表。 

現状：AWI は、4 つの外部の研究機関に鉄散布実験計画に対する評価を依頼。その後

ドイツ政府の許可を得て、1 月 27 日に鉄散布実験を実施。3 月 17 日に実験航海

は終了。 

ロンドン条約の対応：実験実施より 2 週間後の SG-CO2（2/9-13）において、鉄散布実

験が報告（リスク評価書等を提出）された。現在、ロンドン条約ではリスクアセ

スメントのフレームワーク作成および法的事項の検討へと進んでいる。 

結果：NGO の反対意見（生物多様性条約決議 IX/16 に反する行為）が出されたが、ド

イツ政府は実験を許可し、1 月 27 日に鉄散布実験が実施された。 

波及：実験実施に対する対応事例として、提出されたリスク評価書の雛形（良いも悪い

も）になる可能性が高い。外部の研究機関による評価を受けることの必要性。 

 

（４）事例４ 米国民間企業の活動 

実施者（計画者）：Climos 社（米国民間企業） 

背景：鉄散布による気候緩和対策技術のベンチャー企業として、鉄散布実験を検討中。 
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活動：事例①に関するロンドン条約会合における鉄散布実験禁止への動きに対応し、

Climos 社の計画する鉄散布実験実施に向けた認知活動を強化。SG30（エクアド

ル）では、会場内で私的にプレゼンテーションを実施。その他、サイエンス系の

学会においても積極的に情報発信を実施している。ホームページも充実。 

現状：具体的な鉄散布実験の計画案は不明（公表していない）。現在は、鉄と植物プラ

ンクトンの増殖に関する科学的研究成果の収集と分析結果の公表が主要な活動。 

ロンドン条約の対応：Climos 社は、ロンドン条約会合における鉄散布実験を検討して

いる企業として、配布資料に明記されている。 

結果：鉄散布による気候緩和策、および鉄散布実験の必要性について認知活動を継続。 

波及：特に変化は見られない。  

 

 

２．５．３－３ 過去事例から想定される実験実施の可否の要因 

 

ここでは、過去事例から想定される実験実施の可否の要因を整理した。特に、ドイツ・

インドの鉄散布実験については、国際条約における海洋実験の可否についての議論が過渡

期の中ではあるが、海洋隔離実験に対しても参考になる事例である。その特徴を列挙する。 

 

①ロンドン条約における規制議論よりも前に計画された実験 

②ロンドン条約決議（LC-LP.1(2008)）および生物多様性条約決議（IX/16）を考慮 

③実験海域の事前調査（同一航海内で実施）  

④外部機関による海洋肥沃化実験の評価（4 機関） 

⑤ロンドン条約会合への報告 

⑥国立の研究機関が主導。多国籍研究者の参加：インド(29)、ドイツ(10)、 

イタリア(3)、スペイン(2)、英国(2)、フランス(1)、チリ(1) 

⑦実験データの速報、週刊レポート、プレスリリースによる情報公開 

 

上記の実験が実施された事例の特徴と実施されなかった民間企業の事例を比較し、海洋

隔離実験実施の可否の要因を整理し、以下に示した。 

 

・大規模な海洋への物質注入は、科学的実験であっても非公開実施は難しい（生物多

様性条約：予防原則の考え方、96 年議定書：海洋投棄は原則禁止） 

・ロンドン条約会合において、注入対象物質の知見の共有が必要 

（会合での議論対象になること、規制に対する方針・方向性が定まること） 

・実験の計画・実施の主体が、民間組織の場合は商業活動への展開を危惧される 
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（特に企業の場合。民間研究所の場合は研究対象や方針に依る） 

・公的機関（国立研究所、大学および大学付属研究所等）が主体の実験であれば許可

される可能性は高い（100％とは言えないが研究目的であるとの暗黙の認識がある） 

・実験計画書およびリスク評価書の公表と評価が事前に必要 

（実験海域における実験に伴う環境影響評価は必須） 

・科学的実験のバックグラウンドとしての研究成果。リスク評価書の質に影響。 

（鉄散布実験については、多くの室内実験、海洋実験の事例がある） 

・国内外の科学者・有識者(該当分野と非該当分野の双方)の賛同 

（賛否は分かれるが、鉄散布実験[鉄不足と植物プランクトンの増殖の関係]に関わ

る研究者は国内外に多数いる） 

・実験実施者とは独立した国内外の外部の研究機関・大学等による実験計画に対する

評価(報告書)が必要 

 

 

２．５．３－４ 海洋隔離プロジェクトを取り巻く状況の整理 

 

海洋隔離プロジェクトは、NEDO 事業として 1997 年度よりフェーズ 1 が開始し、2002 年

からは METI 事業として継続されてきた。本年までの 12 年間で、海洋隔離プロジェクト

を取り巻く状況は大きく変化してきた。特にプロジェクトの方向性に大きく影響したのは、

ノルウェー実験の中止、海域地層貯留の先行実施、OSPAR 条約での海洋隔離禁止決議、

そして現在進行形のロンドン条約における海洋実験に対する規制議論である。ここでは、

先に示した海洋肥沃化実験の事例などを考慮し、ロンドン条約において海洋隔離実験をク

リアーする上で考慮すべき状況を整理し、以下に列記した。 

 

・過去に海洋実験が中止に追い込まれた（ハワイ実験、ノルウェー実験） 

・海洋生物への CO2 影響研究成果は、CO2 海底下地層貯留のリスク評価へ利用された 

・海洋隔離プロジェクトを除くと、海洋生物（表層）への CO2 の直接影響・海洋酸性

化影響の実験的研究は、始まったばかり 

・海洋生物を対象にした研究は、表層が中心であり、深海を対象にした研究は少ない 

→NEDO・RITE の研究においても、生物分布、生物現存量、深海生態系、深海食

物連鎖、表層生態系との関係など研究途上 

・国内外の大学・研究機関等は、海洋貯留技術開発から撤退した 

・OSPAR 条約では、海洋隔離の禁止決議案が採択された 

・ロンドン条約では、「海洋隔離は不可」が主流（議論は既に終わっているとの考え） 
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２．５．３－５ ロンドン条約クリアーに向けたこれまでの対応 

 

前節において、昨今の国際法における海洋隔離を取り巻く状況を整理した。一方、

フェーズ 2 の海洋隔離プロジェクト技術委員会の下に設置された PO 検討ワーキンググル

ープでは、海洋隔離紹介リーフレット、海洋隔離のコアストーリー、中長期ロードマップ、

短期アクションプランなど、現在の方針の基盤となる方針が検討された。ここでは、この

ような 2007 年度までに本プロジェクトの委員会等において検討されてきた対応案を

整理した。 

 

（１）海洋隔離のコアストーリー作成 

フェーズ 2 の PO 検討ワーキンググループは、平成 17 年度に「CO2 海洋隔離のベネフ

ィットに関するコアストーリー」および「CO2 海洋隔離の環境影響に関するコアストーリ

ー」を作成した。これらのストーリーに基づき、海洋隔離を紹介するリーフレットや、ロ

ンドン条約科学会合 SG31 におけるサイエンスデーでの発表「海洋生物に対する海洋酸性

化の影響」(平成 20 年度実施)の骨子として利用された。以下に、それぞれのコアストーリ

ーを示した。 

 

表 2.5.3-1 CO2 海洋隔離のベネフィットに関するコアストーリー 

１ 地球温暖化による深刻な影響を回避するために、CO
２
排出量をできるだけ速やかに大幅削減

する必要性が指摘されている。それにも関わらず、現実的には CO
２
排出の主要因である化石

燃料への依存を急激には止められない。化石燃料を使用しながら大気中へ CO
２
を排出しない

方策として、CO
２
回収隔離（または回収貯留）に国際的な関心が高まっている。 

２ 一方、クリーンな排ガスや高効率を特徴とする水素エネルギーの製造・利用に関する技術開

発が各国で進められ、今後インフラも整備されて実用化が進むと期待されている。水素製造

技術の開発では、水を直接分解する方法よりも、天然ガスの改質や石炭ガス化による方法が

先行している。このような化石燃料依存の水素は、製造過程で CO2が生じるため、CO
２
回収

隔離を伴って初めて、温暖化対策の観点からもクリーンなエネルギーであると言える。 

３ CO
２
回収隔離では、CO

２
を大気から隔離するための場所（隔離先）が不可欠である。現在世

界中で年間 200 億トン以上の CO2 が人為的に排出され、その削減に意味のある隔離量を考

慮すると、容量の点から地中と深海に可能性が求められる。地中隔離は、CO2をローカルな

サイトの安定地層内に貯留し、大気から完全に隔絶することを理想の目標とする。一方、海

洋隔離は、大気システムに対して開いた海洋システムに CO
２
を置くものであるため、将来

（1,000 年以上先）にわたって CO2の全量を大気から切り離すものではないが、海洋の膨大

な容積と時定数の大きさを利用して、地球温暖化の進行緩和に寄与させることができる。 

４ 海水中にはもともと CO2が溶けていて、大気中の CO
２
濃度が上昇したり表層の海水温度が

低くなると CO
２
は海面を通じて海に吸収され、その逆の時には CO2が海から大気へ放出さ

れる。産業革命以前は、海域や季節などによって違いはあるものの、地球全体としてほぼ平

衡状態が保たれ、大気中 CO2濃度（平均値）のレベルが安定していた。人為的に CO2が大

量に大気中へ排出されるようになると、海は CO2を正味として吸収するようになった。しか

し、その時々で大気と海洋全体が平衡状態に達した場合に期待される濃度に比べると、大気

中および海洋表層水中の CO
２
濃度はかなり高いレベルで推移し、その一方で、深海層の海水

中の CO2濃度上昇は追随していない。これは、大洋では一般に表層付近（温度躍層より上の

混合層）を除くと海水の鉛直方向の混合が極めて遅く、深海層への CO
２
の移行が徐々にしか

進まないためであると考えられている。海洋隔離は、CO
２
を大気および海の表層をバイパス

させ、温度躍層より下の収容量の大きな海水中に直接届けることによって、その分、大気中
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および表層水中の CO
２
濃度の上昇を緩和させる効果を得るものである。 

表層：深度 200m 以浅、中層；200～1,000m、深海層；1,000～6,000m、超深海層；6,000m 以深

表層混合層：嵐の風浪などによって海水がよく混合している層。厚みは海域により 300m から

1,000m 程度。  

温度躍層：混合層の下に位置し、海水温度が急変する薄い層。混合層の海水は、温度躍層より下

の海水に比べて温度が高く海水密度が低い(軽い)ので、温度躍層をまたがる海水交換は非

常に少ない。 

５ 海洋隔離のための技術構想は国内外で複数提案されている。RITE の CO2海洋隔離プロジェ

クトでは、深海層の大量の海水中に CO2をできるだけ薄く溶け込ませるように放流すること

によって、海洋生態系への影響を極力軽微なものにする Moving ship 型海洋隔離技術の開発
を行ってきた。陸上プラントで回収した CO2を液化して海上輸送し、所定の海域で船からパ

イプを吊り下げ低速で曳航しながら深度 2,000～2,500m の海洋中に CO2を連続放流する構

想である。放流点を移動させることにより広い海域の海水中に CO2を分散させることができ

る。また、放流時に CO2の液滴を直径 10～20mm の範囲で制御して生成させる技術を確立
したことによって、液滴が溶解しつつ数百から千メートル浮上する過程を初期の鉛直方向の

希釈に利用できる。これらにより、１隻

の放流船で、毎秒 100～150kg（一日約
１万トン）の CO2を十万倍以上の容量の

海水に溶け込ませながら放流することの

技術的見通しが得られた。実用段階にお

ける費用は、条件によるものの、概略値

では、1 トンあたりの CO2を陸上で回収

するのに 3,000 円、圧縮・液化するのに

1,000 円、海上輸送するのに 1,000 円、
希釈放流するのに 1,000 円である（Akai 
et al[GHGT7;2004]）。 

Moving ship 方式による CO2海洋隔離システム概念

６ 大気中 CO
２
濃度の変化（あるいは安定化）

が温暖化諸現象に対して波及していくフロ

ーを、単純に描くと右記のようになる。フロ

ーが下流になるほど、因果関係の出現が遅

れ、波及に長い時間がかかる。 

 

７ 海洋隔離する CO
２
の一部（最終的に 2～

3 割程度と推定されている）が大気へ還

元されはじめるのは、大気中の CO2が海

洋表層を通じて深海層へ移行するのとほ

ぼ同じ時間スケールの、数百年から千年

程度先であると考えられる。その頃には、

化石燃料依存から脱却した人類社会が実

現していると想定される。各種のシミュ

レーション計算によると、人類が今後排

出するであろう CO2を全量大気へ排出し

ても、その一部を海洋隔離しても、千年

以上先には、大気中の CO2濃度は同じレ

ベル（大気と海洋全体の平衡状態）に収

斂すると考えられている。しかしながら、海洋隔離の有無によって履歴は異なる。すなわち、

人類全体が本格的に CO2排出を大幅削減できるようになるまでの、大気中 CO2濃度の最高

値や変化速度が低減する（ピークシェービングと呼ばれる概念；下図）。ピークシェービン

グは、大気中 CO
２
濃度のみならず、地球表面温度上昇に伴う局所的気候変動や、表層海水中

CO
２
濃度上昇、表層海水温度上昇のような、比較的速く応答する諸現象にも効果が生じると

期待できる。 

ピークシェービングの概念 
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８ 例えば、大気中 CO
２
濃度が上昇し、それに伴って海洋表層水中の CO

２
濃度が上昇しつづけ

ると、表層付近の海洋生態系に影響が生じることが懸念される。生態系は順応能力や復元能

力を有するであろうが、CO2濃度が閾値を越えたりその変化速度が大きすぎたりした場合に

は、非可逆的で重大な影響を蒙る恐れがある。海洋隔離は、将来 CO
２
の一部が大気中に還元

されるにしても、十分に長い時間のかかる緩やかな過程なので、CO
２
濃度の一時的な最高値

や変化速度を緩和するのに有効である。 

９ 将来の大気中 CO2濃度があるレベル以下になるように目標を設けることは、人類全体が今後

排出してよい全量を決めることとほぼ同義である。早い時期にその多くの割合を排出するほ

ど、後の制限が厳しくなり、その結果、大気中 CO2濃度のピークが、より早く、より高く生

じることになる。海洋隔離は、早い時期に抑制しきれない CO2排出を、海を介することによ

って 1,000 年オーダーで先延ばしにし、ピークを緩和する方策であると言える。実質上、海
洋隔離する全量がピークシェービングに寄与する。海洋隔離に供することが可能な CO2の上

限量は、海洋生物影響の観点からの制約を別にすれば、将来の大気中 CO2濃度をしかるべき

レベルで安定させる場合に許容される、今後の CO2排出総量である。 

 

 

表 2.5.3-2 CO2 海洋隔離の環境影響に関するコアストーリー 

1 二酸化炭素（CO2）は、酸素と比べると溶解度が約 30 倍であり、海水に溶け込みやすいガ

スである。CO2が海水に溶けると、CO2は海水中の水(H2O)と反応し、3 態の溶存無機炭素
（DIC: Dissolved Inorganic Carbon）、すなわち、溶存二酸化炭素(aqueous CO2)、重炭酸

イオン(HCO3
-)、炭酸イオン(CO3

2-)として海水中に存在する。これらの溶存無機炭素を合わ
せて全炭酸という。 
 

H2O + CO2 (⇔ H2CO3) ⇔  HCO3
- + H+ ⇔ CO3

2- + 2H+ 

 
以上のように CO2は水と反応すると水素

イオン(H+)を放出するので、海水が酸性化
すなわち pH が低下する。また CO2は溶

存態の CO2ガスとして海水中に存在する

ので、海水の二酸化炭素分圧(Pco2)が高く
なる。したがって、海洋隔離技術によっ

て CO2を中深層に溶かし込むと、海水の

酸性化と高 CO2化が引き起こされる海域

では、海洋生物の生残や成長に何らかの

影響を与える可能性がある。そこで本プ

ロジェクトでは、このような影響を事前

に予測・評価する技術開発とともに、環

境への影響を最小限に抑えた海洋隔離技

術の確立によって、海洋隔離技術が社会

的に受容され、これを安心して実施でき

るものにすることを目指している。 

2 海洋隔離に伴う生物影響を大きく分けると、CO2 放流点近傍での個体への急性影響と CO2

拡散域での慢性影響および生態系への影響がある。急性影響は、局所的に CO2濃度が高くな

ることによって一週間程度の短時間のうちに生物の生残に影響の及ぶことである。慢性影響

は、CO2濃度の増加が生物の生残に影響を与えない程度であっても、成長や再生産が阻害さ

れるといった直接的な影響により、世代交代が繰り返される期間のうちに、その個体群の現

存量に影響の及ぶことである。生態系影響は、急性影響や慢性影響による直接的な影響が、

食物連鎖のような生物同士のつながりを通じて他の種の現存量等の変化に間接的に現れ、生

態系システムの機能（例えば物質循環）に影響の及ぶことである。 

3 海洋表層（有光層）では植物プランクトンによる光合成産物が主要な一次食資源であるが、

光の届かない中深層では、表層から沈降してくる有機物（生物の糞や死骸等）を一次食資源

とする食物網が構成されている。有光層で生産された有機物は沈降の過程で分解されるた

め、水深が増すにつれ生物量は指数的に減少する。中深層生態系ではカイアシ類（動物プラ

ンクトン）が生物量と多様性の両面で優占する。 

全炭酸と pH・CO2分圧の関係 

西部北太平洋亜熱帯域の水深 2,000mの海水
に CO2を溶かし込んだ場合 
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4 急性影響については、室内実験および現場実験によって様々な種類の海洋生物について影響

を及ぼす CO2 レベルを明らかにした。これまでに調べた海洋生物のうち、カイアシ類は高

CO2環境に対して最も敏感に反応した。これは、魚類のように高 CO2環境に対して体内の恒

常性を維持する生理的メカニズムが発達していないためと考えられた。さらに、中深層カイ

アシ類の CO2急性影響実験データから、中深層カイアシ類の無影響濃度（NOEC）*1を算出

し、アセスメント係数（AF）*2 を適用することにより、中深層海洋生物全般を対象とした

予測無影響濃度（PNEC）*3を推定した（下図）。 

 

 
中深層海洋生物を対象とした 

CO2の予測無影響濃度 

 

これらの知見と CO2の拡散を予測するシ

ミュレーションモデルとを用いて、CO2

放流点近傍の影響を予測したところ、生

態系に重大な影響を及ぼさないと推定さ

れた。すなわち、実現可能な CO2希釈技

術を適用すれば、CO2 は放出後数時間で

ほぼ均一に希釈され、生物に影響がない

と考えられる濃度（安全濃度）まで薄ま

ることが予測された(下図)。 

現在は影響の予測精度をさらに向上させ

るために、多様な海洋生物に対する CO2

影響の知見を充実することや予測モデル

の改良などに取り組んでいる。 

5 慢性影響については、急性影響が現れない程度の高 CO2環境であってもそれが長期間続いた

場合には、成長や再生産に影響の及ぶことを浅海種の棘皮動物（ウニ類）、軟体動物（貝類）、

動物プランクトン（カイアシ類）、魚類を用いた室内実験で示したが、深海性種の慢性影響

に関する実験データはない。また、遊泳力の高い生物は高 CO2環境を忌避することも予想さ

れるがこのような行動に関する知見もほとんどない。そこで、室内実験と同時に海洋実験に

よってもこれらの影響を解明することが必要である。 

6 生態系影響については、中深層の生態系そのものに未解明のことが多いので、この全体像を

把握するために、海洋観測の結果に基づいた中深層生態系モデルの構築を行っている。これ

までに、動物プランクトン（主にカイアシ類）までを対象としたモデルを炭素循環に基づい

て構築した。次の段階では、マイクロネクトン（小型魚類等の高次栄養段階生物）を含むモ

デルに拡張すると同時に、CO2の影響をモデルに組込み、生態系影響予測・評価の方法を検

討している。しかし、生態系は絶えず変化する系であり、影響予測には不確実性という限界

がある。そこで、海洋隔離を安心して実施できるように、事業実施後のモニタリング手法を

同時に確立しておくことも必要である。すなわち、海洋隔離による生態系の非可逆的な改変

が起こる可能性を予防するためのモニタリング手法である。このようなモニタリング手法を

確立するためにも、生態系モデルの構築が欠かせない。 

*1無影響濃度（NOEC: No Observed Effect Concentration）：実
験で求められた水生生物に悪影響を及ぼさない最高濃度
を指す。化学物質がどのくらいの環境リスクをもっている
かを評価する手法として、実際に水中で曝露される濃度と
比較するためのデータとして利用される。また、慢性影響
の指標の一つとして利用される。 

*2アセスメント係数（AF: Assessment Factor）：限られた実験
データから全生物種に対する無影響濃度を予測する際に
用いる一種の安全係数である。実環境中では多種類の生物
が長期間化学物質に曝露されることから、実験データが利
用可能な生物種が多いほど、また実験の期間が長いほどア
セスメント係数を小さく設定することができる。 

*3予測無影響濃度(PNEC, Predicted No Effect Concentration)：
水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環
境中の全生物種への影響を捉えることは困難なため、試験
生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値で
ある。ここでは、カイアシ類の無影響濃度にアセスメント
係数  = 10 を用いて推定した。 

小規模海洋乱流を考慮した CO2拡散モデル（左）

と放流点近傍の CO2分圧の時間変化の 1例（右）
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7 生態系の不確実性に備えた海洋隔離技術の管理は、生態系への影響は仮説であり、生物学的

影響のモニタリングによって仮説検証を試み、その結果を見ながら新たな仮説を立て、より

よいはたらきかけを行う「順応的管理(adaptive management)」と呼ばれる手法によって行
うことができる。これは、管理対象である中深層生態系が非定常性と不確実性を含んでいる

ということを前提に、CO2海洋隔離の実施を順応的な方法で、また多様な利害関係者の参加

のもとに実施するものである。具体的には、海洋隔離により放出された CO2の拡散をモニタ

リングするだけではなく、生物影響のモニタリングを実施して、予測されなかった重大な影

響（例えば、種の絶滅や非可逆的な生態系の改変）が起こる可能性が示された場合、科学的

な立場からの意見をも含め、広く利害関係をもつ人々の間での合意を図り、事業の方向修正

（例えば、サイト特有の影響ならばそのサイトでの事業中止を含む）ができる仕組みを用意

しておくことである。 

8 一方、海洋隔離を実施しない場合でも、海洋は産

業革命以来、化石燃料起源の CO2を吸収し続けて

おり、これによって表層水の pH はすでにおよそ

0.1 低下したと言われている。IPCC による「特段
の CO2削減対策を講じないシナリオ」予測に基づ

いた推定では、今世紀半ばには大気の CO2濃度は

600ppm に達して、海水の pH はおよそ 0.3 低下
することになり、将来にはさらに大きな変化の起

こる可能性があると指摘されている。また、実験

では、大気よりも CO2濃度を 200ppm 増加させた

場合、炭酸カルシウムの殻をもつウニや貝類の成

長に顕著な影響が現れることが示されている。こ

のような影響は最初に海洋表層から顕著になる

が、人類が利用している海産食料のほぼすべては

海洋表層由来であり、また中深層から深海底まで

の生態系の大部分が表層の生態系によって成り

立っているので、大気中 CO2濃度の増加による海

洋酸性化の問題は今後の重要な研究課題である。海洋隔離による環境影響に関する研究開発

は、海洋酸性化問題の解明に対して、これまでに重要な基礎知見を提供してきたが、今後も

両者が密接に連携して研究が進められるべきである。 

9 これまで主に実験室レベルで CO2 放出希釈技術および生物影響予測評価技術の研究開発を

行ってきたが、これらの技術の検証と精度向上のためには海洋実験が必要である。海洋実験

は、科学的なデータの収集を目的とする小規模スケールから、実用化を図るための実規模ス

ケールまで、数段階の実験を行うことが求められる。 

10 海洋隔離技術は海洋という地球規模の環境を利用する技術であり、この技術の適用には国際

的な合意が欠かせない。特に、ロンドン条約（船舶や海洋施設からの陸上発生廃棄物の海洋

投棄等を規制）等の国際法において、海洋隔離の位置づけを明確にしなければならない。ま

た、研究開発には様々な側面間からの検討が必要であり、一国による研究開発だけでは極め

て非効率的であるので、国際共同研究等の取組みが望まれる。現在のところ、生物影響に関

してノルウェーと共同研究が実施されている。また、韓国は海洋隔離の研究開発を開始した

ところであり、近隣国という視点からも、共同研究を推進すべく情報交換を行っている。米

国や欧州諸国との連携も検討中である。 

付

記 
学術的な詳細については、下記を参照のこと。 

海洋隔離の生物影響：Advances in biological research for CO2 Ocean Sequestration 
(2004), Y. Shirayama et al. eds., Journal of Oceanography, 60(4): 689-816. 

海洋酸性化問題：Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon dioxide (2005), 
The Royal Society., Policy document 12/05, www.royalsoc.ac.uk. 

 

（２）ロンドン条約クリアーのための中長期 PO ロードマップ 

フェーズ 2 の PO 検討ワーキンググループは、平成 17 年度にロンドン条約クリアーに

向けた中長期 PO のロードマップおよびアクションプランを作成した（図 2.5.3-1 および 

表 2.5.3-3）。 

大気中 CO2濃度の増加による 

海洋の酸性化予測 

Caldeira & Wickett (2003)より 
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図 2.5.3-1 中長期 PO ロードマップ(案)  (平成 17 年度作成) 

 

表 2.5.3-3 中長期 PO のスケジュール（案）(平成 17 年度作成) 
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（３）第 2 フェーズ（継続）初年度の計画 

第 2 フェーズ（継続）では、図 2.5.3-2 に事業化シナリオの概要を示したように、5 ヵ年

の技術開発の終了年までに CO2 海洋隔離に関する国内外の学者（有識者、科学書等）の認

知を獲得し、その後にロンドン条約における海洋実験の合意獲得、実験の実施、法的整備

を進め、海洋隔離の実用化を目指す計画であった。 

このロードマップの特徴は以下の通りである。 

 

実適用への流れ： 有識者認知獲得→実験合意獲得→実験実施→法的整備→実適用 

テーマと実験規模：希釈技術開発(小規模→中規模→大規模)、生態系慢性影響(大規模) 

事前対応： 閉鎖系 CO2 曝露実験による知見の蓄積、室内 CO2 曝露実験によ

る生物パラメータの取得と生態系モデルへの応用展開、ケースス

タディによる実現可能性評価 

事業化のシナリオ

国
際
条
約
に
お
け
る
海
洋
実
験
の
合
意

海
洋
実
験
の
実
施

研究開発項目

①CO2海洋隔離能力

の技術評価
②環境影響評価技術

開発
③CO2希釈技術開発

年間5000万トン海洋

隔離のケーススタディ

二
酸
化
炭
素
海
洋
隔
離
の
実
適
用

国
際
条
約
に
お
け
る
法
的
整
備

～H18年度 H19～H23年度 H24年度～

国
内
外
の
学
者
の
認
知
獲
得

技術の開発 技術の確立 実用化

研究開発項目

①CO2希釈挙動等開発
・ナチュラルアナログ観測
・CO2挙動予測モデルの開発

②生物影響評価技術開発
・閉鎖系現場CO2暴露実験

・中深層生態系モデルの開発

③国際連携活動

・国際共同研究

・国際学会等での情報発信

 

図 2.5.3-2  平成 19 年度中間評価における事業化シナリオ説明図 

 

（４）CoolEarth-エネルギー革新技術計画 

経済産業省は、平成 20 年 3 月 5 日に「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」をとり

まとめた。世界全体で 2050 年までの温室効果ガス排出量大幅削減を目指し、エネルギー

分野における革新的な技術開発の具体的な取組のあり方について以下の検討が進められた。 

・2050 年の大幅削減に向けて、我が国が重点的に取り組むべき革新技術として「21」

技術を選定 

・長期にわたる技術開発のマイルストーンとして、各技術のロードマップの作成 

・長期的視点から技術開発を着実に進めるためのロードマップを軸とした国際連携のあり方 
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この報告書において、CCS 技術として、CO2分離回収技術と地中貯留技術を先行して実

用化を目指し、海洋隔離技術には 2030 年までに実用化を目指すとされている（図 2.5.3-3）。 

 

図 2.5.3-3 Cool Earth－エネルギー革新技術開発における CCS 技術のロードマップ 

 

２．５．３－６ ロンドン条約クリアー対応方針の検討 

 

2.5.3-5 節では、海洋隔離プロジェクトにおいて、これまで検討されてきたロンドン

条約対応案を整理して示した。また、2008 年 3 月に Cool Earth－エネルギー革新技術

開発ロードマップが公表され、海洋隔離の位置づけが示された。2.2 節および 2.3 節では、

海洋隔離を取り巻く国内外の動向調査結果を整理して示した。これらの状況を考慮し、第

一段階として海洋隔離要素技術の小規模海洋実験の実現から、最終的には実証試験を

通して事業化に向かう、ロンドン条約クリアーのための対応方針の修正案を検討した。 

以下は、海洋隔離プロジェクトに関連する国内外の動向より抽出した、ロンドン条約ク

リアーに向けた対応の見直しのポイントである。これに、Cool Earth－エネルギー革新技

術開発ロードマップに示されている“海洋隔離 2030 年実適用”を目指すロードマップが

必要となる。 

・CO2生物影響に対する科学的知見を基にした理解の促進 

- 国内外の科学者・有識者の認知獲得において、海洋生物に対する影響実験成果に

対して、良い評価を得ることが必要 
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→閉鎖系システムによる海洋生物の CO2曝露実験の実施と成果の公表を継続 

・ロンドン条約において海洋実験（海洋肥沃化）に対する見解が示されたこと 

- リスクアセスメント報告書のコンテンツが議論されている 

→海洋隔離に置き換えた場合の規制の解釈と、それに基づく研究開発項目の見直

しが必要 

･･･ ただし、現時点では CO2-WAG と同様のため、大幅な変更は不要 

- ケースバイケースの判断であるが、合法的かつ科学的実験は可能 

→科学的実験の提案と実施 

-  海洋 PJ で考えている実験は、事業化への意図が内在しているため、このステップ

に移るときに、大きなハードル/壁が存在する 

・海洋隔離の必要性の認識向上が必要 

- 現状では「海洋隔離は禁止」が主流である。海洋隔離への期待、必要性に関して

機が熟していない 

- 現フェーズでの個々の研究成果に対する科学者・有識者の認知獲得は時間がかか

るが可能である。地道な研究および情報発信活動が必要 

- ただし、日本以外の国が海洋隔離実験を提案する場合には、注意が必要 

 

これらのポイントを考慮し、以下の考えに基づき、ロードマップの見直し案を作成した。 

１）海洋隔離の事業化のためのシナリオ 

①CO2 削減にとっても、経済的にも、海洋環境を保全する上でも、有効なことを明ら 

かにして、事業実施のための社会的合意や、法的承認（特にロンドン条約のクリアー） 

を得ることが必要である。 

②そのために、2030 年頃までに、国際条約における海洋実験の合意獲得、海洋実験の 

実施、および国際条約における法的整備等の実証と合意形成を行う。 

③実証と合意形成へ向けた基盤整備として、2020 年頃までに、国内外の有識者の海洋 

隔離に対する認知獲得を行う。 

そのため、国内では海洋学会、国際的には High CO2 World シンポジウム等におい 

て、既に研究した航走船舶方式海洋隔離の技術的実現可能性に関する情報や、現在 

開発中の深海生態系に対する影響評価技術、および全球 CO2挙動予測技術に関する 

情報等を有識者に向けて発信する。 

 

２）ロンドン条約における海洋隔離の論点と方策 

①CO2 海洋隔離実施にとって制約になっているロンドン条約の論点は？ 

１．リバースリストに、海水への CO2注入は未承認 

・CO2 海底下地層貯留は承認（2007 年） 

・一部条約（OSPAR 条約のような）では禁止 
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２．海洋実験の是非が不明確 

・ノルウェー実験禁止の理由になった(2002 年) 

・鉄散布実験については拘束力の無い規制（2008 年） 

「海洋肥沃化は、合法的かつ科学的な試験を除いて、現時点では禁止が適当で

あり、科学的な試験はケースバイケースで LC/LP 下の評価指針による事前評価

が適当と認識」 

②その課題をクリアーする方策は何か？ 

１．小規模実験（クローズドシステムによる CO2 放出実験）の実績作り 

２．大規模実験の提案と実施是非の明確化（合法的かつ科学的か？） 

３．実験の合意獲得とその実施（事業実施の判断を先送り） 

４．海洋隔離実証試験の実施とロンドン条約改正の提案 

③注意すべき動向 

日本以外の国の海洋隔離実験の提案には注意が必要。 

 

３）事業化のシナリオ 

上記のシナリオおよび方策に従い、2007 年度に作成した事業化のシナリオ（図

2.5.3-2）に対して修正を加えた（図 2.5.3-4）。また、参考として、実験の合意獲得に

際して実施すべき海洋実験の規模と技術的課題を図 2.5.3-5 に、国内外の有識者の認

知獲得のため関連事項を整理し図 2.5.3-6 に示した。 
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・閉鎖系現場CO2暴露実験

・中深層生態系モデルの開発

③国際連携活動

・国際共同研究

・国際学会等での情報発信
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技術確立
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図 2.5.3-4 ロンドン条約クリアーのためのロードマップ(見直し案) 
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海洋実験の技術課題

海洋実験計画素案作成（小規模‐中規模‐大規模[実規模]）
・小規模(CO

2
数百kg/回) ： 放流技術(ノズル機能)の確認

・中規模（数～数十トン/回） ： 放流技術（パイプ機能）及び送込み技術の確認、拡散過程把握、
監視技術の確認、予測モデル検証

・大規模（数千～数万トン/回） ： 拡散過程、生物影響評価(急性影響)、事業規模課題

基礎技術開発 ・環境影響評価技術の確立
・CO2

希釈挙動予測技術および観測技術の確立
・CO2

放流システムの要素技術の確立

小規模海洋実験および中規模海洋実験
実験計画作成⇒環境影響評価⇒関係機関の承認

⇒実験装置作成⇒実験実施⇒実験結果解析⇒実験成果の公表

大規模海洋実験 実験計画作成⇒参加機関の拡充（国際共同研究）
⇒環境影響評価⇒国内外の関係機関の承認（特にLC/LP）

⇒実験装置作成⇒実験実施⇒実験結果解析⇒実験成果の公表

事業化に向けての対応

科学的実験の提案と実施（中深層での生物影響、希釈挙動等の把握→リスク評価の準備）
・閉鎖系CO2曝露実験（小規模 : 250L →大規模 : 10倍、100倍、それ以上？）
・トレーサーor中立ブイの拡散実験、深海でのCO2液滴の浮上溶解実験
（例えばMBARIのFOCE・FACE等の実験への参加）

 

図 2.5.3-5 海洋実験の技術的課題 

 

RIT

・航走船舶方式の海洋隔離法の

特徴

・航走船舶方式の技術的実現可

能性に関する情報

・深海生態系に対する影響評価

技術および影響低減の可能性

確認

・グローバルなCO
2
の挙動予測

に関する情報

・地球温暖化および海洋酸性化

に対するベネフィット及びリスク
の評価

・航走船舶方式海洋隔離法の初

期コスト、運用コスト、経済効果

・海洋隔離事業に関わる国際法

の課題調査

工学系

生物学系

環境科学系

有識者全般

システム工学系

国際法系

社会科学系

・総合科学系学会
AGU（米国）、JPGU（国内）等

・工学系学会
日本船舶海洋工学会、OMAE、

Oceans等

・海洋生物・生態系学会

海洋学会、プランクトン学会等

・自然科学＆工学系学会のセッション

・CCS関連シンポジウム、地球温暖化

関連シンポジウム等
HighCO

2
World、GHGT、ICDC、

PSC/PSI等

情報発信の内容 対象有識者 対象学会・シンポジウム等

 

図 2.5.3-6 国内外の有識者の認知獲得のための対応(案) 
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第３章 理解促進基盤の整備 

 

３．１ 海洋隔離プロジェクトの情報発信 

 

３．１．１ 海洋隔離プロジェクト Web サイト 

 

 海洋隔離プロジェクトの概念や研究成果の情報発信のために、RITE ホームページ内に

開設されている海洋隔離ホームページを平成 19 年度に一新した。平成 20 年度は、内容の

充実と海洋隔離プロジェクト研究開発成果の情報発信のための、学会・シンポジウム情報

の充実を図った。 

図 3.1.1-1 は、更新後のメニュー構成である。今年度は「国際学会シンポジウム」に関

わる情報ページを追加した（赤枠の部分）。また、図 3.1.1-2 に示すようにトップページの

画面イメージを更新し、図 3.1.1-3 のように「国際学会シンポジウム」に関わる情報ペー

ジを追加した。一方、懸案であった英語版のホームページについても、公開した。図 3.1.1-4

にトップページのイメージを示した。 

今後も、提供情報の見直しと最新情報の公開を継続的に実施する予定である。 

 

 

図 3.1.1-1 海洋隔離ホームページのメニュー構成 
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図 3.1.1-2 海洋隔離ホームページのトップ画面 

 

 

図 3.1.1-3 国際学会・シンポジウムの情報提供画面 
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図 3.1.1-4 英語版海洋隔離プロジェクトのトップページ 
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３．１．２ Web フォーラム基盤整備 

 

３．１．２－１ 目的と実施概要 

 

CO2 海洋隔離プロジェクトでは、海洋隔離の認知向上とロンドン条約クリアーを目指し

て国際ネットワークの構築を検討している。そのためには、海洋隔離を対象にした国際ネ

ットワークを構築し、海洋隔離に関する既存の情報と最新の情報を共有し、海洋隔離の正

しい認識と理解を得ることが必要である。その方法のひとつとして、CO2 海洋隔離に係る

情報交換の場の提供を計画した。海洋隔離のネットワーク構築により、海洋隔離の正しい

理解の普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェクトに対する見解と研究成果

に対する意見を収集することが目的である。 

設計から本運用までの手順として、①システム設計、②システム開発、③試験運用、④

データベース基本型の作成、⑤本運用である。平成 19 年度には、基盤システムとして、

Web フォーラムとデータベースシステムの基本設計（①に該当）と基幹部分のシステムの

開発（②に該当）を実施した。平成 20 年度は、RITE 内での試験運用（③に該当）とデー

タベースの基本枠組みの作成（④に該当）を行い、海洋隔離関連データの収集と本データ

ベースへの登録作業を行った。 

 

 

３．１．２－２ 基盤システムの構成 

 

（１）システムの構成 

Webフォーラム基盤システムは、Webフォーラム用 Webサーバーとデータベース用 Web

サーバーの二つから構成される。平成 19 年度には、システムの基本設計、基幹部分の設

定および RITE 内部ネットワークに接続までを行った。この状態では、RITE ネットワー

クに外部からのアクセスは許可されないため、RITE 内部からのみの Web フォーラムの利

用となる。システム配置図を図 3.1.2-1 に示す。平成 20 年度は海洋隔離に関連する情報の

収集と本データベースへの登録作業を行っている。外部アクセスのための準備が整い次第、

図 3.1.2-2 に示すように RITE ネットワークから独立させる予定である。 

 

（２）セキュリティ対策 

Web フォーラムおよび海洋データベースのアクセスは、セキュリティの問題から登録制と

し、ログイン ID とパスワードで管理する方法を採用した。また、データについてはセキュ

リティレベルを考慮することとした。なお、参加登録およびセキュリティ設定については、

採否の判断基準とセキュリティレベル設定については、今後十分に検討する必要がある。 
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図 3.1.2-1 RITE ネットワーク接続時のネットワーク構成 

 

 

図 3.1.2-2 外部ネットワーク接続時のネットワーク構成 

 

 

 

 

 

外部の 

ネットワーク 

RITE-LAN 

貯留研究グループ 

RITE ネットワー

海洋 DB 

Web Forum

外部の 

ネットワーク 

RITE-LAN 

開発対象部分 

貯留研究グループ

RITE ネットワー

海洋 DB Web Forum 
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（３）統合メニュー画面の作成 

本システムの利便性考慮して、図 3.1.2-3 に示す統合メニューを用意している。これに

は、RITE ネットワーク接続時の開発段階のメニュー構成と、外部ネットワーク接続時

のメニューの 2 種類がある。本運用時には、開発段階のメニューはメンテナンス用メニ

ューとして対応させる。 

 

図 3.1.2-3 メニュー画面の構成 

 

（４）Web フォーラムシステム 

CO2 海洋隔離に関する Web フォーラムのための基本システム開発に際して、新規設計

による開発をする場合に、本運用までにデバッグや機能追加など多くのリスクが存在し、

開発期間と費用面で問題があった。そこで、一般的に利用されているソフトウエアを基

本型として採用し、カスタマイズを行った。カスタマイズの主要項目は、Web フォーラ

ムタイトルおよび RITE マークの組み込み、管理者機能の設定、個別パスワード設定、

スレッド数等設定などの詳細設定である。検討の結果、CGI 言語で記述されたフリーソ

フトウエアーが採用された。 
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（特になし） 

メイン 
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①開発段階のメニュー構成 

凡例 
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（５）海洋データベースの構築 

海洋データベースの構築では、データの追加編集機能とのセキュリティ管理が選定条

件である。平成 19 年度の検討の結果、最近注目されている Wiki ベースのソフトウエアで

セキュリティ強化型のシステムの導入が最も適していると判断し、Confluence（エンター

プライズ Wiki）を基本システムとして CO2 海洋隔離データベースに採用した。平成 19 年

度には、基本システムの導入し作動確認を行った。 

平成 20 年度は、この Wiki ベースデータベースシステムを CO2 海洋隔離データベース

としてのカスタマイズ作業を行った。セキュリティ上の問題から、詳細な内部構造は記載

できないが、本データベースには、表 3.1.2-1 に示す情報の登録を進めている。 

 

表 3.1.2-1 CO2 海洋隔離データベースの主な登録情報 

No 大分類 中分類 

１ 海洋隔離 PJ 情報 プロジェクト全般の情報 

成果報告書等 

委託研究・外注作業報告書等 

研究成果等（論文、発表等） 

２ 用語集 用語集 

機械装置 

３ News 海洋隔離に関連する報道発表 

４ 学会等の情報 国内・国外の学会・会議等 

５ 研究機関・研究者情報 海洋隔離関連の研究者情報 

研究機関情報 

６ 委員会関連 委員会・分科会・WG 等 

７ 周辺情報 海洋関連の情報収集 

 

 

３．１．２－３ まとめと今後の課題 

 

海洋隔離の正しい理解の普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェクトに対

する見解と研究成果に対する意見交換を行うための、海洋隔離のネットワークの場を提供

することを目的に、Web フォーラム基盤システムの整備を継続した。 

今後も、データベースへの登録情報の充実を図るとともに、基盤システムの外部公開に

向けた作業を実施する必要がある。 
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第４章 まとめと考察 

 

４．１ 今年度のまとめと考察 

 

本年度は、海洋隔離技術の動向調査において、国際ネットワークの構築のために、国際

法・国内法の動向、海外研究機関や国際学会等の動向調査を実施し、今後の方針について

検討した。また、理解促進基盤の整備については、Web サイトの更新および Web フォー

ラムの基盤整備を実施した。 

 

（１）国際法・国内法の動向調査 

国内外の動向調査では、平成 18 年度の海洋隔離禁止の動きがロンドン条約や OSPAR

条約であったことから、平成 20 年度も引き続きロンドン条約および OSPAR 条約等の国

際条約の動向を調査した。特に、ロンドン条約では、禁止の決議に至らない様に対応し

た。また、海洋実験に対する規制の可能性を含む議論が進められていることから、ロン

ドン条約における海洋肥沃化に関する議論についての動向調査を実施した。本年度は、

ロンドン条約については SG31、LC30、会期間会合を対象にし、その他に、OSPAR条約、

生物多様性条約についても調査した。 

この結果、海洋隔離に直接関係する議論については、ロンドン条約、OSPAR 条約、

生物多様性条約、いずれについても新たな動きは見られなかった。一方、海洋実験に対

する規制の議論がロンドン条約で行われている中で、生物多様性条約においてもⅨ/16

により事実上「一時停止」となる会議決定がなされ、ロンドン条約で拘束力の無い

LC-LP.1（2008）決議が採択された。ロンドン条約会合において、この議論は今後も継

続されるため、引き続き動向調査を行い、海洋隔離の海洋実験のための情報を収集する

必要がある。 

 

（２）海外研究機関の動向調査 

海洋隔離の海洋実験にも大きく関与すると思われる海洋肥沃化実験に関して、海外研

究機関および民間企業等の動向を含め調査した。特に、ドイツとインドが共同で大西洋

南方海域において 2009 年 1 月末に鉄散布実験を実施しており、ロンドン条約における

議論とともに、実験実施のための準備、実験の動向等について調査した。リスク評価報

告書や実験前後の情報公開など、海洋隔離にとっても重要となる行動が見受けられた。 

一方、民間企業が計画する鉄散布実験は、商業的意図があることから NGO 等の反対活

動も影響し、ロンドン条約における海洋肥沃化実験の議論が始まった以降は、実験が実

施されておらず、情報収集と認知活動へ主力を方向転換した事実が分かった。 
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（３）国際学会・シンポジウム等の動向調査（理解促進活動） 

研究者等に対する理解促進活動として、国際学会でのセッションやシンポジウム等の

実施および平成 21 年度の企画を検討した。本年度の調査は、海洋隔離関連研究の動向、

海洋酸性化研究に関する動向、海洋肥沃化研究に関わる動向を中心に、6 つの国際学会

で調査を行った。また平成 21 年度に向けては、現時点で開催情報が発表されている 7 つ

の国際学会等において、本年と同様に海洋隔離関連研究の動向、海洋酸性化研究に関す

る動向、海洋肥沃化研究に関わる動向を中心とする動向調査を提案した。 

ロンドン条約関係者に対する海洋隔離プロジェクトの研究開発成果を正しい理解を

得るために、平成 19 年度に企画したロンドン条約締約国科学会合サイエンスデーにお

ける研究成果報告「海洋生物に対する海洋酸性化の影響」を SG31 において実施し、会

合関係者による評価を得た。 

 

（４）国際ネットワーク構築に関する考察 

・海洋隔離実験に関する考察 

国際条約および国内外研究機関等の動向調査の結果を基に、ロンドン条約における海

洋肥沃化実験に関する規制についての分析と海洋隔離実験の実現可能性についての考

察を行った。 

海洋肥沃化に関する科学調査について検討が行われたが、法的には特殊な対応となった。

その背景として、ロンドン条約体制のほかに、生物多様性条約の影響が大きいと考えら

れる。特に、その第 9 回締約国会議決定 IX/16「生物多様性と気候変動」に海洋肥沃化

活動が取り上げられており、「沿岸水域で実施される小規模な科学調査研究を除いて」

実施を差し控えることが求められている。 

海洋投棄による影響に関する科学調査については、ロンドン条約 96 年議定書の第 14 条

が定めている。本来は、科学調査に関するこの規定が引用されないとロンドン条約・議

定書の下の合法性・正当性は確定できないが、合意文書ではこの規定は参照されていない。

そこにおける法的論理構成は、以下のようにされている。 

 

①海洋肥沃化活動は、ロンドン条約・議定書の規制対象に含まれる、 

②一般的な科学調査の位置づけについては触れない、 

③鉄散布またはその他の物質の投入行為のうち、その効果の確認のための科学調査のみ

を取り扱う、 

④それらの科学調査が条約・議定書の目的に反しないということは大前提である。 

⑤その前提要件に合致する科学調査を単なる投棄ではなく配置にあたると見なすこと

によって、それらの調査はロンドン条約・議定書の規制を受けないと認識する。 

⑥したがって、その実施に関する手続きを検討し、定めることは条約・議定書に反しない。 

433



⑦合法的・正当な科学調査であると判断するための要件は、条約・議定書の下に定める。 

⑧条約・議定書の下でその要件と手続きが定められるまでの間は、個別ケースごとに各

国が慎重に判断する。 

 

なお、そこでは「合法的・正当な」科学調査研究という定め方になっているため、商

業活動と科学調査という分類に加えて「合法的・正当な」科学調査とそれ以外の科学調

査という分類があり得るのかという問題が生じる可能性がある。 

昨年のオーストラリア提案の延長上に、法的拘束力のある文書によって海洋肥沃化に

関する科学調査の法的位置づけを明白にすることが検討されている。そのことが二酸化

炭素の海洋貯留に与える影響としては、次の 3 方向が考えられる。 

 

①肥沃化に倣い、二酸化炭素の海洋貯留に関する科学調査についても認められる、 

②ポジティブリストの下での科学調査に関する一般的制度が確立され、 

③海洋貯留については科学調査を含めて認めないと明記される。 

 

日本以外の組織が二酸化炭素の海洋貯留を提案する可能性もあり、その場合に③に向かう

恐れがあるため、気候変動条約体制において有効な対策の一つとして認識されるよう広報活

動することが必要であるが、二酸化炭素の海洋貯留を直接規制しているのはロンドン条約

体制であるため、①および②へ向けての情報収集・分析と広報活動を重視する必要がある。 

 

・ロンドン条約対応方針の検討 

国際条約および国内外研究機関等の動向、国際学会・シンポジウム等での研究動向を

考慮して、ロンドン条約クリアー方針を見直すことを目標とした。 

本年度は、海洋隔離の必要性の認識向上のために、CO2生物影響に対する科学的知見

を基にした理解の促進を図る基本戦略を確認し、ロンドン条約における海洋実験（海洋

肥沃化）に対する見解と海外研究機関等の事例を参考にして海洋隔離の海洋実験計画の

検討を進めることを考慮し、ロンドン条約クリアーのためのロードマップを改訂した。 

 

（５）理解促進基盤の整備 

・海洋隔離プロジェクト Web サイト 

海洋隔離プロジェクトの概念や研究成果の情報発信のために、平成 19年度には、RITE

ホームページ内に開設されている海洋隔離ホームページを一新した。平成 20 年度は、

内容の充実と、海洋隔離プロジェクト研究開発成果の情報発信のための、学会・シンポ

ジウム情報の充実を図った。今後も、提供情報の見直しと最新情報の公開を継続的に行

う必要がある。 
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・Web フォーラムの基盤整備 

海洋隔離の正しい理解の普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェクトに

対する見解と研究成果に対する意見交換を行うための、海洋隔離のネットワークの場を

提供することを目的に、Web フォーラム基盤システムの整備を継続した。今後も、デー

タベースへの登録情報の充実を図るとともに、基盤システムの外部公開に向けた作業を

実施する必要がある。 

 

 

４．２ ２年間のまとめ 

 

４．２．１ はじめに 

 

二酸化炭素海洋隔離プロジェクトは、平成 19 年度より第 2 フェーズ（継続）として引

き続き研究開発が進めたれた。一方、二酸化炭素回収貯留技術における位置づけとして、

地中貯留（海底下地層貯留を含む）が先行して実施されることになり、地中貯留および海

洋隔離の各プロジェクトは、CO2 貯留隔離プロジェクトとして再編されることになった。

そこで、本節においては、海洋隔離プロジェクトフェーズ 2（継続）における「Ⅲ．海洋

隔離技術の動向調査」に関して、2 年間の研究開発の進捗状況と成果を整理した。 

 

 

４．２．２ 海洋隔離技術の動向調査の目的 

 

海洋隔離技術の動向調査の実施項目は、大分類として、「1.理解促進基盤の整備」と、「2.

国際ネットワーク等の構築」とに分れる。「1.理解促進基盤の整備」では、Public Outreach

のためにホームページの整備や社会的合意形成のための課題整理などを目的としている。

「2．国際ネットワークの構築」では、研究開発成果の情報交換や共同研究の探索、国際

的合意の課題調査等も目的にしている。 

 

 

４．２．３ ２年間の研究開発の成果 

 

2 年間の研究開発の主要な成果の概要と今後の研究開発の必要性につい整理した。 
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４．２．３－１ 理解促進基盤の整備 

 

海洋隔離プロジェクトの概念や研究成果の情報発信のために、日本語版および英語版の

海洋隔離ホームページを全面的に改良した。これまでの海洋隔離解説やプロジェクト成果

説明に加えて、海洋隔離に関連する国内外の学会やシンポジウムの開催情報を提供し、海

洋隔離プロジェクトの理解促進に向けて情報発信の強化を進めた。今後は、英語版のホー

ムページの充実を図ることが必要である。Web フォーラム基盤システムとして、Web フォ

ーラムシステムと海洋データベースシステムの設計および開発を実施した。このシステム

により、海洋隔離の正しい理解の普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェク

トに対する見解と研究成果に対する意見交換を行うための海洋隔離のネットワークの場を

提供することが可能になる。残された課題としては、データベースの登録情報整備および

外部公開の作業が必要である。 

 

 

４．２．３－２ 国際ネットワークの構築 

 

平成 18 年度にロンドン条約や OSPAR 条約で海洋隔離禁止の動きがあったことから、

これらの国際条約および関連する国内法の海洋汚染防止法の動向、そして OSPAR 条約や

ロンドン条約の関係諸国の動向について調査を継続実施した。特に、ロンドン条約では、

海洋における大規模実験に関する議論が主要な課題として取り上げられていることから、

ロンドン条約 96 年議定書における CO2海洋隔離実験の実現可能性の検討を踏まえ、海洋

肥沃化およびその海洋実験に関する議論の動向を調査した。平成 19～20 年度における調

査では、想定されたロンドン条約における「海洋隔離禁止」の動きは無く、また、海洋肥

沃化実験に関する議論では拘束力のない決議 LC-LP.1（2008）が採択された。ただし、

海洋肥沃化実験に関する議論はまだ途中であり、今後の動向に注視する必要がある。 

本事業の海洋隔離国際会議・国際学会・国際シンポジウムにおける海洋隔離に関連する

セッション・シンポジウムの提案と実施を行った。特に、海外のロンドン条約関係者に対

する海洋隔離プロジェクトの研究開発成果を正しく理解してもらうために、平成 19 年度

に科学会合のサイエンスデーにおける発表を企画し、平成 20 年度にはロンドン条約科学

会合 SG31 において研究成果の情報提供を行い、大きな反響を得た。この他に、OTO’08

（神戸）、WPGM08（オーストラリア）、第 2 回 HighCO2World シンポジウム（モナコ）、

GHGT-9（米国）、AGU FM2009（米国）、PSI 2009（タヒチ）の CCS および海洋酸性化

に関するセッションにおいて研究成果を発表し、CO2海洋隔離の研究成果の認知向上を行

った。さらに、平成 21 年度に開催が予定される国際シンポジウム等の調査を行い、総合

的な情報発信の企画検討を実施した。今後も、海洋隔離技術の理解促進について、効果的

な国際学会・国際シンポジウムに対して積極的な情報発信を行うことが必要である。 
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第５章 今後の課題 

 

（１）海洋隔離技術の動向調査 

CO2削減策としての海洋隔離技術は、2007年にOSPAR条約で禁止決議されたことを受け、

国際法に関する動向調査を強化するとともに、国際的な場での認知に向けた活動を平成 19

年度から展開してきた。特に、CO2関係のテーマとして議論されている鉄散布あるいは海

洋施肥の大規模海洋実験が、96 年議定書附属書Ⅰに該当しない物質の海洋投棄の規制の議

論であること、実験の規模が論点となることなど、海洋隔離と同じ論点を内在しており、

2008 年 10 月には拘束力の無い決議ではあるが、科学的実験を除いて事実上の禁止の決定

がなされている。この議論は、拘束力を持つ決議として進む可能性もあり、ロンドン条約

会合における今後の議論の成り行きを引き続き調査する必要がある。OSPAR 条約決議に

ついて会議内での経緯はある程度把握されているが、海洋隔離の否定につながった科学的

根拠などの調査も継続する必要がある。そして、海洋隔離の認識を高めるためには、反対

者にとって、どのような情報が不足しているのかを正確に把握する必要がある。これらの

調査情報に基づき、海洋隔離の認知向上、ロンドン条約クリアーに向けた戦略を再構築す

ることが必要である。 

海洋隔離の認知向上活動については、国内外の科学者・有識者に対して本プロジェクト

の研究成果の正確な理解を得ることが重要と考え、また、炭素貯留技術については、地中

貯留、海域地層貯留などが現在は主流であるが、今後の情勢によっては大きく変化するこ

とも考えられるため、地道な情報発信を継続することが必要である。 

 

（２）理解促進基盤の整備 

海洋隔離プロジェクト Web サイトは、閲覧者のアクセスを必要とするが、常に情報を提

供可能な手法である。今後も、内容の充実を図るとともに、英語版のホームページ作成を

進める必要がある。 

本年度は、Web フォーラム基盤整備として、Web フォーラムシステムと海洋データベー

スシステムの設計および開発を実施した。このシステムにより、海洋隔離の正しい理解の

普及を図るとともに、国内外の研究者から本プロジェクトに対する見解と研究成果に対す

る意見交換を行うための海洋隔離のネットワークの場を提供することが可能になる。 

今後は、システムの作動試験およびデータベースへの情報登録を進め、基盤システムの

外部公開に向けて作業を実施する必要がある。 
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