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はじめに

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還
元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、この
ため、経済産業省では、
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、
内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」
（平成２１
年３月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
温暖化対策の推進の下で実施された「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」
プロジェクトは、地球温暖化防止を目的として、二酸化炭素を海洋へ隔離した場合の環境影響
調査を行うものであり、経済産業省の補助により財団法人地球環境産業技術研究機構が実施し
ているものである。
今回の評価は、この「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」の事後評価であ
り、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる『平成２１年度 CO2 固定化・有効利用分野
評価検討会』（座長：鈴木 胖 兵庫県立大学副学長）を開催した。（本検討会において「二酸
化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」の事後評価の他、
「二酸化炭素地中貯留技術研
究開発（中間評価）」
、
「低品位廃熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発（事後評価）」につ
いても併せて評価を行った。
）
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科
会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承
された。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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プロジェクト
名

二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発

上位施策名

温暖化対策の推進

事業担当課

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境技術室

プロジェクトの目的・概要
海洋隔離技術は、海洋の膨大な CO2 吸収能力を活用し、大気中の CO2 濃度の急激な上昇を抑え
ることを目的とするものである。
本事業では、環境影響評価技術の確立と国内における社会的合意形成、ロンドン条約や気候
変動枠組み条約等の国際的な枠組みにおける明確な認知の獲得等のため、平成 14 年度からの５
年間の計画で、CO2 海洋隔離能力の技術評価、環境影響評価技術の開発及び CO2 希釈技術の開発
を実施した。また、平成 19 年度からは、海洋隔離技術の動向調査、海洋中 CO2 挙動予測と隔離
可能性評価及び CO2 隔離に伴う生物影響評価について実施した。
予算額等
開始年度

終了年度

中間評価時期

事後評価時期

事業実施主体
財団法人地球環境産

平成 14 年度

平成 20 年度

平成 16,19 年度

平成 21 年度

業技術研究機構
（RITE）

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

300,000 千円

290,000 千円

100,000 千円

2,192 百万円

2,021 百万円

※総予算額、総執行額は H20FY までの合計額
目標・指標及び成果・達成度
(1) フェーズ１に係る目標・指標及び成果・達成度（平成１４年度〜１８年度）
フェーズ１における個別要素技術の目標・成果・達成度については以下のとおり。
要素技術
(1)CO2 海洋隔
離能力の技術
評価

目標・指標
目標 1-1：CO2 隔離能力の技術評
価
これまでに蓄積された科学
的知見や開発されたモデル
をもとに、海洋中層に放出さ
れた CO2 の挙動を把握し、有
効な隔離量・隔離期間を明ら
かにする。
指標 1-1：
・大気中 CO2 安定化濃度に対応
した隔離量の算出
・海洋中深層に希釈溶解した
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成果
○成果論文を査読付き英文誌
の１件にまとめた。日本地球
化 学 会 英 文 誌 Geochemical
Journal に受理。
･ 大気 CO2 安定化濃度別の海
洋 CO2 隔離量を算出でき、所
期の目標を達成できた。
･ 隔離期間の検討により、海洋
から大気への正味のリーク
量がゼロになる CO2 注入量
を明らかにでき、所期の目標
を達成できた。

達成度
達成

CO2 の隔離期間の算出
・成果を査読付き英文誌の論文
１件以上にまとめる
目標 1-2：CO2 隔離効果の経済評
価
海洋隔離実施の有無により
生じる経済性を定量的に把
握する。
指標 1-2：
・金額＄/t- CO2 による経済的便
益の算出
・成果を査読付き英文誌の論文
１件以上にまとめる
目標 1-3：国際法上の位置付け
の検討
ロンドン条約および気候変
動枠組み条約等における CO2
海洋隔離の位置づけを明ら
かにする。
指標 1-3：
・日本の EEZ 内で実海域実験を
行うに必要な許認可プロセ
スの調査
・国際法上の合意と国内の社会
的合意を得るための調査お
よび活動
(2)環境影響評
価技術の開発

目標 2-1：海洋環境調査
海洋隔離想定海域において
海洋環境調査を実施する。ま
た、自然界に存在する CO2 放
出地点における生物影響調
査のため、当該地点の物理
的・化学的データの蓄積を行
う。
指標 2-1：
・流速場、炭酸系物質濃度等の
観測と生物試料の採取
・季節年変動の把握、CO2 分布
予測モデルへの反映
・隔離想定海域の観測航海を 5
年間に各年 1 回実施

目標 2-2：深海生態系の把握
海洋隔離想定海域内に生息
する生物群集の把握とその
生息環境の把握を目的とし
て、生物種・生物量、季節変
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○成果論文を査読付き英文誌
および査読付き和文誌各１
件にまとめたほか、国際会議
での口頭発表も行なった。
･海洋隔離実施による地球温暖
化影響の回避効果の経済的便
益を計算できるモデルを開発
し所期の目的を達成した。

達成

○実海域実験の許認可取得プ
ロセスの調査、国際法上の合
意と国内の社会的合意を得る
ための調査を実施し、目標に
沿った成果を得ている。
･日本の EEZ 内での実海域実験
の許認可取得プロセスを調査
し、科学的実験に関しては特
に許認可申請の必要がないこ
とを確認した。
･IPCC 特別報告書作成、CSLF、
ロンドン条約等の会合に参加
し、海外動向および海洋隔離
について調査した。
○予定した各年 1 回の隔離想定
海域の観測航海を計画通りに
実施し、目標に沿ったデータ
が蓄積された。
・500m 以浅において水温や塩
分の経年変化を確認。
・水深 2,000m における潮汐周
期等を観測。
・中深層における全炭酸の濃度
変動を確認、目標に沿ったデ
ータ蓄積を行なった。
・中深層における全炭酸の濃度
変動が、pH で約 0.1〜0.2 の変
動であることから、希釈溶解
する CO2 の数 10 時間後の希釈
目標として 30〜40 万倍が必
要と推測できた。
○予定した各年 1 回の生物現存
量解析、および前半に計 7 回、
後半に計 3 回の食物連鎖構造
推定の試料採集と解析を実施
し、目標に沿った成果を得た。

達成

達成

達成

動等の調査を実施する。調査
対象としてマイクロネクト
ン（数 cm 以下のエビ、小型
魚類等）についても検討す
る。
指標 2-2：
・生物現存量の把握、食物連鎖
構造の推定
・物理化学環境と生物現存量の
関係解析、生態系モデルへの
反映
・隔離想定海域の生物現存量解
析を 5 年間に各年 1 回実施、
食物連鎖構造推定の試料採集
と解析を前半 3 年間に 7 回実
施
目標 2-3：生物影響調査
室内実験、および現場生物を
用いた船上実験等により海
洋隔離想定海域における海
洋生物への CO2 影響調査を実
施する。また、自然界に存在
する CO2 放出地点を対象に放
出点近傍における生物調査
を実施し、生物に対す CO2 の
影響を把握する。
指標 2-3：
・急性致死影響濃度の把握、CO2
影響生理メカニズムの解明、
深海底生物群集への影響推
定
・非定常環境による CO2 影響、
および深海生物への CO2 影響
推定の精度向上
・室内実験と船上実験を其々、
前半 3 年間で 30 種と 8 条件、
後半 2 年間で 15 種と 4 条件
について実施
目標 2-4：生物影響モデルの
構築
CO2 濃度予測モデル計算結果
および生物影響に関する研
究成果をもとに生物影響モ
デルを構築し、想定海域にお
いて海洋隔離を実施した際
の生物影響を予測する。
指標 2-4：
・急性影響モデルの構築、鉛直
一次元生態系モデルの構築、
生物影響国際ワークショッ
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・植物プランクトンと動物プラ
ンクトンの種類と量の年変動
を確認。
・採取した中深層の生物を種類
別に同位体比分析した結果、
中深層における食物連鎖構造
をほぼ推定できた。
・いずれも生態系への CO2 影響
を予測するのに有用であると
期待できる。

○予定した前半 3 年度における
30 種の室内実験と 12 条件の
船上実験、および後半 2 年間
で 15 種の室内実験と 9 条件
の船上実験を計画通りに実
施し、目標に沿った成果を得
ている。
・エビやマダコでは CO2 影響が
体液の酸塩基平衡調節機能
によって左右される可能性
を見出した。
・深海底生物群集への CO2 影響
実験では生物間の相互関係、
バクテリアでは種によって
CO2 影響が異なること等を見
出した。
・CO2 濃度を非定常にした場合
急性致死影響濃度が変化す
ることを見出した。

達成

○生物影響モデルの開発成果
を査読付き英文誌の論文 2
件にまとめた。
・急性影響モデルによる試算を
行った。
・Moving Ship 方式で CO2 を希
釈する場合、船速が 4 ノット
であれば CO2 放出後約 2.5 時
間における CO2 濃度の増加分
は中深層生物の CO2 に対する
予 測 無 影 響 濃 度 （ PNEC ：
560µatm）以下になり、カイア

達成

シ類等への CO2 の急性影響を
プ開催
・急性影響モデルおよび生態系
ほとんど無視できることが分
モデルの高度化、国際共同研
かった。
究の推進
・急性致死影響に関して精密な
・生物影響モデルの開発成果を
データ収集と斬新なシミュレ
査読付き論文 1 件以上にまと
ーション手法により、現時点
める
における世界最高水準の予測
技術を開発した。
・炭素循環に基づく鉛直一次元
生態系モデルの基本型を作成
した。
・生態系影響に関する調査・実
験に着手し、長期影響予測技
術の開発にも目処を得た。
・上記の成果は生物影響国際ワ
ークショップの開催、英文誌
での特集により海外へアピー
ルした。
(3)CO2 希釈技 目標 3-1：CO2 放出装置の要素開 ○ 計画通りの小型要素試験装
置 4 件を含む計 10 件の装置
術の開発
発
を製作し、実験によるデータ
これまでの開発技術をベー
収集を実施した。
スに CO2 放出ノズルをはじめ
とする小型要素試験装置を ○ 査読付き論文が 5 件、その他
論文 2 件にまとめた。また
製作・改良する。
17 件の口頭発表をした。
指標 3-1：
・初期希釈率 6 万倍のノズルお ･初期希釈率 6 万倍を達成する
ための基礎技術をほぼ確立し
よび試験装置の改良やその
た。
実験確認
・希釈促進技術、pH 分布観測技 ･CO2 放出ノズルに関して、高
術、CO2 投入技術、スプレー
圧容器による海洋中深層模擬
環境内で放出実験を実施し、
法等の検討
CO2 液滴サイズ制御条件を把
・目標を達成するための指標と
して、最終目標 5 件の小型要
握した。
素試験装置を製作しデータ ･希釈促進技術、pH 分布観測技
収集を行う
術等の開発や、CO2 投入技術
・要素開発に関する成果を論文
の机上検討、液滴法とスプレ
として 4 件以上にまとめる
ー法の比較検討、パイプ曳航
実験等により、要素技術に関
する知見を得た。
目標 3-2：CO2 分布予測モデル改 ○研究成果を、査読付き英文誌
に 4 件、その他論文 4 件にま
良
とめた。また 41 件の口頭発表
これまでの開発技術をベー
をした。
スに、海洋隔離想定海域にお
ける CO2 の挙動予測が可能と ･数 100m〜100km の中規模範囲
の CO2 希釈挙動を計算できる
なるようモデルを改良し、
CO2 挙動把握の精度向上を図
ようにモデルを改良した。
るとともに、実規模相当の毎 ･地球シミュレータを用いる数
1,000km の広域モデルの開発
秒 100〜150kg/s の CO2 放出
を想定したシミュレーショ
に目途をつけることができ
ンを実施する。
た。
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達成

達成

達成

･沖縄トラフ自然流出 CO2 液滴
指標 3-2：
・CO2 挙動予測の精度向上
観測の成功により、CO2 液滴
・実規模相当の CO2 放出を想定
溶解モデルを確認できた。
・モニタリング技術の高精度化
したシミュレーション
により、ナチュラルアナログ
・モデルの実験による確認
の熱水 CO2 プルームの拡散状
・目標達成の指標として、CO2
況の計測に成功した。
挙動モデルの改良と CO2 放出
想定のシミュレーションに ・5,000 万トンのを隔離想定海
域で海洋隔離するケーススタ
関する成果論文を各１件以
ディを実施し、CO2 濃度が予
上にまとめる
測無影響濃度以下になる目途
を得た。
(2) フェーズ２に係る目標・指標及び成果・達成度（平成１９年度〜２０年度）
フェーズ２における個別要素技術の目標・成果・達成度については以下のとおり。
要素技術
目標・指標
成果
達成度
(1) 海 洋 隔 離 技 目標 1-1： 理解促進基盤の整備 ○ホームページの更新など海洋 一部達成
術の動向調査
海洋隔離プロジェクトの成果 隔離に対する理解促進を図っ
を情報発信することにより、 た。
海洋隔離に対する理解促進を ・RITE の海洋隔離ホームページ
を全面的に更新し、海洋隔離に
図る。
関する解説、研究成果、国内外
指標 1-1：
動向情報を提供した。
・ホームページの更新
・研究者による意見交換が可能な
・WEB フォーラムの企画
Web フォーラムシステムと海
・シンポジウムの企画
洋データベースシステムの設
計および開発を実施した。ただ
し、その運用には至っていな
い。
・KOBE-TECHNO-OCEAN'08 な
どの学会における海洋隔離に
関わるシンポジウムの企画・開
催 4 件を推進した。
目標 1-2：国際ネットワーク等の ○海洋隔離実験への合意を得る 一部達成
ための情報発信・課題把握を行
構築
国際的な場において海洋隔離 ったが、国際ネットワーク構築
および海洋実験に対する合意 までには至っていない。
を得るべく情報発信をするほ ・ロンドン条約科学会合サイエ
ンスデーSG31 において研究
か、その課題を把握する。
成果「海洋生物に対する海洋
指標 1-2：
酸性化の影響」を報告し、出
・ロンドン条約科学会合への技
席者から評価された。
術成果紹介
・ Second Symposium on The
・国際的な情報交換
Ocean in a High- CO2 World ほ
・実海域実験へ向けての課題調
査
かの国際学会で情報交換を行
・国際的社会的合意形成の課題
った。
調査
・ドイツ他が実施した鉄散布海
洋実験実施の課題を検討し
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(2)CO2 隔離に伴 目標 2-1：生物影響評価手法の開
う生物影響評価
発
深海生態系モデルを構築し隔
離想定海域の生物への急性影
響予測と長期影響予測ができ
る技術を開発する。
指標 2-1：
・深海生態系モデルの高精度化
・隔離想定海域の生物影響評価
（H21〜H23 年度の計画）
・隔離想定海域の長期影響予測
（H21〜H23 年度の計画）
目標 2-2：実海域生物影響データ
の収集
生態系モデルを構築するため
に必要な CO2 影響データを収
集するための閉鎖系実験装置
開発と海洋における影響実験
を行なう。
指標 2-2：
・閉鎖系 CO2 影響実験装置の開
発
・中深層生物のその場観察（H21
〜H23 年度の計画）
・中深層生物の CO2 影響実験
（H21〜H23 年度の計画）
目標 2-3：深海生物の CO2 影響研
究
深海生態系モデルの重要なフ
レームになる食物連鎖構造や
沈降フラックスの研究を行な
うとともに、深海生物の多様性
に対する CO2 影響の研究を行
なう。
指標 2-3：
・深海生態系研究（カイアシ類
ほか）
・深海生物に対する CO2 影響研
究
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た。
・ロンドン条約、生物多様性条
約における海洋肥沃化実験へ
の法的規制議論を調査し、海洋
隔離実験の課題を検討した。
○生態系モデルを改良し、CO2 一部達成
注入による隔離想定海域深海
生態系への影響を評価する技
術に目途をつけた。
・表層生態系との結合モデルを
開発し、中深層の動物プラン
クトンの現存量を概ね再現で
き、隔離想定海域における現
存量の鉛直分布再現や、動物
プランクトンの日周鉛直運動
の役割解明等ができた。
○浮遊性生物への CO2 影響デー 一部達成
タを収集する閉鎖系実験装置
（ペラジックチャンバー）を開
発した。
・ペラジックチャンバーを用い
て、実験装置のテスト海域に
おける海洋浮遊生物に対する
CO2 の影響予備実験を行った。

○深海生物への CO2 影響につい 一部達成
て食物連鎖や多様性に関する
新たな知見を得た。
・カイアシ類の捕食構造解析を
行い、表層性粒子を上層で摂
餌し下層へ移動しているとい
う仮説を支持する結果を得
た。また、二酸化炭素の沈降
粒子束への影響についても解
析し、H21 年度以降の研究課
題を明らかにした。
・分子微生物学的手法を用いて
脱窒活性にかかわる遺伝子の
多様性への CO2 の影響を把握
した。また、模擬深海影響下(高
圧下)における深海生物の CO2
影響実験や、深海微生物群集に
対する脱窒関連遺伝子検出技
術の適用性について新たな知

(3)海洋中 CO2 挙 目標 3-1：CO2 挙動の観測・予測
技術の開発
動予測と隔離可
Moving Ship 方式の CO2 放出技
能性評価
術に加え曳航式 CO2 観測シス
テムの開発と CO2 挙動予測モ
デルの開発を行ない海洋隔離
の実施形態を想定した有効性
を評価する。
指標 3-1：
・曳航式観測ｼｽﾃﾑ開発
・CO2 挙動予測ﾓﾃﾞﾙの開発
・
（天然 CO2 発生海域における予
測モデルの検証は H21 年度以
降の計画）

目標 3-2：海洋隔離の可能性評価
全地球規模で海洋隔離を実施
する場合の CO2 挙動を予測す
るとともに、海洋隔離の種々の
ケーススタディを行なうこと
によって海洋隔離による温室
効果ガス削減の可能性を評価
する。
指標 3-2：
・全球ﾓﾃﾞﾙによる海洋隔離予測
（ 全球炭 素循 環予測 計算 は
H21 年度以降の計画）
・海洋隔離のケーススタディ

見を得た。
○曳航式 CO2 観測システムのテ 一部達成
スト海域として選択した鹿児
島湾の CO2 分布を観測したほ
か、CO2 の中規模から大規模海
洋モデルの改良をいった。
・CO2 の自噴が確認されている
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 を用いる海洋観測
を実施し、CO2 の鉛直２次元
分布を観測した。
・中規模海洋モデル開発では
102km オーダーのモデルを開
発、広域海洋モデル開発では
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。
○全球モデルによる海洋隔離の 一部達成
予測計算のデータ作成を行っ
たほか、小規模海洋実験システ
ムの設計と大規模海洋隔離の
ケーススタディを行った。
・全球 BOX モデルによる CO2
海洋隔離予測計算手法の開発
として 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。
・小規模海洋実験システム検討
では、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。また、CO2 海洋隔離コス
ト検討では、年間回収量 7,500
万トン（フェーズ 1 では 5,000
万トン）のケーススタディと、
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。

(3) 目標及び計画の変更の有無
フェーズ１における海洋実験の変化に対する見直しでは、CO2 希釈技術の開発のために当初計
画した日本近海における本格的海洋隔離実験の実施を延期することとし、要素技術の開発と日
本近海における放出 CO2 の挙動解析に重点をおくことに変更した。また、環境影響評価技術の
開発計画では、実海域実験によるデータとモデルのマッチングに代えて室内実験やモデルの開
発に注力し、当初の目標をほぼ達成できるようにした。
フェーズ２においては、CO2 希釈技術の開発から CO2 挙動観測・予測技術の開発に重点を移し
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たため、平成 19 年度以降の計画では、海洋実験は日本近海における CO2 発生海域を用いて曳航
式観測技術の開発や希釈挙動モデルの開発と観測データによる検証等を目標にした。
また、環境影響評価技術の開発は生物影響研究に重点を移したため、浮遊生物への CO2 影響
評価ができるペラジックチャンバーを開発し、その機能をテストするための海洋実験と日本近
海における海洋生物への CO2 影響データ取得のための海洋実験等を目標にした。
CCS（CO2 回収・貯留）技術の開発は、IPCC の特別報告書がまとめられた 2005 年（平成 17 年）
の時点では CO2 地中貯留技術と CO2 海洋隔離技術が共に温室効果ガス削減の方法として有望な技
術とされた。その後、CO2 地中貯留技術は 2006 年にはロンドン条約が改正され海底下地中貯留
の実施が認められ、各国において CCS 推進の検討が進み、2008 年の洞爺湖サミットでは 2020
年までに世界で 20 の大規模 CCS 実証プロジェクトを立ち上げることが合意された。
我が国においても、経済産業省の CCS 研究会が 2007 年には「地球温暖化対策としての CCS 推
進について」をまとめ、2008 年には「CCS 実証事業の安全な実施にあたって」の検討を開始（2009
年公表）するなど、CO2 の回収−地中貯留技術の本格的な開発推進の必要性が認識されてきた。
一方、海洋隔離の側面からフェーズ２の計画立案以後における国内外の動向を見ると、海洋
隔離に対する国際的・社会的な理解や事業実施への合意が十分にはできていないと考えられた。
そのため、当面、海洋隔離技術より地中貯留技術の開発に重点化することとし地中貯留技術と
海洋隔離技術を一本化し、平成２１年度から「二酸化炭素貯留隔離研究開発」が開始されるこ
とになった。海洋隔離技術については当該事業の中で、今後も国際的・社会的な理解促進に向
けた活動を行うこととした。
＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

５０

特許権の ライセンス 取得ライセ 国際標準へ
特許等件数
（出願を含む） 実施件数
供与数
ンス料
の寄与
７

総合評価
CO2 の海洋隔離は、安全性やコスト等の課題から地中貯留候補地が限定される場合、我が国
にとって有効な技術の１つであり、長期的な視点からも保持すべき技術である。
また、民間のインセンティブが極めて働きにくい本分野における事業は、国の関与が必要不
可欠である。
海洋隔離を総合的に研究しているのは本事業のみであり、成果は世界の最高水準にあると判
断される。特に、深海生物への CO2 影響評価や海洋中 CO2 挙動モニタリングに関しては、先駆
的な研究開発成果を挙げている。
大規模 CO2 海洋隔離のケーススタディにより生物影響評価と併せて海洋隔離コストを試算し
ているが、コスト試算は今後の海洋隔離の事業化検討にとって非常に有用である。
海洋隔離に関しては国際的、社会的な受容性が低く、世界的には地中貯留を目指す動きが主
流となっており、海洋隔離技術に特化した研究開発を中断することは極めて残念なことではあ
るが、昨今の国際的な社会情勢や限られた研究資金を有効活用する観点では妥当なものと考え

viii

られる。
一方、本事業によって得られた成果は、海洋隔離の可能性を実証する研究が少ない中で、大
変貴重なデータであるし、長期的な視点からも保持すべき技術である。
また、事業を中断することによって、これまで相当な投資を行い構築された技術に加えて、
海洋隔離研究に携わってきた研究者がそれを継続できなくなることで、人的な面からも技術の
継承が懸念される。こうした技術や人的側面からもその技術の継承のあり方、残し方なども充
分検討する必要がある。
技術開発を中止・中断する場合の条件を明確にすることなど、事業の中止・中断の透明性を
持つことも今後の重要な課題である。
今後も情報収集は続けていくとのことであるが、海洋隔離に対する国際的な合意を得るため
には、より戦略的な情報発信が必要になると考えられる。
今後の研究開発の方向等に関する提言
海洋隔離技術はいずれ我が国だけでなく世界において議論しなければならない技術である。
海洋隔離に関する技術的資産、人的資産およびそのネットワークが散逸することがないよう、
これまで培ってきた技術の中で最低限継続して残すべきコア技術については、それを明らかに
し何らかの方法で継続すべきである。
今後はロンドン条約締約国における議論を慎重に見極めつつ、これまでの技術蓄積を活用で
きるよう、その保存を適切に行うとともに、関連技術に関する情報収集に努め、また、積極的
に情報発信することが重要である。
評点結果
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第１章 評価の実施方法

第１章

評価の実施方法

本プロジェクト評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成２１年３月３１日改定、
以下「評価指針」という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員会
（平成２１年１月２８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」
に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、技術評価を実施する目的として
(1)より良い政策・施策への反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への技術に関する施策・事業の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
技術に関する施策評価とは、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該
施策の下に位置付けられるプロジェクト等事業のまとまりを俯瞰する形で、各事
業の相互関係等に着目し、個々の事業にかかる評価結果を踏まえて行う評価であ
る。
技術に関する事業（プロジェクト、研究開発制度等）評価とは、評価指針にお
いて、評価類型の一つとして位置付けられ、プロジェクト等そのものについて、
同評価指針に基づき、事業の目的・政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標
の妥当性、成果、目標の達成度の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、
研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、
評価を実施するものである。
その評価結果は、当該プロジェクト等の実施、運営等の改善や技術開発の効果、
効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。

-1-

２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評
価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性
の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討
会を設置し、評価を行うこととした。
これに基づき、評価検討会を設置し、施策、プロジェクト等の目的や研究内容
に即した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会
委員名簿にある８名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省産業技術環
境局環境政策課地球環境技術室が担当した。
３．評価対象
技術に関する事業
「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」（プロジェクト）
を評価対象として、研究開発実施者（財団法人地球環境産業技術研究機構）から提
出されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、担当課、研究開発実施者からの資料提供、
説明及び質疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価に
おける標準的評価項目・評価基準（【参考】参照）」、に従い評価を実施し、
今後の研究開発の方向等に関する提言をいただいた。技術に関する事業評
価については、加えて４段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)を審
議、確定した。
また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じる
と認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。
【参考】プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において、平成１９年６月１日
に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準について」のプロジェ
クト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・評価基準とした。

【技術に関する事業（プロジェクト等）評価】
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
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（１）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
（２）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定しているか。
特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定されている
か。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの作製等が
あったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成すべき水準
（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決方策 の明
確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対応の妥当
性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
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・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整備され
ているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行われる体制
となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施しているか、
いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
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第２章 プロジェクトの概要
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１．事業の目的・政策的位置付け
１−１

事業目的

温室効果ガスである二酸化炭素（以下、
「CO2」という。）の大気中濃度は、人類の
化石燃料消費の増大に伴って増加を続けており、地球温暖化を抑制するためには
CO2 の大気への排出抑制策の検討が急務である。こうした中で、海洋の CO2 の吸収
能力を有効に活用し、CO2 を人為的に海洋の中層に放流し溶解させ、大気から隔離
する海洋隔離技術は、2005 年の IPCC 特別報告書「CO2 回収・貯留」においても報
告されているように、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、現在の地球上の CO2 の
存在量は、炭素換算で大気中約 2 兆 7900 億㌧、陸上約 8 兆 2900 億㌧、海洋中約 140
兆㌧と試算されている（図１−１−１）。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 280ppm であったのに対し、1990
年の濃度は 360ppm となっている。

図１−１−１

地球規模の炭素収支
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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ため、大気中の CO2 濃度は急激に上昇し、大きな気候変
動を引き起こすことが懸念される。海洋隔離技術（図１−１−２）は、海洋の膨大
な CO2 吸収能力を活用し、大気中の CO2 濃度の急激な上昇を抑えることを目的とす
るものであり、財団法人地球環境産業技術研究機構（以下、「RITE」という。）は平
成 14 年度からの５年間の計画で、環境影響評価技術の確立と国内における社会的合
意形成、ロンドン条約や気候変動枠組み条約等の国際的な枠組みにおける明確な認
知の獲得等のため、次の技術開発を「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」事業として行ってきた。
・CO2 海洋隔離能力の技術評価
・環境影響評価技術の開発
・CO2 希釈技術の開発
なお、平成 19 年度からは、上記の事業目的を継続して、次の技術開発を「二酸化
炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」事業として開始したが、平成 21 年度
に「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」事業と統合することによって、本事業は平
成 20 年度をもって終了した。
・海洋隔離技術の動向調査
・海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価
・CO2 隔離に伴う生物影響評価
以下、本報告では平成 14 年度から平成 18 年度までの事業をフェーズ１、平成 19
年度から平成 23 年度までの事業（平成 20 年度で終了）をフェーズ２と呼ぶ。なお、
平成 9 年度から平成 13 年度に実施した独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、「NEDO」という。）の事業を本報告では先行事業と呼ぶ。

図１−１−２

二酸化炭素の海洋隔離技術の種類
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１−２

政策的位置付け

温室効果ガスの排出削減に向けて、短期的には温室効果ガス排出削減に資する事
業活動の促進、技術の開発・普及の推進、京都メカニズムの活用等によって「京都
議定書」の６％削減約束を達成するとともに、中期的には 2013 年以降の将来枠組み
構築および具体化に向けた国際交渉への対応ならびに中期目標（2020 年までに 2005
年比 15％削減）の達成、長期的には革新的な技術の開発と既存先進技術の普及を通
じた地球全体での温室効果ガスの排出削減を実現し、将来にわたって我が国が地球
温暖化問題に着実に対応しつつ、国際的に競争力ある経済活動を持続させる必要が
ある。
本プロジェクトは、経済産業省の定める「温暖化対策の推進」施策の中の革新的
技術開発の一部として位置付けられている（図１−２−１）。

図１−２−１

平成 21 年度施策事前評価書に見られる温暖化対策の推進

また、経済産業省では、技術開発を推進するにあたり「技術戦略マップ」を策定
している。技術戦略マップは、新産業の創造やリーディングインダストリーの国際
競争力を強化していくために必要な重要技術を絞り込むとともに、それらの技術目
標を示し、かつ研究開発以外の関連施策等を一体として進めるプランを総合的な技
術戦略としてとりまとめたもので、いわば、産学官の研究開発投資の戦略的実施の
ナビゲーターともいうべき俯瞰的ロードマップとなっている。
本プロジェクトは、技術戦略マップの中の「CO2 固定化・有効利用分野」に位置付
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けられている。
ＣＯ２固定化・有効利用分野の技術ロードマップ

2010

2020
技術
▼
確立

分離コスト※1 4,200円/tCO2

分
離
・
回
収

コストダウン
・低再生ｴﾈﾙｷﾞｰ
吸収液開発
・未利用排熱利用
・システム開発

化学吸収

2030

2040

2050

CO2分離・回収本格適用

2,000円台/tCO2
分離
ﾌﾟﾛｾｽ
の実現

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大
1,000円
台/tCO2
・分離膜の大型化・連続製造

さらに分離膜の高圧ガ
ス適用で1,500円台に

物理吸収
吸着
深冷分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

コストダウン
大規模化

高選択性
膜開発

膜分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

新方式基礎研究/適用検討

分離・貯留トータルコスト※2

▼ 技術

7,300円/tCO2（新設石炭火力）

地中貯留実証試験

CO2地中貯留本格適用

確立

・地下深部塩水層貯留、廃油・ガス田貯留、炭層固定
・輸送技術
・溶解希釈、深海底貯留隔離など

大規模実証試験

CO2地中挙動の理解と予測

地
中
貯
留
・
海
洋
隔
離

地中貯留システムの効率化とコスト低減

地中貯留

貯留CO2の管理技術

地下深部
塩水層貯留
廃油・ガス田
貯留
炭層固定

実適用先の拡大
コストダウン

影響評価・安全性評価
手法の開発
貯留層賦存量調査と利用拡大
実証技術の
適用・評価

分離〜貯留
ﾌﾟﾛｾｽの実証

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

海洋隔離

拡散シミュレーション実験によるマッチング

海洋隔離技術の
実適用

生物影響モデルと実験によるマッチング
モデル海域での実証

影響評価・安全性評価手法開発

石炭ガス複合発電（IGCC)
先進的超々臨界圧発電（A-USC)
石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC）
海外植林による固定化コスト※3
1,800円〜3,600円/tCO2
森林管理
CO2固定量の適
切な評価方法

大
規
模
植
林
に
よ
る
地
上
隔
離

植物の生育が
可能な土地にお
いての単位面積
あたりのCO2固
定量増大

持続可能な森林の管理技術
吸収量のモニタリングと標準化
単位面積当たりの固定量
現行の1.5倍

品種改良・土壌改良技術
の開発とフィールド実証

実適用検証

形質転換体の開発
モデル樹木→実用樹木

フィールド実証

単位面積当たりの固定量
現行の2倍

実適用検証

適応降水量
〜500mm

乾燥地等不良
環境地への植
生拡大技術
産業利用の拡
大による植生
拡大
バイオマスの革
新的利用によ
る植生拡大

集水・灌漑・品種改良・
土壌改良とフィールド実証

実適用検証

環境耐性向上植物の創製
700→500→300mm適応

フィールド実証

植物の有用物質生産能向上
油脂、ワックス、ゴム、食料
セルロース、リグ
ニンの革新的変
換の開発
革新的有用物質生産
技術開発

適応降水量
〜300mm

実適用の拡大とコストダウン

実適用検証

フィールド実証・実適用検討

油脂等の
生産性2倍

実用化検討
実適用の拡大とコストダウン
実適用検討とシステム構築
セルロース系のエタノール化

BTL（Biomass to Liquid)

100円/L（稲わら・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

競争可能なコストでの
有用物質実用化(水素、ポリマー、化成品）

※1 分離回収：新設石炭火力（830MW）、回収量：100万t-CO2/年、7MPaまでの昇圧含む、蒸気は発電所の蒸気システムから抽気 ［コストベース：2001年］
※2 地中貯留：上記分離回収コスト＋パイプライン輸送20km＋圧入（昇圧15MPa、10万t-CO2/年・井戸） ［コストベース：2001年］
※3 植林：植林周期7年伐採＋萌芽再植林、バイオマス生産量20m3/ha・年、植林管理費17-31％、用地リース費：50$/ha・年）

＜出典：技術戦略マップ 2009＞

図１−２−２

CO2 固定化・有効利用分野の導入シナリオ
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１−３

国の関与の必要性

①背景
温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さに鑑み、人類の生存基盤に
関わる最も重要な問題の一つとなっている。我が国は、平成 17 年 2 月に発効した
地球温暖化対策のための国際的な枠組である京都議定書を締結しており、6％削減約
束を達成する国際的な責任を負っている。この約束を確実に達成するため、国は、
地方公共団体、事業者、国民、ＮＰＯ等、それぞれの役割に応じた取組を促す多様
な政策手段を、その特徴を活かしながら、有効に活用する必要がある。
②官民の役割分担
CO2 削減技術開発の研究体制では、国が基盤的な研究支援を行い民間企業等と共
同研究を行う点など、官民の役割分担がはっきりしている。また、利用者側も鉄鋼、
火力発電所、セメント工場等と受ける側がはっきりしている点も特徴的である。た
だし、CO2 減技術開発は、利益に直結しないことから投資リスクが高く、民間単独
で取り組むことが困難であること、一般的に相当規模の投資と相当程度の研究期間
を要する点など企業単独では実施のインセンティブが働かない分野であり、国の積
極的関与が求められるところであり、国の関与の必要性が大きい。
③CO2 海洋隔離プロジェクトでの国の関与の必要性
CO2 海洋隔離技術は、CO2 の大気への排出量削減に特化した技術であり、温暖化問
題がなければ民間企業における技術開発のインセンティブは働きにくいものである。
図１−２−３は CO2 削減技術別の経済性を分析した結果であるが、大気中 CO2 濃度
を 550ppm に安定化する場合に省エネルギー、燃料転換、再生エネルギー、原子力、
地中貯留に次いで海洋隔離が重要な役割を担うことを示している。また、温暖化対
策に係わる国際的枠組みや海洋の利用については国連海洋法条約、ロンドン条約等
の国際法による法的枠組み、およびそれらに対応した国内法的枠組みにおける CO2
海洋隔離技術の位置づけを明確にしておく必要がある。
以上のように、本事業は、産学官の能力を結集し、国家の施策として推進し、国
際的な理解を獲得しながら推進していかなければならないものである。また、地球
温暖化問題という制約の中で、我が国の総合的な環境・エネルギー政策の中で本プ
ロジェクトの成果をどのように織り込んでいくかも含め、国が主体となって、民間
企業および研究機関の知見を結集して推進していかなければならないものである。
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（出典：「地球再生計画」の実施計画作成に関する調査事業（平成 14 年度 NEDO 報告書）
）

図１−２−３

大気中 CO2 濃度 550ppm 安定化シナリオ
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２．研究開発目標
２−１

研究開発目標

本事業では航走船舶方式（Moving Ship 方式）の CO2 海洋隔離技術の適用に際し、
将来必要とされる国際的・社会的な認知の獲得に欠かせない環境影響予測技術の確
立を目標にした（図２−１−１参照）。そのため、本事業の第１フェーズ（平成 14
年度〜平成 18 年度）では、海洋の隔離能力の評価、環境影響評価の前提となる生物
影響モデルの構築、希釈技術面での影響最小化の検討等を行うこととした。また、
フェーズ１の成果を踏まえ、第２フェーズ（平成 19 年度〜平成 20 年度）では海洋
隔離の事業化に至までの長期的な展望を想定して、海洋隔離技術の動向調査、CO2
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の検討等を行なう
こととした。

図２−１−１

２−１−１

最終的な海洋隔離の事業化イメージ

全体の目標設定

（１）フェーズ１の全体目標設定（平成 14〜18 年度）
本事業第 1 フェーズの課題「環境影響予測技術の確立」に対する研究開発目標と
設定理由を表２−１−１にまとめた。その概要は以下のとおりである。
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１）CO2 海洋隔離能力の技術評価
隔離能力や隔離効果などについて検討し、地球温暖化対策としての有効性を明ら
かにし、気候変動枠組み条約やロンドン条約等への積極的な対応を図ることが目
標である。
・目標 1-1「CO2 隔離能力の技術評価」では、CO2 の海洋における挙動を把握し、
有効な隔離量や隔離期間を明らかにすることを計画した。
・目標 1-2「CO2 隔離効果の経済評価」では、海洋隔離実施の有無により生じる
経済性を定量的に把握することを計画した。
・目標 1-3「国際法上の位置付けの検討」では、国際的枠組みにおける海洋隔離
の位置付けを明らかにすることを計画した。
２）環境影響評価技術の開発
生態系に与える影響を把握するために、海洋隔離想定海域における下記の調査等
を実施し、環境影響評価技術を開発することが目標である。
・目標 2-1「海洋環境調査」では、海洋隔離想定海域において海洋環境調査を実
施し、物理的・化学的データの蓄積を行い、CO2 濃度予測モデルの基礎データ
にすることを計画した。
・目標 2-2「深海生態系の把握」では、海洋隔離想定海域内に生息する生物種・
生物量、季節変動等の調査を実施し、生物現存量のデータを取得することを計
画した。
・目標 2-3「生物影響調査」では、室内実験、および現場生物を用いた船上実験
等により海洋隔離想定海域における海洋生物への CO2 影響調査を実施し、生物
に対する CO2 の影響を把握することを計画した。
・目標 2-4「生物影響モデルの構築」では、CO2 濃度予測モデルの計算結果および
生物影響に関する研究成果をもとに生物影響モデルを構築し、隔離想定海域に
おいて海洋隔離を実施した際の生物影響を予測することを計画した。
３）CO2 希釈技術の開発
海洋への環境影響を可能な限り低く抑えることができる希釈技術を開発し、海洋
への環境影響評価結果を逐次取り入れながら、希釈技術の最適化を図ることが目
標である。
・目標 3-1「CO2 放出装置の要素開発」では、これまでの開発技術をベースに CO2
放出ノズルをはじめとする小型要素試験装置を製作・改良することを計画した。
・目標 3-2「CO2 分布予測モデル改良」では、これまでの開発技術をベースに、海
洋隔離想定海域における CO2 の挙動予測が可能となるようモデルを改良し、
CO2 挙動把握の精度向上を図るとともに、実規模相当の毎秒 100〜150kg/s の
CO2 放出を想定したシミュレーションを実施することを計画した。
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なお、海洋隔離技術は大別して、本プロジェクトで想定している海洋の中深層へ
CO2 を放出する溶解希釈型と、液体 CO2 が海水よりも重くなる 3,000m 以深の深海底
に「CO2 湖」をつくりだす貯留型（レークタイプ）とがある。このうち後者では、
CO2 そのもの、あるいは高濃度の CO2 海水が深海底の生態系へ影響する欠点を有す
る。一方、前者では、人為的な CO2 の溶解・希釈・拡散プロセスを講じるとともに
海洋自身の持つ溶解希釈能力も利用して、海洋環境への影響を極小化する技術と位
置づけられる。
また、ここでは、図２−１−１に示すように、溶解希釈型の海洋隔離技術として
Moving Ship 方式を対象としているが、研究開発目標設定の前提としてその適用のイ
メージを次のとおりに想定した。
まず、一つの事業規模は少なくとも、100 万 kW 級の火力発電所１基から排出され
る年間約 400 万トンの CO2 をタンカーで運搬し、100km 四方の海域において、水深
1,500〜2,500ｍの海洋中深層に隔離するとした。さらに、CO2 を放出するタンカーの
船速を毎秒 3m、CO2 液滴を幅 3m で毎秒 150kg 放出し、この液滴が上昇して生物が
多い海洋表層に到達するまでに溶解し尽くす距離(水層厚)を 1,000m とすれば、初期
希釈率 60,000 倍を達成できるので、これを CO2 放出方式に関する基本的前提とした。
表２−１−１

フェーズ１全体の目標（H14〜H18 年度）

目標

設定理由・根拠等

(1)CO2 海洋隔離能力の技術評価
目標 1-1：CO2 隔離能力の技術評価
目標 1-2：CO2 隔離効果の経済評価
目標 1-3：国際法上の位置付けの検討

海洋隔離技術を確立する前提として、隔離能力や隔離
効果などについて詳細に検討し地球温暖化対策として
の有効性を明らかにし、その成果をもとにロンドン条
約および気候変動枠組み条約等への積極的な対応を図
る必要がある。

(2)環境影響評価技術の開発
目標 2-1：海洋環境調査
目標 2-2 深海生態系の把握
目標 2-3：生物影響調査
目標 2-4：生物影響モデルの構築

海洋隔離を想定した海域内において、放出される CO2
の海洋環境への影響、特に生態系に与える影響を把握
するために、海洋隔離想定海域における環境影響予測
を実施し、環境影響評価技術を開発する必要がある。

(3)CO2 希釈技術の開発
目標 3-1：CO2 放出装置の要素開発
目標 3-2：CO2 分布予測モデル改良

現状の技術水準で海洋への環境影響を可能な限り低く
押さえることができる希釈技術を開発し、想定される
範囲内の海洋への環境影響評価結果を逐次取り入れな
がら、希釈技術の最適化を図る必要がある。

（２）

フェーズ２の全体目標設定（H19〜H23 年度）

フェーズ１の技術開発の後半において、平成 16 年度の中間評価があり、海洋隔離
を一般社会に理解してもらうこと（PO：パブリックアウトリーチ）と、ロンドン条
約の場における理解獲得の重要性が指摘された。この評価を受けて、PO 検討ワーキ
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ンググループを設置し、本事業の関係者が海洋隔離を紹介する場合に必要となる海
洋隔離に対する共通した基本的な考えをコアストーリーとしてまとめるため、海洋
隔離のベネフィットとリスクについて検討した。平成１７年度末には「海洋隔離の
ベネフィットに関するコアストーリー」と「CO2 海洋隔離の環境影響に関するコア
ストーリー」（後述する３−１−２（１）「フェーズ１個別成果の概要」の（４）を
参照）を作成し、中長期のロンドン条約対応策と短期の PO アクション計画を立案し
た。このコアストーリーは平成 17 年度までの研究成果をまとめたものであり、そこ
で明らかになった今後の課題をベースにして、フェーズ２以降の事業を計画した。
平成 19 年度以降の研究開発では、フェーズ１の成果と上記の海洋隔離のコアスト
ーリーを考えに入れて基本計画を作成した。このフェーズ２を計画するに当たって
は、最終目標である海洋隔離実適用へ向けてのロードマップ（図２−１−２参照）
を描いた。海洋隔離の実適用には海洋実験による技術の確立を図ることが必須であ
るが、現時点、CO2 海洋隔離の大規模な実海域実験は国際的に反対する国や団体が
あり、国際条約の場における海洋実験に対する事前の合意が必要である。そのため、
フェーズ２においては、国内外の科学者の海洋隔離に対する理解獲得へ向けた技術
の開発、成果の発信、知見の集積等が必要であると考えて以下の目標設定を行なっ
た。上記の長期的な展開を想定して、研究開発目標と設定理由を表２−１−２にま
とめた。その概要は以下のとおりである。
１）海洋隔離技術の動向調査
科学者レベルでの海洋隔離に対する認知を高め、国際的には海洋隔離のネット
ワーク拡大を進めること、ロンドン条約および気候変動枠組み条約等の場にお
ける国際的・社会的合意を獲得するための基盤構築を図ることが目標である。
目標 1-1「理解促進基盤の整備」では、ホームページ、WEB フォーラム、シ
ンポジウムの企画を計画した。
目標 1-2「国際ネットワーク等の構築」では、ロンドン条約科学会合への技
術成果紹介、国際的な情報交換、実海域実験承認へ向けての課題調査、国
際的・社会的合意形成の課題調査等を計画した。
２）CO2 隔離に伴う生物影響評価
科学分野において CO2 の生物への影響が不確かであると思われている点を払拭
できるようにするために、環境影響評価の海洋実験、慢性影響評価のラボ実験、
海洋実験海域における生物現存量調査等の実施と、これらに基づく生態系モデ
ルの高精度化を行うことが目標である。
目標 2-1「生物影響評価手法の開発」では、深海生態系モデルの高精度化、
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を計
画した。
目標 2-2「実海域生物影響データの収集」では、閉鎖系 CO2 影響実験装置（ペ
ラジックチャンバー）の開発、中深層生物のその場観察と CO2 影響実験を
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計画した。
目標 2-3「深海生物の CO2 影響研究」では、深海生態系研究（カイアシ類の
捕食構造解析、沈降フラックス解析等）、深海生物に対する CO2 影響研究
（多様性への CO2 影響評価手法の開発等）を計画した。
３）海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価
ロンドン条約等の国際的・社会的合意の形成に必要な CO2 の海洋での挙動と隔
離可能性の見極めを行なうため、海洋隔離の実施形態を想定した有効性の評価
を行うことが目標である。
目標 3-1「CO2 挙動の観測・予測技術の開発」では、曳航式観測システム開
発と天然 CO2 発生海域の観測、CO2 挙動予測モデルの開発とパラメータ測
定技術開発を計画した。
目標 3-2「海洋隔離の可能性評価」では、全球モデルによる海洋隔離予測、
海洋隔離のケーススタディを計画した。

表２−１−２

フェーズ２全体の目標（H19〜H23 年度）

目標
(1)海洋隔離技術の動向調査
目標 1-1：理解促進基盤の整備
目標 1-2：国際ネットワーク等の構築

(2)CO2 隔離に伴う生物影響評価
目標 2-1：生物影響評価手法の開発
目標 2-2：実海域生物影響データの収集
目標 2-3：深海生物の CO2 影響研究

(3)海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価
目標 3-1：CO2 挙動の観測・予測技術の開発
目標 3-2：海洋隔離の可能性評価

設定理由・根拠等
実海域実験を行なうことによって環境影響予測技術
を確立する次フェーズへ進めるため、科学者レベル
での海洋隔離に対する認知を高めること、国際的に
は海洋隔離のネットワーク拡大を進めること、ロン
ドン条約および気候変動枠組み条約等の場における
国際的・社会的合意を獲得するための基盤構築を図
ること等が必要である。
予測無影響濃度や長期影響生態系モデル等の高精度
化を図るため、環境影響評価システムを開発するこ
と、このシステムを用いて、環境影響評価の海洋実
験、慢性影響評価のラボ実験、海洋実験海域におけ
る生物現存量調査等を行い、そのデータをもとに、
生態系モデルの高精度化を行うこと、これらの成果
と、既に得られている成果を合わせて説明すること
によって、科学分野において CO2 の影響が不確かで
あると思われている点を払拭できるようにすること
が必要である。
ロンドン条約等の場において国際的・社会的合意を
CO2 挙動の観測技術や予測技術を開発
形成するため、
し、CO2 の海洋での挙動と隔離可能性の見極めや、海
洋隔離の実施形態を想定した有効性の評価等を行う
ことによって海洋隔離の実現可能性を示すことが必
要である。
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図２−１−２

２−１−２

海洋隔離実適用へ向けたフェーズ２の研究開発項目

個別要素技術の目標設定

（１）フェーズ１の個別目標設定（平成 14〜18 年度）
全体目標の指標を個別要素技術ごとの目標と指標にブレークダウンし、設定理
由・根拠等を付して、表２−１−３にまとめた。
表２−１−３
要素技術
(1)CO2 海洋
隔離能力
の技術評
価

フェーズ１個別要素技術の目標（H14〜H18 年度）
目標・指標

設定理由・根拠等

CO2 海洋隔離は地球温暖化対策とし
目標 1-1：CO2 隔離能力の技術評価
これまでに蓄積された科学的知見や開 て新たに提案されている方策であり、
発されたモデルをもとに、海洋中層に放 その実適用には社会的国際的合意が
出された CO2 の挙動を把握し、有効な隔 極めて重要である。とくに、CO2 を海
離量・隔離期間を明らかにする。
洋の中深層へ希釈溶解するため、深海
への環境影響リスクと大気中 CO2 濃
指標 1-1：
・大気中 CO2 安定化濃度に対応した隔離 度低減によるメリットの科学的比較
が必要である。したがって、左記の指
量の算出
・海洋中深層に希釈溶解した CO2 の隔離 標を達成し、ロンドン条約および気候
変動枠組み条約等の場において、CO2
期間の算出
・成果を査読付き英文誌の論文１件以上 海洋隔離の有効性や位置付けを明ら
かにすることを目標にした。
にまとめる
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要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

目標 1-2：CO2 隔離効果の経済評価
海洋隔離実施の有無により生じる経済性を
定量的に把握する。
指標 1-2：
・金額＄/t- CO2 による経済的便益の算出
・成果を査読付き英文誌の論文１件以上
にまとめる
目標 1-3：国際法上の位置付けの検討
ロンドン条約および気候変動枠組み条約
等における CO2 海洋隔離の位置づけを明
らかにする。
指標 1-3：
・日本の EEZ 内で実海域実験を行うに必
要な許認可プロセスの調査
・ 国際法上の合意と国内の社会的合意を
得るための調査および活動
(2) 環 境 影
響評価技
術の開発

目標 2-1：海洋環境調査
海洋隔離想定海域において海洋環境調査
を実施する。また、自然界に存在する CO2
放出地点における生物影響調査のため、当
該地点の物理的・化学的データの蓄積を行
う。
指標 2-1：
・流速場、炭酸系物質濃度等の観測と生
物試料の採取
・季節年変動の把握、CO2 分布予測モデ
ルへの反映
・隔離想定海域の観測航海を 5 年間に各
年 1 回実施
目標 2-2：深海生態系の把握
海洋隔離想定海域内に生息する生物群
集の把握とその生息環境の把握を目的
として、生物種・生物量、季節変動等の
調査を実施する。調査対象としてマイク
ロネクトン（数 cm 以下のエビ、小型魚
類等）についても検討する。
指標 2-2：
・生物現存量の把握、食物連鎖構造の推
定
・物理化学環境と生物現存量の関係解
析、生態系モデルへの反映
・隔離想定海域の生物現存量解析を 5 年
間に各年 1 回実施、食物連鎖構造推定
の試料採集と解析を前半 3 年間に 7 回
実施
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海洋の中深層に関する科学的知見は
十分でなく、海洋隔離による中深層の
生物や生態系への CO2 影響を予測す
る技術の開発は最も重要な課題であ
る。海洋の生物や生態系は海域によっ
て異なるため、想定海域を定めて調査
し、評価技術を開発する必要がある。
また、生物への急性影響や長期影響は
実海域実験によって解明するには限
度があるため、急性影響モデルや生態
系モデルを構築して、CO2 海洋隔離に
よる影響を予測する必要がある。した
がって、左記の目標は、海洋隔離を想
定した海域内における CO2 の海洋環
境への影響を把握するため、海洋環境
を調査し、深海生態系を把握し、CO2
の生物影響調査を実施して、急性影響
モデルや生物影響モデルを構築する
ものであり、これらを目標に設定し
た。

要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

目標 2-3：生物影響調査
室内実験、および現場生物を用いた船上実験
等により海洋隔離想定海域における海
洋生物への CO2 影響調査を実施する。
また、自然界に存在する CO2 放出地点
を対象に放出点近傍における生物調査
を実施し、生物に対す CO2 の影響を把
握する。
指標 2-3：
・急性致死影響濃度の把握、CO2 影響生
理メカニズムの解明、深海底生物群集
への影響推定
・非定常環境による CO2 影響、および深
海生物への CO2 影響推定の精度向上
・室内実験と船上実験を其々、前半 3 年間で
30 種と 8 条件、後半 2 年間で 15 種と 4
条件について実施
目標 2-4：生物影響モデルの構築
CO2 濃度予測モデル計算結果および生
物影響に関する研究成果をもとに生物
影響モデルを構築し、想定海域において
海洋隔離を実施した際の生物影響を予
測する。
指標 2-4：
・ 急性影響モデルの構築、鉛直一次元生態
系モデルの構築、生物影響国際ワークシ
ョップ開催
・ 急性影響モデルおよび生態系モデルの
高度化、国際共同研究の推進
・ 生物影響モデルの開発成果を査読付き
論文 1 件以上にまとめる
(3)CO2 希釈
技術の開
発

目標 3-1：CO2 放出装置の要素開発
これまでの開発技術をベースに CO2 放
出ノズルをはじめとする小型要素試験
装置を製作・改良する。

CO2 海洋隔離による影響を予測する
には、海洋の中深層へ CO2 を希釈溶解
するレベルを想定して環境影響評価
技術を開発することが重要である。そ
のためには、現状の技術水準で海洋へ
指標 3-1：
・初期希釈率 60,000 倍のノズルおよび試 の環境影響を可能な限り低く押さえ
ることができる希釈技術を開発し、そ
験装置の改良やその実験確認
CO2 投 の実現可能性を確認するとともに、海
・ 希釈促進技術、pH 分布観測技術、
洋に放出される CO2 の分布を実海域
入技術、スプレー法等の検討
・ 目標を達成するための指標として、最 実験によって確認することが必要で
終目標 5 件の小型要素試験装置を製作 ある。しかし、現時点では、実海域実
験に対する社会的国際的合意が得ら
しデータ収集を行う
・要素開発に関する成果を論文として 4 れていないので、実験に先立って予測
モデルを構築することが必要である。
件以上にまとめる
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要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

目標 3-2：CO2 分布予測モデル改良
これまでの開発技術をベースに、海洋隔
離想定海域における CO2 の挙動予測が
可能となるようモデルを改良し、CO2
挙動把握の精度向上を図るとともに、実
規模相当の毎秒 100〜150kg/s の CO2 放
出を想定したシミュレーションを実施
する。

したがって、想定される範囲内の海洋
への環境影響評価結果を逐次取り入
れながら、希釈技術の要素技術開発と
CO2 分布予測モデルの改良等を目標
として設定した。

指標 3-2：
・CO2 挙動予測の精度向上
・実規模相当の CO2 放出を想定したシミ
ュレーション
・モデルの実験による確認
・目標達成の指標として、CO2 挙動モデ
ルの改良と CO2 放出想定のシミュレー
ションに関する成果論文を各１件以上
にまとめる

（２）フェーズ２の個別目標設定（H19〜H23 年度）
全体目標の指標を個別要素技術ごとの目標と指標にブレークダウンし、設定理
由・根拠等を付して、表２−１−４にまとめた。
表２−１−４

フェーズ２個別要素技術の目標（H19〜H23 年度）

要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

(1)海洋隔離
技術の動
向調査

目標 1-1： 理解促進基盤の整備
海洋隔離プロジェクトの成果を情報発信す
ることにより、海洋隔離に対する理解促進
を図る。
指標 1-1：
・ホームページの更新
・WEB フォーラムの企画
・シンポジウムの企画
目標 1-2：国際ネットワーク等の構築 (*1)
国際的な場において海洋隔離および海洋実
験に対する合意を得るべく情報発信をする
ほか、その課題を把握する。
指標 1-2：
・ロンドン条約科学会合への技術成果紹介
・国際的な情報交換
・実海域実験へ向けての課題調査
・国際的社会的合意形成の課題調査

フェーズ１において得られた海洋
隔離の知見は国内外にまだ十分理
解されていない。とくに科学者レベ
ルの人への理解促進が重要な段階
にある。また、海洋隔離技術を実際
に利用するには海洋実験の実施が
不可欠である。しかし、過去には小
規模な海洋実験に対しても反対す
る団体があったことから、国際的な
ネットワークを構築して海洋隔離
に対する合意形成を図る必要があ
る。したがって、左記の指標を達成
し、海洋隔離技術の動向を把握しつ
つ、次フェーズへ向けた基盤を構築
することを目標とした。
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要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

(2)CO2 隔離
に伴う生
物影響評
価

目標 2-1： 生物影響評価手法の開発
深海生態系モデルを構築し隔離想定海域
の生物への急性影響予測と長期影響予測
ができる技術を開発する。
指標 2-1：
・深海生態系モデルの高精度化
・隔離想定海域の生物影響評価
・隔離想定海域の長期影響予測
目標 2-2：実海域生物影響ﾃﾞｰﾀの収集
生態系モデルを構築するために必要な
CO2 影響データを収集するための閉鎖系
実験装置開発と海洋における影響実験を
行なう。
指標 2-2：
・閉鎖系 CO2 影響実験装置の開発
・中深層生物のその場観察
・中深層生物の CO2 影響実験
目標 2-3：深海生物の CO2 影響研究
深海生態系モデルの重要なフレームにな
る食物連鎖構造や沈降フラックスの研究
を行なうとともに、深海生物の多様性に対
する CO2 影響の研究を行なう。
指標 2-3：
・深海生態系研究（ｶｲｱｼ類ほか）
・深海生物に対する CO2 影響研究

CO2 海洋隔離に伴う生物影響を予
測するには生態系モデルを用いる
ことが不可欠である。フェーズ１に
おいて CO2 の深海生物への急性影
響についてはモデルを用いて予測
務影響濃度を推定する段階までに
なったが、長期影響や多様性への影
響等については開発課題が残って
いる。一方、次フェーズにおいて実
海域実験を行なうには、実海域デー
タを収集してモデル構築の準備を
すると共に、生態系モデルの基本構
造見直しや深海バクテリアへの
CO2 影響研究等の最新研究の成果
も取り入れる必要がある。したがっ
て、左記の指標を達成し、CO2 の生
物影響予測技術を開発することを
目標にした。また、前回の中間評価
において指摘を受けた「科学分野に
おいて CO2 の影響が不確かである
と思われている点を払拭できるよ
うにすること」に対しても合致した
計画である。

(3) 海 洋 中
CO2 挙動
予測と隔
離可能性
評価

目標 3-1：CO2 挙動の観測・予測技術の開発
Moving Ship 方式の CO2 放出技術に加え曳
航式 CO2 観測システムの開発と CO2 挙動
予測モデルの開発を行ない海洋隔離の実
施形態を想定した有効性を評価する。
指標 3-1：
・曳航式観測ｼｽﾃﾑ開発
・CO2 挙動予測ﾓﾃﾞﾙの開発
目標 3-2：海洋隔離の可能性評価
全地球規模で海洋隔離を実施する場合の
CO2 挙動を予測するとともに、海洋隔離の
種々のケーススタディを行なうことによ
って海洋隔離による温室効果ガス削減の
可能性を評価する。
指標 3-2：
・全球ﾓﾃﾞﾙによる海洋隔離予測
・海洋隔離のケーススタディ

海洋隔離によって CO2 が海洋中で
どのように挙動するかを予測し、全
球規模で大気中 CO2 削減にどのよ
うに寄与するかを示すことは、海洋
隔離に対する国際的・社会的合意を
形成するために必須なことである。
すでに、フェーズ１において、液体
CO2 の海水中への放出から数 100km
四方の海域への希釈モデルについ
ては技術的な可能性を確認してい
る。しかし、さらに、フェーズ２で
は CO2 の挙動を観測する技術や予
測する技術の開発を行なうと共に、
全球モデルによる海洋隔離の有効
性評価等を行なって次フェーズに
予定する海洋実験の基盤整備と理
解構築を図ることが必要である。し
たがって、左記の指標を達成し、CO2
挙動の予測と海洋隔離の可能性を
評価することを目標とした。

*1：本技術が海洋中深層という広大かつ十分に解明されていない公共の場を利用する技術であることを
勘案し、海洋に関連する研究機関との広範囲な連携を図るためにも、海洋隔離の国際的ネットワー
クの拡大を進める必要がある。そこで、海洋隔離の研究開発を進めている海外の研究機関(ノルウェ
ーNIVA や米国 MBARI 等)と情報交換や共同研究等を通じたネットワーク構築を目指した。
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３．成果、目標の達成度
３−１

成果

３−１−１

全体成果

本節では、まず、フェーズ１の全体成果を記載し、次にフェーズ２の全体成果を
記載した。

３−１−１（１）フェーズ１全体成果（平成 14〜18 年度）
平成 14 年度から 18 年度のフェーズ１では、(1)CO2 海洋隔離能力の技術評価と、
(2)環境影響評価技術の開発、および(3)CO2 希釈技術の開発に重点を置いて開発を行
った。
(1)の「CO2 隔離能力の技術評価」では、
「海洋への CO2 隔離能力と隔離効果の技術
／経済評価」について、ボックスモデルによる CO2 隔離量を試算することができた
ほか、その成果をもとに海洋隔離の経済的便益を試算することまでできた。また、
海洋の酸性化に対する海洋隔離の抑止効果を予測試行し、海洋の表層における CO2
濃度が低くできることをシミュレーションできた。
「国際法上の位置付けの検討」に
ついては、IPCC 特別報告書作成や CSLF 等の国際的活動を支援することにより、海
洋隔離の海外における政策上の位置付けや、国際法上の位置付けを検討できた。海
外では海洋隔離は大量の CO2 を削減できる技術として認知しているが政策的には
CO2 削減のロードマップに位置付けていないこと、ロンドン条約において承認され
ない可能性があることなどを把握することができた。なお、IPCC 特別報告書は 2005
年に発表されたが、その中に海洋隔離の章を設けることができ、海洋隔離は CO2 を
大量に隔離できる可能性がある技術として認知され、研究段階にある技術として評
価された。その後、情報提供戦略の一環として、海洋隔離のコアストーリー案を作
成したほか、海洋隔離に対する理解促進のための PO（パブリックアウトリーチ）案
を作成した。PO 案に基づいて、国内における学会では積極的に海洋隔離に関する特
別セッションを企画し、本事業関係者以外の研究者からの意見を聞くなどして海洋
隔離に対する理解促進を進めることができた。一方、海外に関しては、国際会議等
へ積極的に成果発表を行なった結果、韓国・台湾の研究者には関心を持ってもらえ
たが、欧米の研究者には今ひとつ理解促進が進まず、国際的連携の強化までには至
らなかった。
以上の成果によって、CO2 隔離ポテンシャルや海洋酸性化に対する抑止効果等の
海洋隔離の有効性に関する技術評価は進んだ。国際法上の位置付けの検討について
は当初の目標は達成したが、ロンドン条約の場において海洋隔離の位置づけを明確
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にする段階にまでは至らなかった。
(2)の「環境影響評価技術の開発」では、海洋隔離想定海域の流速場観測、中深層
生物量の把握、急性致死影響モデルの構築等を行うことができた。「海洋環境調査」
および「深海生態系の把握」では、５年間にわたる継続実施によって、隔離想定海
域の物理・化学環境と生物現存量の季節/年変動の把握、および、相互の関係解析を
実施することができた。
「生物影響調査」では、深海魚類や深海底群集生物への CO2
影響について室内実験や現場実験等を実施し、海洋中深層の CO2 の生物影響を高精
度に把握した。また、同目標の深海底生物群集への影響推定では、ノルウェーの NIVA
研究所と共同し、ベンチックチャンバーを用いる実験をフィヨルド海域で実施し、
世界的に海域が異なっても CO2 影響の結果は同様であることを把握した。それらの
成果をもとに「生物影響予測モデルの構築」では急性影響予測モデルによる隔離想
定海域の CO2 影響を予測試行や、深海生態系現況再現モデルを高度化することがで
き、さらに生態系への CO2 長期影響についての予測試行の課題を検討することがで
きた。これらの成果を生物影響の国際ワークショップ開催や英文学術雑誌特集号発
刊等の形で国際的にその成果をアピールできた。
以上の成果によって、海洋隔離想定海域の現況把握、室内実験や船上実験による
海洋生物に対する CO2 影響の知見収集、急性致死影響モデルの構築、生態系現況再
現モデルの高度化を進めることができ、当初の目標をほぼ達成できた。
(3)の「CO2 希釈技術の開発開発」の項目については、
「放出装置の要素開発」では、
高圧容器実験による CO2 放出ノズルの設計条件を確認したほか、初期希釈率向上の
ための最適技術や CO2 送込みパイプの VIV 解析技術を検討できた。とくに、高圧容
器による放出ノズルの実験では、当初の目標であった初期希釈率 60,000 倍の CO2 放
出技術の実験確認を達成できた。また、沖縄トラフにおける CO2 液滴追跡観測や、
曳航式 CO2 観測システムを用いたマリアナ海域の CO2 プルーム観測に成功し、希釈
挙動観測技術の高度化等を行うことができた。
「CO2 分布予測モデル改良」では、地
球シミュレータを用いて水平解像度を高めた海洋の大循環モデルの計算を行ない、
実規模相当の 1,000 万トンの CO2 を放出するケースでは CO2 濃度の増加がほぼ 2ppm
以下になることを確認した。また、数 100km および 1,000km スケールの海域におけ
る CO2 希釈挙動を予測試行できた。それらの成果をもとに、年間 5,000 万トンの CO2
海洋隔離についてケーススタディを実施し、海洋生態系に影響を与えることなく
CO2 を 1 つの隔離想定海域に海洋隔離できることをシミュレーションによって確認
できた。
以上の成果によって、Moving Ship 方式による CO2 希釈法の要素技術開発、CO2 の
稀釈挙動モデルの改良と高精度化、年間 5,000 万トンの CO2 海洋隔離のケーススタ
ディ試行、CO2 挙動観測技術の開発を実施できた。
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３−１−１（２）フェーズ２全体成果（平成 19〜20 年度）
平成 19 年度から 23 年度のフェーズ２では、フェーズ１の研究項目を再編成し、
(1)海洋隔離技術の動向調査、(2) CO2 隔離に伴う生物影響評価、および(3)海洋中 CO2
挙動予測と隔離可能性評価に重点を置いて開発を行った。フェーズ１からフェーズ
２にかけての海洋隔離技術の開発成果の全体概要を図３−１−１に示した。

図３−１−１

海洋隔離技術の開発成果の全体概要

(1)の「海洋隔離技術の動向調査」では、「①理解促進基盤の整備」と｢②国際ネッ
トワーク等の構築｣を実施した。
「①理解促進基盤の整備」では、海洋隔離プロジトの成果を情報発信することに
より、海洋隔離に対する理解促進を図ることを目標に、ホームページの更新など海
洋隔離に対する理解促進を図った。成果として、RlTE の海洋隔離ホームページを全
面的に更新し、海洋隔離に関する解説、研究成果、国内外動向情報を提供した。ま
た、研究者による意見交換が可能な 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。ただし、その運用には至っていない。
｢②国際ネットワーク等の構築｣では、国際的な場において海洋隔離および海洋実
験に対する合意を得るべく情報発信をするほか、その課題を把握することを目標に、
ロンドン条約科学会合への技術成果紹介･国際的な情報交換･実海域実験へ向けての
課題調査･国際的社会的合意形成の課題調査を実施した。シンポジウムの企画として
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KOBE-TECHNO-OCEAN'08 などの学会における海洋隔離に関わるシンポジウムの企
画・開催４件を推進した。ロンドン条約科学会合サイエンスデーSG31 において研究
成果「海洋生物に対する海洋酸性化の影響」を報告し、出席者から評価された。ま
た、Second Sympohsium on The Ocean in a High CO2 World ほかの国際学会で情報交換
を行った。ドイツ他が実施した鉄散布海洋実験実施の課題を検討した。ロンドン条
約、生物多様性条約における海洋肥沃化実験への法的規制議論を調査し、海洋隔雛
実験の課題を検討した。このように、海洋隔離実験への合意を得るための情報発信･
課題把握を行ったが、国際ネットワーク構築までには至っていない。
(2)の「CO2 隔離に伴う生物影響評価」では、
「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」を実施した。
「①生物影響評価手法の開発」では、深海生態系モデルを構築し隔離想定海域
の生物への急性影響予測と長期影響予測のための技術開発のために、深海生態系
モデルの高精度化、隔離想定海域の生物影響評価(H21-H23)、隔離想定海域の長期
影響予測(H21-H23)を目標とした。深海生態系モデルの高精度化では、既存の中深
層生態系モデルと表層生態系モデルとの結合モデルを開発し、中深層の動物プラ
ンクトンの現存量を概ね再現でき、隔離想定海域における現存量の鉛直分布再現
や､動物ブランクトンの日周鉛直運動の役割解明等ができた。生態系モデルを改良
し、CO2 注入による隔離想定海域深海生態系への影響を評価する技術に目途をつ
けた。なお、隔離想定海域の生物影響評価(H21-H23)、隔離想定海域の長期影響予
測(H21-H23)は実施していない。
「②実海域生物影響データの収集」では、生態系モデルを構築するために必要
な CO2 影響データを収集するための閉鎖系実験装置開発と海洋における影響実験
を目標とした。浮遊性生物への CO2 影響データを収集する閉鎖系実験装置（ペラ
ジックチャンバー）を開発した。そのペラジックチャンバーを用いて、実験装置
のテスト海域における海洋浮遊生物に対する CO2 の影響予備実験を行った。なお、
中深層生物のその場観察(H21〜H23 年度の計画）、中深層生物の CO2 影響実験(H21
〜H23 年度の計画）は実施していない。
「③深海生物の CO2 影響研究」では、深海生態系モデルの重要なフレームにな
る食物連鎖構造や沈降フラックスの研究を行うとともに、深海生物の多様性に対
する CO2 影響の研究を目標に、深海生態系研究（カイアシ類ほか）、深海生物に対
する CO2 影響研究を実施した。この結果、深海生物への CO2 影響について食物連
鎖や多様性に関する次のような新たな知見を得た。カイアシ類の捕食構造解析を
行い、表層性粒子を上層で摂餌し下層へ移動しているという仮説を支持する結果
を得た。また、CO2 の沈降粒子束への影響についても解析し、H21 年度以降の研
究課題を明らかにした。分子微生物学的手法を用いて脱窒活性にかかわる遺伝子
の多様性への CO2 の影響を把握した。また、模擬深海影響下（高圧下）における
深海生物の CO2 影響実験や､深海微生物群集に対する脱窒関連遺伝子検出技術の
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適用性について新たな知見を得た。
(3)の「海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価」では、
「①CO2 挙動の観測・予測
技術の開発」と「②海洋隔離の可能性評価」を実施した。
「①CO2 挙動の観測・予測技術の開発」では、Moving Ship 方式の CO2 放出技術に
加え、曳航式 CO2 観測システムの開発と、CO2 挙動予測モデルの開発を行い、海洋
隔離の実施形態を想定した有効性の評価を目標にした。曳航式 CO2 観測システム開
発のテスト海域として CO2 の自噴が確認されている鹿児島湾若尊カルデラにおいて、
各種化学センサーを取り付けた AUV（自律型無人潜水機）を用いる海洋観測を実施
し、CO2 の鉛直２次元分布を観側した。また CO2 挙動予測モデルの開発では、中規
模海洋モデル開発では 102kｍオーダーのモデルを開発、広域海洋モデル開発では海
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。
「②海洋隔離の可能性評価」では、全地球規模で海洋隔離を実施する場合の CO2
挙動を予測するとともに、海洋隔離の様々なケーススタディを行うことにより海洋
隔離による温室効果ガス策編の可能性を評価することを目標とし、全球モデルによ
る海洋隔離の予測計算のデータ作成を行ったほか、小規模海洋実験システムの設計
と大規模海洋隔離のケーススタディを行った。この結果、全球 BOX モデルによる
CO2 海洋隔離予測計算手法の開発として 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。小規模海洋実験システム検討では、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。
また、CO2 海洋隔離コスト検討では、年間回収量 7,500 万トン（フェーズ１では 5,000
万トン）のケーススタディと、全体システムのコストおよび迫加的 CO2 発生量を算
出した。
以上の成果によって、Moving Ship 方式による CO2 希釈法のための、CO2 の稀釈観
測技術および CO2 挙動モデルの高精度化、年間 7,500 万トンの CO2 海洋隔離のケー
ススタディ試行を実施できた。

３−１−２

個別要素技術成果

３−１−２（１）

フェーズ１個別成果の概要（平成 14〜18 年度）

（１）CO2 海洋隔離能力の技術評価
CO2 海洋隔離能力の技術評価では、地球温暖化対策として海洋隔離の有効性を明
らかにし、国際法上の合意と社会的合意を得ることで、実海域実験の許認可取得が
可能な状況を創出するために、平成 14 年度から 18 年度にかけて、(a)海洋の CO2 隔
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離能力と隔離効果の技術／経済評価、(b)国際法上の位置付けの検討を実施した。こ
れらの成果は、表３ １−１に整理した。その内の主な成果を以下に記した。

表３−１−１
年度
研究項目
(1) CO2 海洋隔
離能力の技術
評価
(a) 海 洋 へ の
CO2 隔離能
力と隔離効
果の技術／
経済評価
(b) 国際法上の
位置付け
の検討

個別要素技術（CO2 海洋隔離能力の技術評価）の研究開発成果
平成
14 年度

平成
15 年度

平成
16 年度

CO2 隔離能力の技術評価
・マルチボックスモデルの改良
・隔離ポテンシャル、隔離期間の計算

CO2 隔離効果の経済評価
・経済評価モデルの開発
・海洋隔離の経済的便益の計算

平成
17 年度

平成
18 年度

技術・経済性の総合評価
・経済性等の継続調査
・海洋隔離活用シナリオの
検討：海洋酸性化に対す
る抑止効果の予測試行
・情報提供戦略の立案
・今後の課題整理

備考
本計画は平
成 14 年 9 月
に見直した

国内社会的合意および国際的認知
の取得のための調査
・ロンドン条約、OSPAR 条約など
での情報収集の継続
・IPCC、CSLF などへの対応継続
国際法（ロンドン条約・OSPAR 条約）
・情報提供戦略の立案：コアストー
リ案作成、理解促進活動案の作成
IPCC 特別報告書・CSLF への対応
・今後の課題整理
△前回中間評価

海洋実験の認

WEB 開設、広報活動

(a)海洋の CO2 隔離能力と隔離効果の技術／経済評価
・海洋の CO2 隔離能力の技術評価
海洋の有効な CO2 隔離ポテンシャルおよび隔離期間を明らかにし、大気中の CO2
濃度のピークカットおよび遅延効果のシナリオを検討できた。それによって、海洋
隔離された CO2 が大気中へ戻ることなく海洋に長期間隔離可能な CO2 注入量の条件
を明らかにした。また、海洋隔離により海洋表層の酸性化が緩和される可能性が予
測された。
大気−海洋−陸域マルチボックスモデルを用いた海洋の CO2 隔離能力評価により、
450〜1,000ppm 安定化シナリオに対する海洋の CO2 隔離ポテンシャルを算出した。
ここの結果、大気中 CO2 濃度が 550ppm に安定化するシナリオの場合、約 1,600Gt-C
に相当する CO2 を海洋が吸収可能であることが分かった（図３−１−２の(a)）。ま
た、海洋中深層へ希釈溶解した CO2 の隔離期間について検討した結果、2015 年から
約 2300 年までの間 SRES-B2 の 550ppm 安定化シナリオに従う CO2 排出量の 80%〜
100%を希釈溶解した場合、大気中 CO2 濃度は約 2,000 年先に安定化するまで 550ppm
を越えないことを確認できた（図３−１−２の(b)）。すなわち、海洋隔離する CO2
は目的の安定化濃度を超えて大気中へ「戻る」ことはなく、80%〜100%希釈溶解の
条件では隔離期間は実用上「数千年以上」と言える。
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(a)

(b)

図３−１−２ 大気中 CO2 安定化濃度に対する海洋の CO2 隔離ポテンシャル
(a) 大気中 CO2 安定化濃度に対する海洋の CO2 隔離ポテンシャル
(b) 大気中 CO2 濃度の変化（SRES-B2 の 550ppm 安定化シナリオ）
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海洋隔離能力の技術評価を引き継いで、海洋隔離活用シナリオを検討するため、
シミレーションモデルを作成して海洋表層の酸性化に対する海洋隔離の抑止効果を
予測試行した（図３−１−３）。その結果、CO2 を温暖化対策なしで全量大気放出し
た場合、海洋表層が数百年先には pH で約 0.5 程度酸性化することが予測できた。そ
れに対して、IPCC の S550 シナリオで削減するために必要な CO2 量を海洋隔離と地
中貯留で各々50%削減する場合、海洋表層の酸性化が抑制されるとともに、海洋中
深層の酸性化も全量大気放出する場合と比較して緩和されることを予測できた。
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図３−１−３ 海洋酸性化に対する抑止効果の検討
(a) CO2 大気中放出シナリオと海洋隔離サイト
(b) 海洋の深度別 pH の時間変化

・海洋隔離効果の経済評価
地球温暖化影響の海洋隔離技術による回避効果の経済便益を単位炭素隔離量あた
りの金額($/t-C)で求めるために、経済性評価モデルを構築し、550ppm 安定化条件に
おける海洋隔離シナリオに対する経済便益計算を実施した。その結果、経済的便益
は、(i)BAU から S550 への CO2 排出削減シナリオ別における海洋隔離技術の位置付
けと、(ii)将来選好、即ち積算期間年数と割引率、の二つの要素により大きく異なる
ものの、海洋隔離が長期的には数百〜千$/t-C オーダーの経済的便益をもたらし得る
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ことが示唆された。なお、CO2 隔離ポテンシャルの論文は IPCC の CCS 報告書に採
択された。
(b)国際法上の位置付けの検討
海洋隔離技術の国際法上の合意と社会的合意を得て、実海域実験の許認可取得が
可能な状況を創出するために、日本の EEZ 内で科学的調査を目的とした実海域実験
行う場合の許認可取得プロセスの調査の実施、ロンドン条約や OSPAR 条約の動向調
査、IPCC 特別報告書の第 6 章「海洋貯留」のリードオーサーへ参考論文等を提供、
CSLF の第１回閣僚級会合へのオブザーバーの派遣と技術グループの活動支援、
RITE-NIVA（ノルウェー水圏科学研究所）共同研究契約を締結、生物影響に関する
国際ワークショップの開催、RITE ホームページへの掲載等の活動を実施した。

（２）環境影響評価技術の開発
CO2 放出による海洋の物理学的・化学的変化、生物種／生物量変化等を予測可能
とする環境影響評価技術を開発し、海洋隔離の国際的／社会的合意を獲得するため
に、平成 14 年度から 18 年度にかけて毎年、①海洋環境調査、②深海生態系の把握、
③生物影響調査、④生物影響モデルの構築等を行った。これらの研究成果を表３−
１−２に整理した。また、これまでに実施してきた環境影響評価技術開発のロード
マップを図３−１−４に示した。
表３−１−２
年度
研究項目
（２）環境影響評
価技術の開発
（a）海洋環境調査

（b）深海生態系の
把握

個別要素技術（環境影響評価技術の開発）の研究開発成果

平成
14 年度

平成
15 年度

平成
16 年度

隔離想定海域における
・流速場等の物理環境の観測
・炭酸系物質等の化学環境の観測
・生物試料の採集

平成
17 年度

平成
18 年度

季節・年変動の把握と総
合解および CO2 分布予測
モデルへの反映

隔離想定海域における
・生物現存量の把握
・食物連鎖構造の推定

生物現存量と物理・化学環
境の関係解析および生態
系モデルへの反映

（c）生物影響調査

・多様な種の急性致死影響濃度の把握
・CO2 影響メカニズムの生理学的解明
・深海底生物群集への影響メカニズム推定

非定常実験等による影響
把握および深海生物影響
把握の精度向上

（d）生物影響予測
モデルの構築

・定常状態の急性影響予測モデルの試算
・鉛直一次元生態系モデルの構築

急性影響予測モデルおよ

・生物影響の国際ワークショップ開催

国際共同研究の推進

（e）その他

△前回中間評価
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生
物
影
響
予
測
技
術
の
開
発
と
課
題
整
理

備考
本計画は平
成 14 年 9 月
に見直した
もの

~H15年度

H16年度

H17年度

H18年度

次期フェーズ

[環境影響評価技術分科会]
生物影響
研究
モデル海域
の現況把握
・物理化学
・生物

流動場
流動場
の観測、
の観測、
炭酸系
炭酸系
現存量・
現存量・
ﾌﾗｯｸｽ測
ﾌﾗｯｸｽ測
定
定

生物
生物
群集
群集
構造
構造
の
の
把握
把握

炭素循
炭素循
環の把
環の把
握
握

モデル
モデル
海域
海域
の
の
環境解
環境解
析
析

急性致死
急性致死
に関する
に関する
既存定常
既存定常
ﾃﾞｰﾀ整理
ﾃﾞｰﾀ整理

・短期影響
・長期影響

一次元
一次元
生態系モデ
生態系モデ
ルの開発
ルの開発

連 繋

生態系
生態系
現況再現と
現況再現と
影響予測
影響予測
の検討
の検討

高次消費者の
高次消費者の
導入の検討
導入の検討

生物現存量：ﾏｲｸﾛﾈｸﾄﾝ
生物現存量：ﾏｲｸﾛﾈｸﾄﾝ

生物現存量：変動要因検討
生物現存量：変動要因検討

食物連鎖の調査
食物連鎖の調査

食物連鎖の解析
食物連鎖の解析
（カイアシ類）
（カイアシ類）

食物連鎖の解析：
食物連鎖の解析：
高次･低次への拡張
高次･低次への拡張

①非定常実験
①非定常実験
②温度補正実験
②温度補正実験
③生理ﾒｶﾆｽﾞﾑ実験
③生理ﾒｶﾆｽﾞﾑ実験
④深海外挿法
④深海外挿法

群集への影響検討
群集への影響検討
①現場実験：RITE-NIVA共同研究
①現場実験：RITE-NIVA共同研究
②微生物多様性：解析方法の検討
②微生物多様性：解析方法の検討

[CO
[CO22希釈技術分科会]
希釈技術分科会]
拡散予測モデル
拡散予測モデル

図３−１−４

環境影
環境影
響予測
響予測
評価技
評価技
術の
術の
まとめ
まとめ

環境影
環境影
響予測
響予測
評価技
評価技
術確立
術確立
への
への
課題
課題
整理
整理

海洋中
海洋中
CO
CO22挙動
挙動
と
と
生物影響
生物影響
の
の
確認研究
確認研究

①非定常実験
①非定常実験
②深海魚生理ﾒｶﾆｽﾞﾑ実験
②深海魚生理ﾒｶﾆｽﾞﾑ実験
③懸濁粒子への影響
③懸濁粒子への影響

慢性致死影響の検討
慢性致死影響の検討

[CO
[CO22希釈技術分科会]
希釈技術分科会]
ノズル設計
ノズル設計

生態系長期影響
生態系長期影響
予測技術の開発
予測技術の開発

深海現場への適用検討
深海現場への適用検討

急性影響予測高度化の検討
急性影響予測高度化の検討

長期影響についての
長期影響についての
既存データ整理
既存データ整理

現場
現場
海域
海域
急性
急性
影響
影響
予測
予測

急性致死モデル
急性致死モデル
の高度化と予測
の高度化と予測

プランクトン非定常
プランクトン非定常
急性致死モデルの検討
急性致死モデルの検討

群集への影響検討
群集への影響検討
①深海現場実験
①深海現場実験
②微生物多様性
②微生物多様性

他分科会、
委員会との

季節変動
季節変動
の組込み
の組込み

生物現存量調査
生物現存量調査

急性致死モデルの開発
急性致死モデルの開発
・影響範囲と程度予測
・影響範囲と程度予測

生物影響
の把握

現況調査：季節・経年変化
現況調査：季節・経年変化

モニタリング
モニタリング
要素
要素
の抽出
の抽出

[CO
[CO22希釈技術分科会]
希釈技術分科会]
拡散予測モデル
拡散予測モデル

[CO
[CO22希釈技術分科会]
希釈技術分科会]
放出技術開発
放出技術開発

モニタリング
モニタリング
技術の開発
技術の開発

Moving
Moving Ship
Ship
方式の
方式の
実用化研究
実用化研究

環境影響評価技術開発のロードマップ

(a)海洋環境調査
事業化を想定した海域を設定して環境影響評価技術開発を実施するために、排他
的経済水域（EEZ）圏・水深・海底状態・黒潮の影響・海流の状況・気象・海況・
生物現存量・寄港地・CO2 集中発生源等を考慮して、沖縄南東約 500km の海洋隔離
想定海域（図３−１−５）を選定し、物理学的／化学的／生物学的データを蓄積し
て季節／年変動を把握すること、CO2 希釈技術の開発において実施される CO2 分布
予測モデルの改良に反映させることを目的に、平成 14 年から平成 18 年まで毎年海
洋環境調査を実施した。

図３−１−５

隔離想定海域と調査海域

隔離想定海域：赤色四角で囲まれた海域、
EEZ：赤線、調査海域：赤三角、
調査参照点：調査海域近傍の赤丸、
ベンティックチャンバー実験実施点：熊野灘赤丸
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この結果、水温･塩分データより、この隔離想定海域が亜熱帯海域の特性を持つこ
と、深層の水温・塩分は周辺海域と同程度であること、1,000m 以深での水温・塩分
変動が比較的小さいことが示された。しかし、2003 年の調査に見られたように、
1,000m 付近まで水塊構造が変化することも明らかとなった。また、流速の長期観測
より、水深 2,000m においても 12、24 時間の潮汐周期が観測され、季節的な流向の
変化もみられ、隔離 CO2 が一定方向に流されるわけではないことが予想された。
５年間の観測によって得られた隔離想定海域における全炭酸の鉛直分布は、５年
間あるいは地点間に鉛直分布に差は認められず、同様の分布を示した（図３−１−
６の(a)）。北西太平洋における全炭酸の深さ方向の分布（図３−１−６の(b)）によ
れば、水深約 1,000m 以下では pH の変動は水深および水塊が変わっても約 0.1〜0.2
の大きさである。隔離想定海域における水深 2,000m における CO2 の希釈曲線（図３
−１−６の(c)）によると、中深層へ液体 CO2 を溶解希釈し、その希釈率を 6 万倍と
した場合、海水の pH は約 0.8 低下する。これが数十時間内でさらに 30〜40 万倍に
希釈されれば、海水の pH は約 0.2 の低下に留まる。この低下は、上記の観測によっ
て示された中深層の pH の変動と同程度のため、生物への影響が小さいことが期待さ
れる。したがって、このような条件での生物影響評価を行うとともに、希釈技術の
開発が望まれる。
上記の成果を参考にして、CO2 隔離において希釈拡散した CO2 のモニタリング方
法を検討し、Back Calculation Method が適していることを明らかにした。この方法の
検出限界として、10µmol kg-1 程度が確保できると考えられた。
-1
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(a)全炭酸鉛直分布隔離想定海域

図３−１−６

(b)東経 140 度の pH の分布

(c)放出 CO2 の希釈率と pH 変化幅

隔離想定海域の全炭酸分布と pH の変動幅

(b)深海生態系の把握
隔離想定海域内に生息する生物群集とその生息環境を把握して生物現存量と物理
／化学環境の関係を解析し、生態系モデルの構築に反映させることを主な目的とし
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た。このために、生物種・生物量、季節変動等の調査とともに、中深層の生態系を
食物連鎖構造から明らかにする調査を実施した。本調査によって、これまで知見の
乏しかった太平洋亜熱帯海域の深海生物群集に関する情報の蓄積がなされ、この海
域における深海生態系の構造が明らかにされるので、海洋隔離による生態系への影
響を予測・評価する際の基礎が構築される。
・生物現存量の調査
調査航海において、クロロフィル a 量、粒状有機炭素量（POC）、バクテリアの炭
素態現存量、単細胞動物プランクトンの炭素態現存量、多細胞動物プランクトンの
炭素態現存を調査した。多細胞動物プランクトンの中で種類が多かったカイアシ類
を中心とする種組成を解析した結果、中深層ではデトリタス食性のオンケア類から
始まる食物連鎖が形成されていることが示唆された。また、中深層の生物現存量は
必ずしも安定しておらず、年により大きく変動することがわかった。この変動は、
表層生態系における変化によりもたらされることが示唆され、この原因として台風
などによる撹乱や、大陸からもたらされるダストにより影響されると考えられた。
生物の一部が影響を受け現存量が減少した場合、その生物の回復は、生物の再生産
速度に依存する。すなわち、回転速度の速い生物はより速やかに回復できる可能性
がある。そこで、バクテリア、単細胞動物プランクトンおよび多細胞動物プランク
トンの回復時間の推定を試み、隔離想定海域の表層から深層にいたる生物現存量の
減耗曲線を求めることができた。また、中深層生物の回復性については、表層に比
べて回転時間が 4−10 倍遅くなると推定できた。中深層の生物現存量は、年により
大きく変動することがわかった。
・食物連鎖解析
隔離想定海域の中深層のカイアシ類では、デトリタス食性のオンケア類から肉食
性にいたる食物連鎖の形成が示唆された（図３−１−７）。また、ゼラチン質プラン
クトンはカイアシ類とは同位体比の構成が異なることが示唆された。

図３−１−７

隔離想定海域における粒子状物質と深海生物の安定同位体比
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(c)生物影響調査
・プランクトン等への CO2 曝露実験
カイアシ類の急性影響実験の結果から慢性無影響濃度（NOEC）を推定した結果、
NOEC として 5,600µatm を得た。また、マリンスノーのような凝集性フロックについ
て CO2 による pH 低下の影響を検討した結果、沿岸近底層の懸濁物では凝集性が抑
制されたが、外洋の水深 1,000m の懸濁物ではフロック形成が促進される傾向が見ら
れた。
・魚類等への急性影響実験
軟体動物のイカ類と甲殻類のエビ類の急性影響実験では、CO2 に対する耐性が分類
群によって異なった。また、魚類の CO2 曝露実験では、成長過程により耐性が異な
り、特に胚は感受性が高かった。中深層魚類への CO2 影響推定には表層魚類の温度
補正法は適用できないこと、深海性魚類を用いる実験が必要であることが分かった。
・生理影響実験
無脊椎動物のイセエビ、軟体動物のマダコについて CO2 曝露生理応答実験を実施
した結果、魚類に比べて酸塩基平衡調節機能が劣っていた。特に、マダコは耐性が
低くかった。また、高圧下 CO2 曝露実験装置（図３−１−８）を開発し、深海性魚
類の曝露実験を実施した結果、ザラビクニン、ノロゲンゲ等では CO2 耐性に大きな
差が見られ、実験装置の有効性が確認できた。

図３−１−８

深海生物に対する高圧下 CO2 曝露実験装置

左より、高圧海水循環ポンプ、高圧チャンバー、海水冷却装置、深海生物(魚類)

・ベンチックチャンバーによる深海現場曝露実験
海洋の深海現場において CO2 の曝露実験が可能なベンチックチャンバー（図３−
１−９）を用いて、水深 2,000m での底生成物に対する曝露実験を行った。この結果、
CO2 濃度の増加に対して有孔虫の感受性が高いこと、バクテリアの菌相に変化が生
じること、曝露濃度に適応したバクテリアが増加することが分かった。また、深海
底底生生物群集への影響が生じない CO2 分圧は 2,000µatm と 5,000µatm の間にあると
推定できた。
- 32 -

図３−１−９

ベンチックチャンバーによる
海底生物の CO2 曝露実験

・微生物の多様性に対する影響
PCR-DGGE 法による微生物多様性の検出手法を開発し、ベンチックチャンバー現
場曝露実験試料について評価実験を行った結果、CO2 濃度の増加に伴う微生物相の
変化を検出することができた。
(d)生態系モデル
急性影響予測モデルに関しては、室内実験によって得られた動物プランクトンの
CO2 耐性データ（半数致死濃度、LC50）に基づき、曝露時間と LC50 が両対数グラ
フ上で直線関係を示す（図３−１−１０）ことに着目して、CO2 曝露による生物の
死亡率を計算する生物影響予測モデルを開発した。この生物影響予測モデルは、小
規模海洋乱流を再現する CO2 拡散モデル（図３−１−１１）に組込まれ、最終的に
CO2 放出点近傍の急性致死影響を予測するモデルが開発された（図３−１−１２）。
予測無影響濃度による評価を行った。

図３−１−１０
最も感受性の高いカイアシ類
の死亡率等値線

図３−１−１１

小規模海洋乱流を考慮した CO2 拡散モデルの計算結果
- 33 -

中 深 層カイアシ 類の実験による99.9％生残値

船速 ＝ 4knot

図３−１−１２

CO2 放出点近傍の生物急性致死影響の計算結果

(左図) 海洋生物に及ぼす CO2 レベル

(右図）ECO2 分圧の時間変化

生態系モデルの構築では、肉食性のカイアシ類とヤムシ類を高次消費者としてひ
とつのコンパートメントにまとめる高精度化モデルを構築することができた（図３
−１−１３）。また、CO2 隔離の影響について感度解析した結果、食物連鎖の高次の
動物で影響が大きいこと、沈降フラックスを介して下層の生物現存量が増加する可
能性があることが分かった。さらに、モニタリングの指標生物としてはカイアシ類
が適していることが分った。

図３−１−１３

炭素循環に着目した微生物ループに基づく生態系モデルの模式図
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(e)その他
RITE と KANSO（㈱関西総合環境センター、現在は、環境総合テクノス）の主催、
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の共催
で、2003 年 11 月 10〜11 日に、国際ワークショップ -Advances in Biological Research for
CO2 Ocean Sequestration-を開催した。この結果、CO2 海洋隔離の生物影響に関する最
新の研究成果を集めて、評価技術確立方策を探るための参加者による論議ができた。
さらに、 本ワークショップの成果は、日本海洋学会の Journal of Oceanography, Vol.
60, No. 4, pp. 689-816. に特別セクションとして、イントロダクション 1 編、レビュー
論文 5 編、オリジナル論文 7 編が掲載された。これらの論文は、IPCC 二酸化炭素回
収隔離に関する特別報告書（Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage、2005
年）の内容充実に貢献した。

（３）CO2 希釈技術の開発
CO2 希釈技術の開発は、海洋隔離技術の実用化と国際的／社会的合意の獲得を目
指し、環境影響評価結果を逐次取り入れて海洋への環境影響を可能な限り低く抑え、
希釈技術の最適化を図ることを目標に、(a)CO2 放出装置の要素開発と(b)CO2 分布予
測モデル改良を、平成 14 年度より毎年実施してきた。本研究のこれまでの成果を表
３ １−３に整理した。その技術開発の経緯をロードマップで示した（図３−１−
１４）。
表３−１−３
年度
研究項目
(3)CO2 希釈技術
の開発
（a）CO2 放出装
置の要素開
発

(b) CO2 分布予
測モデル改
良

平成
14 年度

個別要素技術（希釈技術）の研究開発成果
平成
15 年度

平成
16 年度

初期希釈率 6 万倍の要素技術開発
・放出ノズル技術
- 急速溶解希釈法／液滴浮上溶解希釈法
- ノズルアレイの開発
- CO2 液滴径の制御技術
・送り込みパイプ技術
- パイプ特性(抵抗,渦励振,限界曳航速度等)
- 切離式 CO2 送り込みパイプの検討
- 大水深パイプ利用に関する技術調査
数 100km スケールの希釈挙動予測モデル
・CO2 希釈挙動モデルの開発
1,000km スケールの希釈挙動予測モデル
・粒子追跡法のモデル開
希釈挙動観測技術の開発
・曳航式観測システムの開発
（性能確認試験、染料実験、沖縄トラフ実験）
前回中間評価△
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平成
17 年度

平成
18 年度

初期希釈率向上のための
最適技術の検討
・数十万倍の初期希釈率
実現性の検討
・生物影響低減のための
希釈方法の検討
・5,000 万ｔケーススタディ
CO2 送り込み技術の検討
・パイプ技術：VIV 解析
隔離想定海域にお CO2
ける CO2 希釈挙動 挙
動
の予測試行
予
地球ｼﾐｭﾚｰﾀによる 測
日本近海の CO2 希 技
釈挙動の予測試行
術
希釈挙動観測技術 の
開
の高度化
発
・ﾏﾘｱﾅ海域観測

希
釈
技
術
の
最
適
化
検
討
と
課
題
の
整
理

備考
本計画は平
成 14 年 9 月
に見直した

~H15年度
Ｍｏｖｉｎｇ Ｓｈｉｐ
方式に関する
要素技術
液体ＣＯ２
放出ノズル技術

[CO2希釈技術分科会]
ノズル
ノズル
設計
設計
指針
指針
決定
決定

ノズル実験
ノズル実験
・液滴法
・液滴法
・スプレー法
・スプレー法

H16年度

CO
CO22放出及び
放出及び
希釈装置の設計
希釈装置の設計

曳航パイプ実現性の
曳航パイプ実現性の
検討（VIV、斜め抵抗）
検討（VIV、斜め抵抗）

曳航パイプ実現性
曳航パイプ実現性
（VIV含む）検討
（VIV含む）検討

洋上での積み替え
洋上での積み替え
技術の検討
技術の検討

①

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ
技術のまとめ
技術のまとめ

試験航海
試験航海

モニタリング手法の
モニタリング手法の
開発（沖縄トラフ）
開発（沖縄トラフ）

⑦

CO
CO22拡散予測モデル
拡散予測モデル
の長時間・広域化
の長時間・広域化
(生物影響ﾓﾃﾞﾙを含む)
(生物影響ﾓﾃﾞﾙを含む)

予測計算
予測計算

地球ｼﾐｭﾚｰﾀによる
地球ｼﾐｭﾚｰﾀによる
1000kmｽｹｰﾙ
1000kmｽｹｰﾙ
ﾓﾃﾞﾙの開発・計算
ﾓﾃﾞﾙの開発・計算

CO
CO22希釈水塊挙動
希釈水塊挙動
のシミュレーション
のシミュレーション

予測計算
予測計算

大気・海洋中CO
大気・海洋中CO22濃度の
濃度の
長期予測手法の開発
長期予測手法の開発

観測
観測
技術
技術
のまとめ
のまとめ

（北西永福海山）
（北西永福海山）

拡散予測計算の
拡散予測計算の
長時間、広域化
長時間、広域化
（１００kmオーダー）
（１００kmオーダー）

[有効性評価委員会]
[有効性評価委員会]
BOXモデル計算
BOXモデル計算

パイプ
パイプ
曳航技術
曳航技術
のまとめ
のまとめ

⑤

観測技術の高度化
観測技術の高度化

上昇液滴溶解挙動観測
上昇液滴溶解挙動観測

[有効性評価委員会]
[有効性評価委員会]
粒子追跡モデル開発
粒子追跡モデル開発

CO
CO22放出
放出
送込み技術
送込み技術
のまとめ
のまとめ

② ③

CO
CO22送込み
送込み
プロセスの検討
プロセスの検討

液滴分布観測技術開発
液滴分布観測技術開発

モデル海域
モデル海域
における
における
ＣＯ
ＣＯ２２拡散の計算
拡散の計算
（１０kmオーダー）
（１０kmオーダー）

④

CO
CO22放出送込み
放出送込み
技術の検討
技術の検討

CO
CO22送込み実験
送込み実験
装置の検討
装置の検討

曳航式観測
曳航式観測
システムの開発
システムの開発
３Ｄ海洋
３Ｄ海洋
乱流モデル
乱流モデル
計算範囲
計算範囲
≦１０km
≦１０km

ＣＯ２拡散
予測技術

切離方式
切離方式
パイプ装置
パイプ装置
の検討
の検討

CO
CO22放出
放出
ノズル技術
ノズル技術
のまとめ
のまとめ

希釈
釈技
技術
術実
実現
現可
可能
能性
性の
の確
確認
認
希

ＣＯ２拡散
観測技術

パイプ曳航時
パイプ曳航時
の課題
の課題
と対策検討
と対策検討

H18年度

固定振動子スプレー
固定振動子スプレー
方式実験
方式実験

高希釈溶解法の検討
高希釈溶解法の検討
液体ＣＯ２
送込み技術

H17年度

予測技術
予測技術
のまとめ
のまとめ

⑥
⑧
予測計算
予測計算
ケーススタディー

他分科会、
委員会との

連携

[環境影響評価技術分科会]
[環境影響評価技術分科会]
急性致死モデルの開発
急性致死モデルの開発
[環境影響評価技術分科会]
[環境影響評価技術分科会]
流動場観測データ
流動場観測データ

図３−１−１４

[環境影響評価技術分科会]
[環境影響評価技術分科会]
モデルの高度化
モデルの高度化

[環境影響評価技術分科会]
[環境影響評価技術分科会]
生物影響
生物影響

PO活動

CO2 希釈技術開発ロードマップ

(a) CO2 放出装置の要素開発
CO2 希釈技術のノズル開発に関しては、複数ノズルの試作と基礎試験、スプレー
式放出法の実現可能性についての検討、大型高圧容器を用いた液体 CO2 の放出実験
により、CO2 液滴径の制御技術などの曳航ノズルの設計条件を取得できた。また、
パイプ後方乱流を利用した CO2 拡散促進技術を得た。送り込みパイプに関しては、
船速向上による希釈促進の可能性についての調査、限界曳航船速やパイプ構造強度
の検討、切り離し方式のパイプ装置の検討等を行い、曳航時のパイプ形状と限界曳
航速度の解析に成功した。
CO2 希釈技術のノズル開発に関しては、初期希釈率向上のための最適技術の検討
として、数十万倍の初期希釈率実現性の検討、生物影響低減のための希釈方法の検
討を行なった。その成果をもとに、年間 5,000 万トンの CO2 を海洋隔離するケース
スタディを行なうことができた。その結果、海洋生態系に影響を与えることなく年
間 5,000 万トンの CO2 を海洋中深層に希釈溶解することが可能であるとの予測結果
を得た。また、CO2 送り込み技術の検討を行なった。とくに、パイプ曳航技術とし
て VIV（過励振）解析を行なった結果、VIV が発生しないことを確認できた。
Moving Ship 方式により、初期希釈率 60,000 倍を確立するために、海洋中深層の環
境を模擬した大型高圧容器を用いて、液体 CO2 をノズルから放出する実験を実施し
た（図３−１−１５）
。この結果、ノズルと液滴形成に関する知見を取得でき、水平
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曳航式ノズルによる液滴制御放出方法が中深層条件で CO2 放出に適用可能であるこ
とが示された。また、乱流計測実験装置による円柱周りの後方乱流測定と数値計算
により、パイプ後方乱流を利用した CO2 拡散促進技術の机上検討を実施し、プルー
ム幅を拡大できる技術を得た。これらにより、初期希釈率 60,000 倍を達成するため
の基礎技術をほぼ確立した。その結果、横方向へノズルを展開する方法や横方向の
拡散促進技術を用いれば 30〜40 万倍の希釈が可能であるとの目途がついた。
液滴放出ノズル

初期希釈率の定義

ノズルアレイ

□□

８

ｖ

Q

ノズル高圧実験

パイプ曳航実験

h
b
CO2放出流量
船速
プルーム幅
液滴上昇距離
初期希釈率

Q = 150 kg/s〜0.15 m3/s
v = 3 m/s
b =3m
h = 1,000 m
Q
= 1／60,000 （6万倍）
α=
v×b×h

図３−１−１５

初期希釈率と大型高圧容器、CO2 放出実験装置および放出ノズル

実験は、米国 SwRI 社が所有する大型高圧容器(A、B)を用い、深度 1,000m 程度の水圧と 5℃
前後の低温塩水の深海条件において、回転式 CO2 放出実験装置(C)に取り付けた水平曳航式
ノズル(D)から液体 CO2 を放出し、液体 CO2 放出流量およびノズル曳航速度に対する CO2 液
滴径の生成状況および液滴径分布の解析を目標とした。

(b)CO2 分布予測モデル改良
数 100m〜100km の小規模から中規模領域の CO2 挙動予測モデルの改良を行なった
（図３−１−１６）。5 つの 37km×1km の小規模領域に注入深度の異なる 6 隻の船を
セットし、液滴上昇速度と溶解速度モデルに従った CO2 の湧出点を配置し、その 5
つの小領域が約 100km×300km の中規模領域内を船の航行に合わせて移動するとい
うモデルを開発し、計算した結果、中規模領域内の pCO2 の水塊体積のヒストグラム
は、目標の PNEC (+500ppm)以下を達成できることがわかった。また、1,000km スケ
ールの CO2 挙動予測モデルの改良を行なった（図３−１−１７）。0.1 度メッシュを
用いた大規模モデル計算法に関して、既存の流速データを用いるオフライン計算モ
デルを開発した。このモデルを用いて、1 度×3 度のサイトに年間 5,000 万トンを継続
して注入しても、最高濃度が PNEC を越えないことを示した。CO2 分布観測技術の
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開発に関しては、曳航式観測システムの開発および高精度化により、沖縄トラフ海
域のナチュラルアナログ海域において、浮上する CO2 液滴の追跡観察に成功した。
また、マリアナ海域の CO2 噴出域において曳航式 CO2 挙動観測システムによる pH
等の分布観測に成功した。
中規模＆小規模領域の設定
100km

シミュレーション条件と結果（濃度のコンター図）

300km

5つの37km×1kmの小
規模領域が
100km×300kmの中規
模領域内を船の航行に
合わせて移動

37km×1km

中規模領域の
ｐCO2濃度分布

小規模領域内の最大濃度変動

1km

5つの小規模領域に、注入深度の異なる6
隻の船をセットし、液滴上昇速度と溶解速度
モデルに従ったCO2の湧出点を配置

図３−１−１６

中規模領域の CO2 挙動予測モデルの改良

1000kmスケールのシミュレーション

最大CO2濃度の変動

29年後のCO2濃度分布(ppm)
1340m

2100m

1700m

深度−経度断面(20.5N)

CO2濃度分布とPNEC* の関係

計算された
最大濃度

図３−１−１７

1,000km スケールの CO2 挙動予測モデルの改良

(c) CO2 挙動観測技術
海洋における CO2 液滴の挙動を把握するために、沖縄トラフの CO2 自然放出海域
において CO2 液滴の追跡観察実験を実施した。この実験では、CO2 液滴浮上観察実
験装置を用いて浮上する CO2 液滴を追跡し、実海域における CO2 液滴のサイズの変
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化や浮上速度等を実測することに成功した。この成果は、CO2 分布予測モデルの精
度向上に役立った。さらに、曳航式観測システム（SSBL 航法位置検知・データ送信
システム）
（図３−１−１８）を用いて、マリアナ海域の北西栄福海山から放出され
ている CO2 プルームの観測を行なった結果、水深約 1,600m における CO2 の希釈溶解
範囲を把握することができた。これにより、実際に海洋で CO2 を放出した際に、高
精度で CO2 濃度がモニタリングすることができる可能性を示した。

35N

30N

北西栄福海山

25N

20N

EEZ
15N
125E

130E

135E

140E

145E

北西栄福海山

CO2流出状況（NOAA)

図３−１−１８

曳航式 CO2 挙動観測システムとマリアナ海域の観測結果

曳航式観測システムを高精度化し、マリアナ海域において熱水由来の CO2 プル
ームの拡散状況を計測した。

(b)年間 5,000 万トンのケーススタディ
上記の成果をもとに、年間 5,000 万トンの CO2 を海洋隔離するケーススタディを
行なった。その結果、約 1,500km 離れた海域（103km×333km）で、輸送船 20 隻と長
さの異なるパイプを曳航する 30 隻の放出船で液体 CO2 を放出したところ、大規模モ
デルでは PNEC 以下、中・小規模モデルでは NOEC 以下、CO2 液滴との干渉による
カイアシ類（代表的な動物プランクトン）の死亡・損傷にいたる可能性はほとんど
ないことがわかった。すなわち、海洋隔離を行なうことが可能であることを確認し
たほか（図３−１−１９）、海洋隔離の継続的な実施によっても海洋生態系に影響の
無いレベルに CO2 レベルを抑えることが可能であること、さらに、放流船通過に伴
う過渡的な CO2 濃度上昇も生物個体への影響を与えないレベルに抑えることが可能
との予測結果を得た（図３−１−２０）。
この事例について CO2 の輸送と CO2 放流のコストを試算した結果、CO2１トン当
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たり 2,493 円であった。償却費が約 2/3 近く占めていることや、CO2 放流のコストが
過半を占めることなどから、これらが経済性の観点から CO2 海洋隔離の今後の改善
課題であることが明らかになった。また、この事例について CO2 の追加的排出量を
試算した結果、海洋隔離の対象にしている CO2 量に対して 4.76%相当の CO2 が全体
システムから大気へ放出されることが分かった。この内、約半分近くが輸送船に係
わるものであり、想定している輸送距離 1,500km に依存していること、システム全
体で見るとボイルオフ起因の CO2 排出が約半分あることなどが今後の改善課題であ
ることが明らかになった。

図３−１−１９

年間 5,000 万トンの CO2 を海洋隔離するケーススタディ

図３−１−２０ 年間 5,000 万トンの CO2 海洋隔離による生物影響評価とコスト試算
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（４）

コアストーリー「海洋隔離のベネフィットと環境影響」

フェーズ１の PO 検討ワーキンググループは、平成 17 年 5 月から平成 18 年 5 月に
開催され、平成 17 年度の活動成果として「CO2 海洋隔離のベネフィットに関するコ
アストーリー」(表３−１−４)および「CO2 海洋隔離の環境影響に関するコアストー
リー」(表３−１−５)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。

表３−１−４

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、CO２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 CO２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 CO２を排出しない方策として、CO２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、CO２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

CO２回収隔離では、CO２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 CO２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 CO２濃度が上昇したり表層の海水温度が低くなると CO２
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 CO２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 CO２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、CO２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、大気中および表層水中の CO２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

Moving ship 方式による CO2 海洋隔離システム概念
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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]）
。
６

大気中 CO２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 CO２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
ピークシェービングの概念
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 CO２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 CO２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。

８

例えば、大気中 CO２濃度が上昇し、それに伴って海洋表層水中の CO２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 CO２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、CO２
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。
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表３−１−５
1

CO2 海洋隔離の環境影響に関するコアストーリー

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
2(CO3 )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+ ⇔ CO32- + 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。

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

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。

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

*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。
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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。

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）

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。

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
大気中 CO2 濃度の増加による
生態系の大部分が表層の生態系によって成り立って
海洋の酸性化予測
いるので、大気中 CO2 濃度の増加による海洋酸性化の
Caldeira & Wickett (2003)より
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。
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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.
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３−１−２（２）

フェーズ２個別成果概要（平成 19〜20 年度）

フェーズ２では、平成 19 年度から 20 年度までに、(1)海洋隔離技術の動向調査、
(2)CO2 隔離に伴う生物影響評価、および(3)海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価に
重点を置いて開発を行った。

（１）海洋隔離技術の動向調査
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の充実を図った。これまでの海洋
隔離に関する解説やプロジェクト成果の説明に加え、
「国際ネットワーク構築」の活
動とリンクし、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
した。また、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と海洋デー
タベースシステム整備を実施した。ただし、システムへの RITE 外からのアクセスに
必要な機材および手続き等の整備は H22 年度に計画していたので、運用には至って
いない。
②

国際ネットワーク等の構築
CO2 海洋隔離技術を実適用できる環境整備の課題を検討するため国際連携検討ワ

ーキンググループを設置して、ロンドン条約締約国会議(LC/LP)における海洋隔離実
験実施承認へ向けての状況の把握、ロンドン条約対処方針案の作成等を実施した。
とくに、ロンドン条約科学会合のサイエンスデーの発表提案、海洋隔離に関わるセ
ッションやシンポジウムの学会における企画、生物多様性条約における海洋肥沃化
実験への法的規制議論の調査、海洋隔雛実験の課題と国際ネットワーク構築に関す
る考察を検討した。この結果、次の結果を得た。このように、海洋隔離実験への合
意を得るための情報発信･課題把握を行ったが、国際ネットワーク構築までには至っ
ていない。
・国際法・国内法の動向
平成 19 年度は、国際法として OSPAR 条約とロンドン条約を、国内法としては海
洋汚染防止法を対象に動向を調査した。OSPAR 条約では 2007 年 6 月に海洋隔離禁
止が決議されたことから、ロンドン条約への波及が懸念された。そのため、2006 年
から 2007 年にかけての OSPAR 条約およびロンドン条約の状況を整理し、ロンドン
条約対応検討会において海洋隔離禁止が波及した場合の対策案を作成した。しかし、
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平成 19 年度中に開催されたロンドン条約会合(LC30/LP2)では、想定される事態には
至らなかった。なお、同会合(LC30/LP2)では、CO2 の海底下地中貯留の CO2WAG が
承認された。一方、鉄散布を含む海洋肥沃化に関する海洋実験についての議論が注
目され、2008 年 5 月の科学会合において引き続き検討されることになった。この海
洋実験に関する議論は、海洋隔離の実海域実験や事業化に大きく影響するものと考
えられるため、引き続き動向調査と対処方針案作成を行なった。
H20 年度の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。
・海外研究機関の動向
H19 年度は、海外研究機関の動向調査では、ロンドン条約関連会合や炭素隔離リ
ーダーシップフォーラム（CSLF）会合において、イギリス、フランス、ノルウェー、
アメリカ、カナダ、オーストラリア、サウジアラビア、韓国、中国の参加者より、
海洋隔離に対する見解を調査した。その結果、ヨーロッパ諸国や北米など多くの国
では、地中貯留で対応可能なことから海洋隔離を対策オプションとして考えておら
ず、一部では削減効果や環境影響から否定的であった。ただし、韓国は海洋隔離に
ついて好意的ではあるが、地中貯留が先行であるとの見解であった。
H20 年度は、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。
・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。
・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 96 年議
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定書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。96 年議定書には海洋隔離禁止の決議はないため、リ
ストの追加改正とその科学技術的検討のための実験の可能性は残っているが、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
対する社会的受容性への要求レベルが高まっていることが指摘された。また、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
考えられた。
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。
以上、
「海洋隔離技術の動向調査」では、このように、海洋隔離実験への合意を得
るための情報発信･課題把握を行ったが、国際ネットワーク構築までには至っていな
い。
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（２）CO2 隔離に伴う生物影響評価
「CO2 隔離に伴う生物影響評価」では、
「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」および「③深海生物の CO2 影響研究」を実施した。図３−
１−２１に「CO2 隔離に伴う生物影響評価」のロードマップを示した。

図３−１−２１

「ＣＯ２隔離に伴う生物影響評価」のロードマップ

① 生物影響評価手法の開発
①−１ 生態系モデルの開発
・生態系モデルの高精度化
フェーズ１で開発した生態系モデルは、1500m 以深を対象とした中深層限定の鉛
直一次元モデルであった。また、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（Carnivorous, Omnivorous, Micrograzer, HNF）、デトリタス、溶存態有機物、
バクテリアのみであった。しかし、中深層生態系への基質供給は表層生態系が担っ
ていることが、隔離想定海域の調査でわかってきており、表層における一次生産と
これを取り巻く栄養塩動態をあわせて検討することが必要となった。さらに、実際
の放出・拡散に合わせた長期的な予測を行なうためには、拡散領域をカバーできる
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三次元モデルに拡張する必要があった。
そこで、フェーズ１で開発された海洋中深層生態系モデルに、表層生態系モデル
を結合し、かつ 3 層モデルから全球三次元モデルへと拡大させた（図３−１−２２）。
改良した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 2°×2°のグリッドシステムとした。水深は最大 5,500m
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、中深層では 200m から 500m とした。また、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。そのため、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
別する事が可能となった。また、表層域の有機物を中深層に運ぶ役割を担っている
大型動物プランクトン（Carnivore, Omnivore）の日周鉛直運動の機能も組み込んだ。
これらの改良により、中深層に放出した CO2 による中深層生態系への影響を長期
的に予測する手法の基礎が確立した。なお、モデルの予測精度を向上させるために
必要な各種のパラメータの調整や、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などのモデルの基
本特性に関する検討は、平成 21 年度に計画したため実施していない。

＋

平成 18 年度までのモデル概念図

平成 19 年度のモデル概念図

図３−１−２２

①−２

平成 20 年度のモデル概念図

生態系モデルの改良

隔離海域の生物影響評価

開発した生態系モデルを利用して隔離想定海域の生物影響評価を行うためには、
まず現況を再現できることが必要である。そこで、前述のモデルを用いて現況の再
現計算を実施した。
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この結果、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、中深層の
動物プランクトンの現存量も観測結果に近い結果が得られた。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。
CO2 による生物影響の戸則計算は、平成 21 年度以降に計画していたため、
しかし、
実施していない。

② 実海域生物影響データの収集
②−１ 生物影響海洋実験
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現場曝露実験装置（ペラジックチャ
ンバー）を開発した（図３−１−２３）。本装置は、平成 19 年度より、ペラジック
チャンバーの採水部の製作と制御部の試作を行い、陸上および浅海域において基本
動作確認試験を経て、平成 20 年度に海洋における CO2 曝露予備実験を実施した。
現場海域における CO2 曝露予備実験では、3 つのチャンバーをコントロール、
2,000µatm 実験区および 5,000µatm 実験区の条件に設定して実験を実施した結果、pH
はぞれぞれで約 8、約 7.4 および約 6.9 を維持していた。また、溶存酸素 DO は、水
温と対応した挙動を示した。
酸素消費速度は、平成 18 年度までに実施した底質曝露実験装置（ベンチックチャ
ンバー）の実験結果から CO2 の影響を受けると示唆されるが、今回のＤＯセンサー
によって推定することは精度上困難と考えられた。そこで、実験開始時と終了時に
採水してウインクラー法で求めた DO の差から酸素消費速度を算出した。その結果、
コントロール、2,000µatm 実験区および 5,000µatm 実験区でそれぞれ、89.2、171.5 お
よび 22.8 O2 mg/m3/day となった。
一方、バクテリアがチャンバー内で優占しているため、検証としてバクテリアの
現存量から酸素消費速度の推定を試みた。バクテリアの現存量としては CO2 曝露予
備実験終了時の全菌数を用い、酸素消費速度は Nagata らの式に当てはめて試算した。
その結果、バクテリア現存量から求めた呼吸速度はコントロール、2,000µatm 実験区
および 5,000µatm 実験区でそれぞれ、32、51 および 9 O2 mg/m3/day と推定され、実
測値と同様に 2,000µatm 実験区で酸素消費速度が最も高くなった（図３−１−２４）
。
2,000µatm 実験区では菌数の増加も観察されていることから、2,000µatm 実験区で
は CO2 分圧の増加に伴う菌数の増加と活性を持つバクテリアや動物の呼吸昂進が生
じている可能性が考えられる。なお、さらに高い CO2 分圧では麻酔作用を引き起こ
すことが知られている。今回の予備実験の結果から約 3 日の実験であるが酸素消費
速度の実験区間での差異が検出でき、酸素消費速度がペラジックチャンバー実験に
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おける CO2 影響の指標として有効であることが分かった。
以上のことから、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
響実験について、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た。

図３−１−２３

図３−１−２４

ペラジックチャンバーによる海洋現場実験

ペラジックチャンバーによる実験結果の例

②−２ 現存量調査
ペラジックチャンバー開発のための係留実験海域として、生物量、海底面および
水深から、亜寒帯海域と亜熱帯海域の境界海域である三陸沖（北緯 38 度、東経 145
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度）を選定した（図３−１−２５）。この実験海域のバックグラウンドを把握するた
めに、海洋調査を実施した。
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この結果、次のような化学的および生物的な特徴が観測された。
塩分の鉛直分布をみると約 300db に極小層が存在し、33.767psu であった。300db
以深では深度ともに増加した。また、溶存酸素（DO）は約 1,000db に極小層がみと
められ、51.3µmol/kg であった。栄養塩類は表層で低く、1,000db 付近で最大値を示
す太平洋の典型的な鉛直分布を示した。pH は表層 10m で最大値 8.071 を観測し、深
度 1,000db まで深さと共に減少し、最小値 7.416 を記録した。1,000db 以深は深さと
ともに増加した。全アルカリ度は表層で低く深度と共に増加した。全炭酸濃度は、
pH と同様に表層で低く、1,000db で最大値 2429.3µmol/kg を観測した。
採水法で得られる微小プランクトンの鉛直分布を見ると、バクテリアが最も多く、
表面で 1.3×1012cells/m3（1.3×106cells/ml）となった。水深の増加に伴い、有光層内
で急速に現存量を減らした。水深 1,000m 以深では、減少率は低下し、中深層では約
1010cells/m3（104cells/ml）であった。光合成を行う植物プランクトンは、藍藻と微小
鞭毛藻が優占し、有光層で 108〜1010cells/m3（102〜105cells/ml）存在した。中深層で
は減少数が、非常にわずかではあるが、プレパラート試料中に認められたため、現
存量として算出されるが、中深層では光が届かないため、生産者としての機能はな
い。また、微小原生動物では微小鞭毛虫類が最も優占しており、表面で 108cells/m3
（102cells/ml）と最大となり、水深が増すにつれて、急激に減少した。
ペラジックチャンバーの係留目標である 1,000m 付近では、バクテリア、微小鞭毛
虫類、渦鞭毛虫類の現存量は、それぞれ 7×1010cells/m3、4×106cells/m3、および 1×
106cells/m3（それぞれ、7×104cells/ml、4 cells/ml、および 1 cells/ml）と少ない。
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一方、炭素態に換算した現存量を比較すると、1,000m 水深ではバクテリアが
1.4mgC/m3 で あ る の に 対 し て 、 渦 鞭 毛 虫 と 鞭 毛 虫 が そ れ ぞ れ 0.12mgC/m3 、
0.04mgC/m3 と、細胞数での差に比べて、それぞれの分類群間の差が小さくなってい
る。特に、個体数では渦べん毛虫は鞭毛虫より少ないが、１細胞が大きく、バクテ
リアへの捕食圧が相対的に大きいと考えられた。
以上のように、ペラジックチャンバー実験のための、化学的、生物的環境を把握
できた。

③

深海生物の CO2 影響研究

③−１

深海生態系の研究

・カイアシ類の捕食構造解析
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
析を行った。中深層における食物連鎖解析により、粒子状物質の表層由来の成分が
カイアシ類の一次食資源となっていることが分かった。また、表層の生産力の高い
亜寒帯では、肉食性カイアシ類とヤムシ類が共存している可能性が見出された。雑
食性のオンケア属、カラヌス属、Scolecithrix danae、Candacia bipinnata、Pleuromamma
abdominalis は表層から採取されたカイアシ類の安定同位対比を測定した同属および
同種と窒素同位対比が一致しており、この結果からも中深層のカイアシ類と表層の
カイアシ類の一次食資源が同じである可能性が示唆された。
・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
て検証する必要が示唆された。
・生物パラメータへの影響実験
生態系モデル構築における生物パラメータの高精度化を目的として、カイアシ類
を用い、CO2 を曝露した際の呼吸速度評価試験と呼吸代謝活性評価試験に関する評
価および検討を行った（図３−１−２６）。本実験では、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
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するが、48 時間で一旦安定し、96 時間では 5,000 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。

図３−１−２６

パラメータへの影響実験（呼吸への影響)

・沈降フラックスへの影響
様々な懸濁粒子を用いて、CO2 海洋隔離による懸濁物凝集作用への影響を研究し
た。その結果、以下のことが明らかになった。
１）高 CO2 環境下では懸濁物凝集作用が抑制される、
２）凝集過程には粘性物質が関与している、
３）この粘性物質と TEP の関係は明白ではない、
４）高 CO2 環境は有機物の分解過程に影響を与える、
・分子微生物学的手法による多様性解析
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ための特異的微生
物活性の解析手法の開発を最終目標として，脱窒活性に関する N2O 産生にかかわる
55

遺伝子（図３−１−２７）について DGGE 法を基にした解析手法の検討と実験海域
での現況把握を検討し、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。
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。

図３−１−２７

N2 生産過程と関連酵素

また、海洋生態系に対する隔離 CO2 の影響を評価する一環で、ペラジックチャン
バーの動作試験おいて得られた試料について、細菌の遺伝子の DGGE 法による多様
性の検討を実施し（図３−１―２８）、以下の結果を得た。
１）ペラジックチャンバー浅海実験試料に対する微生物の多様性を検討し，３µm
フィルターで捕捉される懸濁物付着型の細菌と３µm フィルターを通過す
る単独浮遊型の細菌では種組成が異なることを確認した。
２） ペラジックチャンバー浅海実験試料における脱窒関連遺伝子の検出を実施
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し，今回のサンプルで nirK が検出されることを確認した。

３−１−２８

③−２

DGGE 法による多様性の検出結果の例

CO2 影響の研究

・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・低水温の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 影響実験を行なった（図３−１−２９）。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は、6MPa が適当
であると判断された。
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が強く示唆された。
３）腐食鋳型標本を用いた血管系の観察によって、ザラビクニンのカニュレー
ション部位としては尾動脈が適当であると判断された。
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図３−１−２９

深海環境条件下での深海生物への CO2 影響実験

・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」として識別する手法に関して基礎的な検討を実施した。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た。
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（３）

海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価

「海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価」では、
「①CO2 挙動の観測・予測技術の
開発」および「②海洋隔離の可能性評価」を実施した。図３−１−３０に「海洋中
CO2 挙動予測と隔離可能性評価」のロードマップを示した。

図３−１−３０

「海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価」のロードマップ

① CO2 挙動の観測・予測技術の開発
①−１ 海洋中 CO2 挙動観測技術の開発
・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（図３−１−３１），有人潜水調査船およ
び AUV（Autonomous Underwater Vehicle:自律型無人潜水機、図３−１−３２）を用
いた海洋中での CO2 挙動観測を実施し、pH/pCO2 センサーにより海中における CO2
挙動観測手法の有効性が確認された。本観測により、天然 CO2 発生海域の特徴が明
らかになった。
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１）たぎりサイトおよびハオリムシサイトについて，ガス噴気ポイントの探査を行
い，詳細なガス噴気ポイントマップを作成するとともに，ガス噴気状況の高解
像度映像を取得した。また，たぎりサイトのガス噴気地帯において採水を行い，
pH，硫化水素，ATP，微生物量，栄養塩類について測定した。
２）たぎりサイトのガス噴気地帯に音響ドップラー流速分布計（ADCP）を設置し，
流向・流速の計測を行った。カルデラ内（水深 200〜170m）では南北方向，カ
ルデラ中層（水深 150〜100m）では北東〜南東方向の流れが卓越していた。
３）噴出した噴気ガスの拡散状況の広範囲マッピング結果をもとに pH の水平分布
図を作成した（図３−１−３３）
。たぎりサイトでは，噴気ガス（高濃度の CO2
を含む）由来の低 pH は，温度躍層が発達する水深 120m 以深で顕著であり，南
西側により pH の低い場所が存在していた。
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。
５）たぎりサイトの噴出する噴気ガスの高解像度映像から噴気ガスのフラックスの
推定を行った。
６）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。
７）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。
８）ハオリムシサイトでの CTDT+pH/pCO2 センサー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た。
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図３−１−３１

鹿児島湾若尊カルデラの調査サイト

図３−１−３２

調査に用いた AUV と搭載センサー

図３−１−３３

天然 CO2 発生海域の観測結果の例
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（ハオリムシサイトにおける CTD+pH/p CO2 センサによる鉛直断面）
・統合モニタリングシステムの設計
海洋隔離の海洋実験および実適用時には、放出した CO2 の挙動を的確に把握する
ことが中深層の環境に影響を及ぼさない CO2 放流計画の順応的管理に必要である。
そこで、海洋モニタリング技術の技術動向を調査し、海洋実験〜事業化に至るまで
の CO2 の統合的モニタリングシステムを検討した。特に、モニタリングに AUV
（Autonomous Underwater Vehicle:自律型無人潜水機）を援用することを検討した。こ
の結果、AUV についても、電源・自律航行に関して、Backup を行う母船が必要であ
るが、放流サイト内・および境界面のモニタリングに AUV を援用する場合、CO2 放
流船や輸送船にその役目を与えることが可能であることを確認した。

①−２

海洋中 CO2 挙動予測技術の開発

・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。
・広域海洋モデル開発
日本の EEZN 内で海洋隔離の実施を想定し、北太平洋における CO2 の挙動を把握
するために、独立行政法人海洋研究開発機構（JANSTEC）の地球シミュレータのた
めに開発された高解像度海洋モデル（OFES）を利用した予測計算を実施した。フェ
ーズ１では、年間 5,000 万トンを 1 サイト（133ºE-134ºE, 19ºN-22ºN）に連続注入する
ケーススタディを実施した。その結果、生態系への影響が想定される濃度に対して、
海中の CO2 濃度には十分な余裕があることが示された。フェーズ２では、広域モデ
ルを長期および広域の CO2 挙動を予測するための改良うとともに、そのモデルを用
いて CO2 の連続注入条件、隔離サイトの水平形状、隔離サイトの位置等について、
最適化を検討した。その結果、以下の結果が得られた。
１）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
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多くするこができ、各深度で CO2 濃度の PNEC に対する余裕を同程度にする
こともできる。
２）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た（図３−１−３４）
。
３）注入場所の最適化に関しては、注入場所を変えて行ったオンライン実験の結
果を利用した。まず、最大濃度とサイト内の平均渦活動度のフィティングカ
ーブを求めた。これによって渦活動度から最大濃度を推定することが可能に
なるので、PNEC を越えずに注入可能な年間最大量の地図を作成できる。日
本近海は隔離ポテンシャルが高く、時に黒潮続流域では PNEC を越えずに 1
度×1 度、水深 1,000m〜2,000m のサイトに 80Mton/year の CO2 を注入できる
海域がある。この海域は関東地方、東海地方といった CO2 大規模放出源から
も近く、第 2 のサイトの候補地として最適な海域であると考えられた。
４）注入開始から 200 年後（注入終了から 100 年後）の隔離効率（注入 CO2 量に
対する海中の残存 CO2 量の割合）は、88％であった。これは GOSAC プロジ
ェクトが示した計算の中で、隔離効率の高い計算結果と一致した（図３−１
−３５）。

図３−１−３４

広域モデルによる CO2 注入終了後の CO2 濃度分布
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本研究：
GOSAC：その他

図３−１−３５

広域モデルによる CO2 の隔離効率の

・CO2 液滴の溶解挙動予測技術の開発
CO2 放出の初期の段階では液相/気相の相変化を伴うので、ハイドレート膜に覆わ
れない個々の CO2 液滴の行く末を予想する技術の開発を主目的とし、個々の CO2 液
滴の物理的な特性と海水との相互作用について物理モデルを元に数値モデルを構築
した。その後、開発したモデルの予備的な適用により放出された CO2 液滴の行く末
についてケーススタディを行った。
その結果、下記の成果を得た。
１）CO2 液滴/気泡 それぞれの静止した海水中における溶解速度および上昇速度に
つい て表現できる数値モデルを開発し、CO2 気泡と海水間の相互作用につい
てシミュレーションを行った。モデルは、CO2-海水系の物理化学的な特性（密
度, 海水中の CO2 拡散係数, CO2 溶解度; 有効物質移動係数および有効抗力係
数）に関するサブモデルにより構成される。
２）想定海域の深度 550m から 100m に焦点を当ててケーススタディを行った。放
出する深度として 800m, 550m, 350m, 200m および 100m を想定し, 初期液滴/
気泡径を 40mm, 30mm, 20mm, 10mm, 5mm, および 3mm とした場合の終端距
離と時間について計算した。その結果、CO2 液滴/気泡が溶解を終了するまで
の時間と上昇距離の関係が分かった。また、CO2 液滴/気泡の相変化時の膨張
速度と溶解速度の関係を求めることができた。
３）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。
４）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
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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 気泡は大気に回帰でき
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。

② 海洋隔離の可能性評価
②−１ 海洋隔離のケーススタディ
・海洋隔離事業化規模ケーススタディ
事業化規模を想定した CO2 の海上輸送・希釈放流システム（図３−１−３６）に
ついて、以下の条件を対象に、CO2 処理量 1 トン当たりのコストおよび追加的 CO2
発生量の試算を実施した。
・放流サイトまでの輸送距離を 1,500km とし、年間回収量を 2,500 万トン、1,000
万トン、500 万トンに変更した場合。
・年間輸送量 5,000 万トンで輸送距離を 1,000km、500km に変更した場合。

図３−１−３６

海洋隔離ケーススタディの検討範囲

これらのケーススタディを実施した結果、次の成果が得られた。
１）放流エリアが同一サイズ(100km×333km)では、年間 CO2 回収量が減るほどコ
ストが増大する。
２）PNEC を越えないと予想される範囲で、年間 CO2 回収量に応じて放流エリア
を小さくし、輸送船・放流船の必要隻数・サイズを低減することにより、コ
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ストが削減される。500 万トンでは放流エリアを小さくすると、コストが若
干低減する。これは、放流エリア縮小が初期コストおよび償却コストの若干
の低減に繋がったためと考えられる。一方、1,000 万トンではコストは変化し
ない。この場合、輸送・放流船の小型化は、システム休止時の陸上 CO2 スト
ック（タンク個数）を増加させる結果となり、コスト増となる。
３）追加的 CO2 発生量は年間 CO2 回収量に対し、若干のばらつきは見られるが、
おおむね 5%前後になる。
４）輸送距離を短くすると輸送船隻数が削減し、コスト・追加的 CO2 発生量は輸
送距離にほぼ比例して減少する。
更に、年間 7,500 万トン CO2 の海洋隔離について、全体システムおよびコストの
評価を行い（図３−１−３７）、以下の結果を得た（表３−１−６）。
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）年間回収量 7,500 万トンの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、ともにフェーズ１の最適解に比べて優位な値が得られた。

図３−１−３７

表３−１−６

年間 7,500 万トン海洋隔離のシステム構成

全体システムのコストおよび追加的 CO2 発生量

放流船隻数
輸送船隻数
陸上タンク容量
追加的 CO2 発生量
全体システムコスト(Capture)
全体システムコスト(Avoided)

フェーズ２試算
年間 7,500 万トン
41 隻
30 隻
128 万 m3
4.66%
2,395 円/t- CO2
2,512 円/t- CO2
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フェーズ１試算
年間 5,000 万トン
30 隻
20 隻
80 万 m3
4.76%
2,493 円/t- CO2
2,617 円/t- CO2

・小規模海洋隔離実験
Moving ship 方式による CO2 海洋隔離の要素技術を確認するために、曳航パイプ方
式の小規模海洋実験の条件について検討した。
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：1,000m
・曳航速度：1 m/sec
・放流流量：1〜10kg/sec
２）本実験システムとしては、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）本実験システムは、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/sec については問題ないものと
思われるが、10kg/sec については高圧・大流量ポンプの検討が必要である。
・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 R=11deg. であることがわかった。
４）平成 13 年度研究にて実施した 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。

②−２ 全球モデルによる海洋隔離予測
海洋隔離の技術評価研究では、海洋の CO2 隔離能力の評価および CO2 隔離による
海洋酸性化の影響の把握を目指してきた。フェーズ１では、7 海域 3 層の BOX モデ
ルと低解像度(水平格子サイズ 4 度)の全球 3 次元格子モデルを用いて予測計算を実施
した。この結果、地球規模の CO2 隔離能力や海洋酸性化を把握できた。しかし、複
数海域での海洋隔離実施の影響を把握するためには、大洋規模よりも更に細かな規
模での議論が必要とされるため、フェーズ２では予想計算の精度向上とさまざまな
海洋隔離シナリオ等への柔軟な対応を可能にするモデルの開発を目指した。また、
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平成 19 年度の前回の中間評価において、複数モデルによる検証の必要性を指摘され
たことを踏まえ、国内外の大学・研究機関との連携を目指した。
・低解像度モデルによる海洋酸性化に対する海洋隔離の有効性評価
海洋酸性化に対する海洋隔離の技術的な有効性を評価するために、低解像度の全
球モデルを用いて、全海洋の 1,000 年間の pH 変動の予測計算を行った。それらの計
算結果をもとに、６種類のシナリオに基づく評価を行い、以下の成果を得た。
１）評価シナリオ１：海洋隔離による大気中 CO2 の削減効果を検討した結果、長
期的には CO2 濃度の安定化レベルを下げることはできないが、短期的には急
激な CO2 濃度の上昇を抑制できる効果があると試算された。
２）評価シナリオ２：海洋隔離による海洋中の pH 変化の比較を行った結果、海洋
隔離は CO2 が注入される海洋中深層の酸性化を促進させるが、表層の酸性化
を抑制することができると試算された。
３）評価シナリオ３：表層の酸性化防止と中層の酸性化抑制の両立性の検討を行
った結果、海洋隔離による海洋中深層の pH 低下の許容範囲を考慮する必要
はあるが、CCS による回収可能な CO2 が存在するため、それを大気に排出し
続ける場合を想定すると、海洋隔離を行うことによる表層酸性化を抑止する
効果は極めて高まると試算された。
４）評価シナリオ４：海洋隔離量に対する表層と中層の酸性化の抑制効果の検討
を行った結果、大気中 CO2 濃度 550ppm 安定化排出シナリオの超過 CO2 排出
量の内およそ 30％までを海洋隔離で削減するケースでは、海水中の pH 変動
を低く抑えられる可能性があると試算された。
５）評価シナリオ５：海洋隔離を追加的に利用する場合の酸性化抑止効果につい
て検討を行った結果、超過 CO2 排出量の 10％を大気に放出しつづけた場合と、
海洋隔離の CO2 を増量した場合との比較により、地球全体の平均レベルでの
海洋酸性化の影響はわずか（EpH=-0.01）であるが、大気中 CO2 濃度のピー
ク値としては 20ppm の低下につながると試算された。
６）評価シナリオ６：海洋隔離サイトについて検討した結果、大気中 CO2 の吸収
効果が高い大西洋では pH 低下が他の海域よりも大きいこと、隔離総量を変
えずに隔離海域を太平洋とインド洋に限定すると短期的には大西洋の酸性化
を抑制できるが長期的（1,000 年）には抑制効果はないと試算された。
・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
68

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
発を開始した。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。主な基本仕様としては、下記の機能を含めることにした。
・BOX の種類は、陸域、大気、海洋、海底の 4 種類
・各領域の BOX 数は実用上合計 500 程度を想定
・海洋 BOX 毎に異なる物質循環モデル(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、人為系排出源、自然系排出源、自然系吸収源を設定
・海洋 BOX の表層は大気 BOX との間で物質交換可能（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）
・海洋 BOX と海底 BOX の間で物質交換（沈降堆積、溶出、噴出など）
なお、平成 20 年度に本モデルの基本設計、物質循環モデルなどのサブモデルの構
築、各種の入力データ収集等を進めたが、計算システムとしての統合は次年度以降
の計画であるため、開発は完了していない。
・大気海洋全球モデルによる CO2 隔離予測計算
大気海洋結合モデル CCSM3（Community Climate System Model Version 3）に海洋炭
素循環モデル OCMIP(Ocean-Carbon Cycle Model Intercomparison Project)を組み込み、
CO2 海洋隔離を模擬した数値実験、および、同量の CO2 が大気中に滞留し大気中 CO2
濃度が増加すると仮定した数値実験を行った。CTL ケース（1990 年相当の現状気候
条件下でのコントロール実験）ケースと、OCN ケース（CTL 実験の 100 年目の計算
結果を初期値として、海洋隔離の模擬実験）と、ATM ケース（OCN 実験において海
洋中に放出する CO2 と同量の CO2 が全て大気中に滞留すると仮定した実験）を比較
計算した。その結果、海洋表層の pH 分布は OCN ケースと CTL ケースではほとんど
差異が見られず、大気中 CO2 濃度が増加する ATM ケースでは海洋全域において酸性
化の進行が顕著である。一方、海洋深層(水深 1875m)の pH 分布は、太平洋やインド
洋では ATM ケースと CTL ケースの差はほとんど見られないが、大西洋、特に北大
西洋北部と南大洋においては酸性化の進行が見られる。また、OCN ケースにおける
海洋深層の酸性化は著しく、その範囲は、アラスカ・カナダの太平洋岸、インド洋、
ドレイク海峡近辺にまで及んでいることが分かった。なお、今回使用したモデルは、
海洋中の炭素循環のみを考慮したモデル構成であるため、大気中濃度の変化を評価
することはできないが、近い将来には、大気・海洋・陸域間の完結した炭素循環を
取り扱うことのできる地球システムモデルを、海洋隔離の効果の予測と環境影響の
評価に応用することが可能になると期待される。
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３−１−３

特許出願状況等

本事業の成果は、年度ごとに成果報告書にまとめており、その内容は RITE のホー
ムページに掲載されている。また、本事業の概要についても同ウェッブサイトに掲
載しており、海洋隔離に関心を持つ人に良く利用されている。平成 14 年度以来、海
外からの訪問者を含め、RITE への来訪者へはこれらの成果を紹介して海洋隔離への
理解を深めて頂いている。また、平成 15 年度以降には、RITE の動向調査報告会で
海洋隔離の技術動向を講演して一般の方へ紹介した。

（１）フェーズ１特許出願状況等（平成 14〜18 年度）
成果状況について件数については表３−１−７および表３−１−８に示す。
表３−１T７

フェーズ１論文、講演、特許、報道の件数一覧（H14〜H18 年度）

論文
（原著／他）
5
①CO2 海洋隔離能力の技術評価
(3/2)
17
②環境影響評価技術の開発
(15/2)
16
③CO2 希釈技術の開発
(10/6)
38
合 計
(28/10)

講演
（招待／他）
17
(1/16)
49
(1/48)
58
(0/58)
124
(2/122)

特許

報道

0

4

0

5

6

2

6

11

表３−１−８ フェーズ１年度別論文、講演、特許、報道の件数一覧(H14〜H18 年度)

論 文
（原著／他）
講 演
（招待／他）

平成
14 年度
7
（5/2）
20
（2/18）

平成
15 年度
5
（4/1）
22
（0/22）

平成
16 年度
13
（11/2）
20
（0/20）

平成
17 年度
7
(6/1)
17
(0/17)

平成
18 年度
6
(2/4)
45
(0/45)

38
(28/10)
124
(2/122)

合計

特

許

0

2

1

2

1

6

報

道

6

2

3

T

T

11

（２）フェーズ２特許出願状況等（平成 19〜20 年度）
本事業の成果は、年度ごとに成果報告書にまとめており、その内容は各年度の成
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果報告書に掲載されている。成果状況について件数については表３−１−９および
表３−１−１０に示す。また、表３−１−１１に成果の一覧を、表３−１−１２に
出願特許の一覧を示した。
表３−１−９

フェーズ 2 論文、講演、特許、報道の件数一覧（H19〜20 年度）
論文

講演

特許

報道

(1)海洋隔離技術の動向調査

1

1

0

0

(2)CO2 隔離に伴う生物影響評価

4

8

0

0

(3)海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価

7

30

1

0

12

39

1

0

合
表３−１−１０

計

フェーズ 2 論文、講演、特許、報道の件数一覧（H19〜20 年度）
平成 19 年度

平成 20 年度

論文

6

6

12

講演

14

25

39

特許

0

1

1

報道

0

0

0

表３−１−１１

年月日

発表形態

1 Moving Ship 方式による CO2 隔離技 2007/5/17
術
2 隔離 CO2 西部北太平洋にどのよう 2007/5/17
に広がるか
3 CO2 海洋隔離による生物への影響 2007/5/17

5
6

7
8
9

計

論文、講演一覧

タイトル

4

合

海洋理工学会
平成 19 年度春季大会
海洋理工学会
平成 19 年度春季大会
海洋理工学会
平成 19 年度春季大会

発表者

項目

(3)
村井重夫
講
間木道政
(3)
増田良帆
講
山中康裕
石松 惇 吉川貴志
(2)
喜田 潤 薛 自求
講
渡辺雄二
Time Domain VIV Analysis of
2007/12/12-1 Fifth Conference on Bluff 南浦純一 鈴木英之 (3)
Inclined Towed Pipe Based on Lookup 5
Body Wakes and
尾崎雅彦
講
Table of VIV Hydrodynamic Force
Vortex-Induced Vibrations
2007/7/4
(3)
CO2 大量隔離
東京大学海洋アライア 染矢 聡
講
ンス第 2 回シンポジウム
2007/9/20
2007 年度日本地球化学 下島公紀
マリアナ海域北西栄福海山におけ
(3)
会年会
る液体 CO2 挙動のナチュラルアナ
講
ログ
(3)
CO2 貯留のナチュラルアナログと 2007/9/26
2007 年度日本海洋学会 下島公紀
講
しての海底熱水活動
秋季大会
(2)
「海の豆知識」Vol.33 吉川貴志
2007/10
CO2 が海洋生物におよぼす影響
論
（海生研ニュース付属）
2007
International Journal of
A Numerical study with an
増田良帆
(3)
greenhouse gas control
eddy-resolving model to evaluate
chronic impacts in CO2 ocean
論
sequestration
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タイトル

年月日

発表形態

10 Emission of CO2 from seafloor
2007/12/10
hydrothermal systems at Mariana
Though
11 ナチュラルアナログによる海洋中
2007/10
の液体 CO2 の挙動観測
12 CO2 海洋隔離の環境モニタリング 2007/11/8
に係わる計測技術
13 Hydrothermal systems as natural
analogue of CCS
14 二酸化炭素海洋隔離
−中層溶解技術−

15

CO2 海洋隔離の技術開発の現状

16 CO2 tolerance of juveniles of three
marine intertebrates, Sepia lycidas,
Sepioteuthis lessoniana, and
Marsupenaeus japonicus
17 CO2 海洋隔離技術の現状

2008/3/2
2007/12/21

下島公紀

電力中央研究所
下島公紀
研究年報 2007 年度版
電力中央研究所 平成 19 下島公紀
年度研究成果発表会-火
力･環境2008 Ocean Sciences
下島公紀
Meeting
シンポジウム「気候変動 佐藤 徹
研究の最前線」（主催:日
本船舶海洋工学会関西
支部）
化学工学会誌

2007

Plankton
Research

2008/3/17
18 Numerical Study on Multi-scale
Diffusion CO2 Purposely Injected in
the Deep Ocean
19 CO2 海洋貯留の必要性と技術動向、 2008/3/17
その将来
20 CO2 隔離技術の最新動向

2007 AGU Fall Meeting

2007/10

2008/3/27

発表者

and

佐藤 徹
Benthos

渡辺雄二
喜田 潤

(3)
論
(3)
講
(3)
講
(3)
講
(3)
論
(2)
論
(3)
講

二酸化炭素海洋貯留に 佐藤 徹
関するシンポジウム

(3)
講
(1)
論

配 管 技 術 Vol 50.No4 大隅多加志
2008.3
Michimasa Magi
2008/4/8-11 KOBE-TECHNOOCEAN'08(OTO'08)

(3)
講

(3)
講

同上

Yuji Watanabe

(2)
講

同上

Atsushi Ishimatsu
Masahiro Hayashi
Yuki Kojima
Yasuyuki Kishi
Hiroshi Ishida
Yuya Yamamoto
Kisaburo Nakata
Kiminori Shitashima
Yoshiaki Maeda
Takashi Ohsumi
Junichi Minamiura
Masahiko Ozaki
Yuichi Sasaki
Masami Matsuura
Shuichiro Hirai
Shohji Tsushima

(2)
講

Ecosystem model of deep-sea plankton 同上
community for CO2 ocean
24
sequestration

同上

Strategy of environmental assessment 同上
25 for CO2 ocean sequestration

同上

System Plan of CO2 Marine Transport 同上
and Release in Deep Waters for
26
Moving-ship Type of CO2 Ocean
Storage
Evaluation of CO2 Dilution in Ocean 同上
27
sequestration

同上

同上
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(3)
講

H20 年度資源･素材学会春 佐藤 徹
季大会
二酸化炭素海洋貯留に Se-Min Jeong
関するシンポジウム

2008/3/1

Prediction of Acidification in
the Ocean Surface, and Benefits and
21
Risks of the CO2 Ocean Sequestration
as a Mitigation Technology
Methodology for impact assessment of ocean 同上
22 CO2 sequestration on deep-sea
organisms
Effects of CO2 Ocean Sequestration on 同上
23 Deep-Sea Animals

項目

(2)
講
(2)
講
(3)
講
(3)
講

タイトル
28

29

30

年月日

発表形態

Simulation of 50Mton CO2 injection 同上
per year into the ocean using an ocean
general circulation model
Numerical Simulation on Mesoscale 同上
Diffusion of CO2 Sequestrated in the
Deep Ocean in Practical Scenario
移動船舶による海洋深層に注入さ 2008/5/29
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
Moving Ship 方式による CO2 隔離技 2008/7
術の開発

同上

発表者
Yoshio Masuda
Yasuhiro Yamanaka

同上

Se-Min Jeong
Toru Sato
Baixin Chen
韓国海洋科学技術協議会 Se-Min Jeong
Toru Sato
共同学術大会
Baixin Chen

項目
(3)
講
(3)
講
(3)
講

海洋理工学会誌 2008
Vol14 No.1

間木道政 村井重夫
(3)
平井秀一郎
佐藤 徹 石松 惇 論
尾崎雅彦

同上

同上

石田 洋
渡辺雄二
白山義久

(2)
論

海洋大循環モデルによる年間 5000 同上
万トン注入ケースのシミュレーショ
ン

同上

増田良帆
山中康裕
笹井義一
藤井賢彦

(3)
論

同上

39

単一種への影響と予測無影響濃度-ケ 同上
ーススタディにおける生物影響の
考え方Observation of emission and Diffusion 2008/7/29-8/
of natural CO2 from seafloor
1
Hydrothermal systems
Monitoring strategy for CO2 storage in 同上
the ocean environment
Numerical Simulation on Mesoscale 同上
Diffusion of CO2 Injected in the Deep
Ocean in Practical Scenario
海洋中CO2 挙動・海洋酸性化予測BOX 2008/9/25-27
モデルの開発
NATURAL ANALOGUE FOR
2008/10/6-8
OCEAN ACIDIFICATION

40

Efects of High CO2 on Deep−Sea
Fishes

31

32

33

34

35
36
37
38

41

42

43
44

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

High CO2 Retained Fraction in Ocean 同上
Sequestration Estimated by a High
Resolution Model
In Situ Enclosure Experiment Device 同上
for Assessing Deep-Sea Ecosystems
with High CO2 Concentrations

渡辺雄二
喜田 潤
白山義久
2008 Western Pacific Kiminori Shitashima
Geophysics Meeting
同上

(3)
講

Kiminori Shitashima

(3)
講

Se-Min Jeong
Toru Sato
Baixin Chen
2008 年度日本海洋学会 間木道政
秋季大会
Second Symposium on Kiminori Shitashima
The Ocean in a High- CO2
World
Atsushi Ishimatsu
同上
Masahiro Hayashi
Yuki Kojima
Yoshio Masuda
同上
Yasuhiro Yamanaka

(3)
講

同上

同上

Decreasing of Aggregate Size of
同上
同上
Marine Suspended Particles under
High CO2 Conditions
Questionnaire Survey on public
2008/11/16/2 GHGT-9
acceptance of CO2 ocean sequestration 0

73

(2)
論

Hiroshi Ishida
Yuji Watanabe
Michimasa Magi
Yoshihisa Shirayama
Yuji Watanabe
Nobuhiro Maeda
Koh Harada
Norihiro Kamishiro
Toru Sato

(3)
講
(3)
講
(2)
講
(3)
講
(2)
講
(2)
講
(1)
講

タイトル

45

46

47

48
49
50

51

発表形態

Resent Trend of the Vertical
2008/12/16-2 2008 AGU Fall Meeting
Distribution and the Size Composition 0
of Chlorophyll-A in the Western North
Pacific Region

Development of monitoring for the
assessment of Carbon Dioxide And
Storage (CCS)
Estimation of Turbulent Diffusion of
Carbon Dioxide by Small-scale Eddies
in the Deep Ocean by Low-wavenumber
Forcing
海洋表層酸性化に対する CO2 海洋
隔離の TripleⅠ
非等方乱流場生成のための新たな
linear forcing 手法の提案
Diffusion of low pH/high CO2
environment at natural CO2 venting
sites
Long Term Prediction of Atmospheric
CO2 Concentration and Ocean
Acidification

表３−１−１２

同上

同上

同上

同上

2009/1
同上
2009/3/2-6

同上

発表者

項目

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

Toru Sato
Shinichiro
Hirabayashi

Michimasa Magi

(3)
講
(3)
講

日本船舶海洋工学会論 佐藤 徹
文集
大宮俊孝
平林紳一郎
同上
佐藤 徹
The eleventh Pacific
Kiminori Shitashima,
Science Inter-Congress
Michimasa Magi
同上

(3)
講

(3)
論
(3)
論
(3)
講
(3)
講

特許出願

発明の名称
1

年月日

二酸化炭素海洋隔離方法

発明者名

特許出願

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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項目
(3)

３−２

目標の達成度

（１）フェーズ１目標達成度（平成 14〜18 年度）
① 計画と比較した目標の達成度（フェーズ１）
平成 19 年度の評価時点においては、計画で設定した目標は概ね達成していると考
えられる。
本フェーズ１の事業に先行して実施した事業（平成 9 年度〜平成 13 年度）では、
「海洋調査および CO2 隔離能力評価技術の開発」と「CO2 放流点周辺域の環境影響
予測技術の開発」という大きな 2 つの研究開発課題の下で、前者では日本近海にお
けるマクロな CO2 挙動把握がなされ、後者では CO2 放出ノズル後方の CO2 挙動解析
と生物影響予測調査が行われた。その結果、航走船舶による溶解型の CO2 海洋隔離
技術の実現可能性の技術的な見通しを得るという当初の事業目的が達成された。
本事業では、先行事業の検討結果を踏まえ、CO2 海洋隔離技術の実用化に至るス
テップとして必要な環境影響予測技術を開発することを目的とした。その結果得ら
れた成果をもとに、個別技術の目標ごとにその達成度を表３

２−１にまとめた。

これらの成果によって、本事業が最終的な目標にしている海洋隔離技術実用化への
次のステップに見通しが得られた。
本事業では、CO2 海洋隔離能力の技術評価、環境影響評価技術の開発、および、
CO2 希釈技術の開発の 3 つの課題に対してそれぞれ目標を設定し、これらの課題に
取組んでいる。
・CO2 海洋隔離能力の技術評価
地球温暖化対策としての有効性を明確化することを目的に、CO2 隔離量／隔離期
間の技術評価、CO2 隔離効果の経済評価、国際法上の位置付けの検討を目標にした。
CO2 隔離量／隔離期間の技術評価については、大気 CO2 安定化濃度別の海洋隔離可
能量を計算することができ、隔離期間は大気中濃度が安定化するまでは海洋から大
気へリークするが、安定化濃度を超えて大気へ戻ることはなく隔離期間は実用上「数
千年以上」であるといえることを計算によって示した。
CO2 隔離効果の経済評価については、地球温暖化影響を回避できる経済的便益を
＄/t- CO2 で算出した。
国際法上の位置付けの検討については、日本の排他的経済水域における科学的実
験は許認可が不要なことを確認した。ただし、ロンドン条約に対応する海洋汚染防
止法が昨年改正になったので再度調査が必要である。IPCC 特別報告書、CSLF、ロ
ンドン条約等の場におけるにおける海洋隔離への国際的合意の状況について調査し、
IPCC では研究段階の CO2 削減技術として認知されたが、ロンドン条約では海底下
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CO2 地中貯留しか承認されなかったことを把握した。以上、前者２項目については
査読付英文誌へまとめることができ、当初の目標を達成した。
なお、本研究項目に関する内外の開発状況を考慮して、海洋表層の酸性化をシミ
ュレーションする技術開発と、海底下 CO2 地中貯留の海洋への漏洩に関する環境影
響評価とを追加目標に設定し、前者では全球モデルを作って試算したほか、後者で
は基礎的資料の提供を行なうなどの成果を出して、それぞれ目標を達成した。
・環境影響評価技術の開発
CO2 放出による海洋の物理化学変化と生物種／生物量変化等を予測可能にするこ
とを目的に、隔離想定海域の海洋環境調査、深海生態系の把握調査、室内実験／船
上実験による CO2 放出の生物への影響調査、生物影響モデルの構築を目標にした。
海洋環境調査については、海洋隔離想定海域を計画通り各年 1 回観測し、物理的・
化学的データの蓄積を行ない、全炭酸濃度の自然変動幅を把握し、海洋隔離が目標
にすべき希釈倍率を推定した。
深海生態系の把握については、隔離想定海域の生物現存量調査を各年１回実施し、
プランクトンやマイクロネクトンの種類と量を把握し、生態系モデルの検証に使っ
た。また、中深層生物の食物連鎖構造を推定し、生態系モデルの構成要素の見直し
に利用した。
生物影響調査については、隔離想定海域の 45 種の生物について 21 条件で CO2 影
響実験を室内／船上において実施し、CO2 放出の生物への影響を把握した。非定常
環境による CO2 影響の調査、深海底生物群集への CO2 影響の調査、生理メカニズム
への CO2 影響の調査等も実施し、急性致死濃度の低下や、バクテリアの種による CO2
影響の差異、酸塩基平衡調節機能の変化等を見いだし、生物影響の基礎的知見を充
実した。
生物影響モデルの構築については、急性影響モデルを構築し、Moving Ship 方式で
CO2 を放出した場合をシミュレーションした。その結果、放出後 2.5 時間で CO2 濃度
の増加分は中深層生物の CO2 に対する予測無影響濃度以下になると推定できた。こ
れによって、急性影響致死に関しては世界最高水準の予測技術を開発でき、査読付
英文誌２報にまとめた。
また、長期生物影響を予測するため鉛直一次元生態系モデルの基本型を構築した。
その結果、隔離想定海域の生物現存量データを計算できるようになった。CO2 影響
についてはパラメータ解析の段階であるが、今後、CO2 の世代交代への影響などに
ついて基礎的データが蓄積され、モデルの３次元化等が進めば、CO2 による長期影
響予測技術の開発が進展すると期待できる。
なお、本研究項目に関する内外の開発状況を考慮して、生物影響研究成果を海外
へ発信すること、深海底生物群集への CO2 影響調査を異なる海域でも実施すること、
高圧実験装置を製作し深海魚の生理メカニズムへの CO2 影響実験を実施すること等
を新たな目標に設定し、Journal of Oceanogarphy に生物影響の英文特集発表、NIVA
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研究所との共同実験実施によってノルウェー海域と熊野灘海域とにおいて同様の結
果を取得、深海魚の心電図や呼吸筋電図の測定に成功等の成果を得て、それぞれ目
標を達成した。
・CO2 希釈技術の開発
海洋への環境影響を限りなく低く抑えることができる希釈技術の開発を目的に、
CO2 放出装置の要素技術開発、希釈技術の最適化をはかるための CO2 分布予測モデ
ルの改良を目標にした。CO2 放出装置の要素技術開発については、高圧容器を用い
て CO2 放出ノズルの実験を実施し、CO2 液滴サイズの制御条件を把握した。この成
果によって初期希釈率 6 万倍を達成する基礎技術を確立した。希釈促進技術の開発
では曳航パイプ後方の乱流に関する観測実験を実施して基礎的知見を把握した。ｐH
分布観測技術の開発では曳航式観測システムを開発しマリアナ海域の CO2 プルーム
の観測に成功した。CO2 投入技術の開発では CO2 送り込みパイプ中のガス置換実験
を実施して CO2 投入の目途を得た。高圧容器内でスプレー方式の CO2 放出実験を実
施し、スプレー方式と液滴方式の比較に必要な放出条件の基礎的知見を得た。これ
らの成果については査読付論文５報にまとめた。
CO2 分布予測モデルの改良については、数 100m〜100km の中規模海域の CO2 挙動
予測モデルの改良を行なった。また、数 1,000km の広域モデルの開発では、地球シ
ミュレータを用いて水平解像度を高めた海洋の大循環モデルの計算を行ない、CO2
の挙動予測モデルを開発した。モデルの実験による確認では、沖縄トラフの自然流
出 CO2 液滴観測の成功により、CO2 液滴溶解モデルを確認できた。なお、上記ｐH
分布観測技術の開発によって、プルームモデルの検証までには至っていないが、CO2
プルームの観測に目途は得た。これらの成果については、査読付英文誌４報他にま
とめた。
なお、本研究項目に関する内外の開発状況を考慮して、Moving Ship 方式の曳航パ
イプにおける VIV（渦励振）破壊の評価、年間 5,000 万トンを海洋隔離するケースス
タディを新たな目標に設定し、水槽実験による流体力測定および３次元非線形有限
要素法によってモデル計算上 VIV が起こらないこと、隔離想定海域へ 5,000 万トン
の海洋隔離を実施しても予測無影響濃度以下になること等の成果を得て、それぞれ
目標を達成した。
以上、いずれの課題においても研究開発成果を国際レベルの学術論文として発表
でき、特に環境影響評価技術の開発では論文特集としてまとめて成果を発表できた
ことから、当初の目標を概ね達成したといえる。また、GHGT-8 の海洋隔離のセッシ
ョンでの海外の発表と比較すると、海洋隔離を総合的に研究しているのは本事業の
みであり、全体として本事業の現時点における成果のレベルは世界の最高水準にあ
ると判断される。
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②

事業効果（フェーズ１）
本事業の目標は海洋隔離に関する環境影響評価技術の開発と、気候変動枠組み条

約やロンドン条約等の国際的枠組みにおける温暖化対策技術としての明確な認知獲
得、および国内における社会的合意形成のための技術開発を行なうことである。そ
のため、平成 14 年度〜平成 18 年度では、CO2 海洋隔離能力の技術評価、環境影響
評価技術の開発、CO2 希釈技術開発等を行うこととし、CO2 海洋隔離技術の適用に際
し、将来必要とされる国際的・社会的な認知の獲得に欠かせない環境影響予測技術
等の確立を目指し、下記の事業効果を得た。
・CO2 海洋隔離能力の技術評価
海洋の CO2 隔離量は大気中 CO2 安定化濃度が 550ppm の場合 1,600Gt-C と極めて大
きいことを算出でき、隔離期間は安定化濃度を超えて大気へ戻ることはなく実用上
「数千年以上」であること等を明らかにすることができた。これらの成果は査読付
英文誌にまとめられ、IPCC 特別報告書「CO2 回収・貯留」（2005 年）の第６章「海
洋貯留」において引用された。その結果、海洋隔離の CO2 隔離量が極めて大きく、
CO2 削減に有用な技術になる可能性があるとの認知を得ることに寄与した。また、
海洋中深層への CO2 隔離によって海洋表層の酸性化を抑止できることを全球モデル
のシミュレーションによって示したことは、今後、海洋隔離のメリットを説明する
上で有用な情報になると期待できる。
・環境影響評価技術の開発
隔離想定海域の物理的・化学的環境環境の把握、深海生態系の把握、深海生物へ
の CO2 影響、生物影響モデルの構築等の成果を得た。これらの成果は、2003 年に開
催 し た 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ - Advances in Biological Research for CO2 Ocean
Sequestration -において国内外の研究者の評価を受け、日本海洋学会の Journal of
Oceanography の特別セクションに査読付論文 7 編として掲載された。また、これら
の論文は、IPCC 特別報告書「CO2 回収・貯留」（2005 年）の第６章「海洋貯留」に
おいて引用され、海洋生物への CO2 固有の影響を種々の観点から基礎的に明らかに
した点で寄与した。また、本研究の成果は、2004 年に開催された UNESCO の The
Ocean in a High-CO2 World Symposium において、海洋表層における高 CO2 化による海
洋生物への影響に関する議論へ寄与した。さらに、ロンドン条約議定書における海
底下地中貯留の承認審議に対応して審議された海洋汚染防止法改正において、海底
からの CO2 リークによる海洋環境への影響が検討され、その過程で本研究成果が多
数引用されて法案成立に寄与した。平成 17 年度に実施したノルウェーNIVA 研究所
とのベンチックチャンバーを用いる海底群集生物への CO2 暴露実験は、海底からの
CO2 リークによる海洋環境への影響研究にも寄与するとして評価を受けている。以
上、本研究は、海洋隔離に伴う海洋生物への影響を基礎的に明らかにしただけでな
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く、生物影響が少ないことを急性影響モデルによって示し、かつ、長期影響評価に
必要な生態系モデル構築に目途を付けたことを考慮すると、海洋隔離を実適用する
に必要な方法論の基礎を作った点で今後の事業化推進にとって効果があった。
上記のような環境影響評価技術の開発成果に対する課題と今後の進め方について
以下にまとめる。深海の生態系は、従来、表層の季節変動等の影響を受けず比較的
安定していると考えられていたが、本調査あるいは他の研究により表層の環境変動
が短期間に深層へ影響していることが明らかにされつつある。したがって、深海生
態系の把握とモデル開発は、季節変動・年変動を考慮するためにさらに継続したデ
ータ収集が必要である。また、深海生態系とその高 CO2 影響は、基礎研究の段階か
ら取組む必要があり、関連する他の研究と密接な連携をすることによって、生態系
のモデル化による解析が可能になるとともに、化学物質のリスクアセスメント等を
応用した新技術の開発も期待される。急性影響については、急性影響モデルを構築
できたので、さらに生物分類群や生物種別の影響メカニズム、生物多様性への影響、
世代交代を含む慢性影響等を考慮した一層普遍的かつ高度な技術開発にチャレンジ
することにより所期の目標である CO2 の生物影響予測技術開発の達成を目指す。ま
た、これらの知見に基づき、より長期にわたる生態系への影響解明を目指す。以上
の取り組みを継続することにより、最終目標である海洋隔離による環境影響予測技
術の開発を達成することが可能と考える。
・CO2 希釈技術開発
CO2 液滴サイズの制御条件把握による初期希釈率 6 万倍の基礎技術確立、曳航式
観測システム開発によるマリアナ海域の CO2 プルーム観測の成功、CO2 放出装置の
要素技術開発、数 100m〜100km の中規模海域と数 1,000km の広域海域における CO2
挙動予測モデルの改良等で成果を得た。これらの成果は、温室効果ガス抑制国際会
議 GHGT-8（2006 年）他において発表され、Moving Ship 方式による海洋隔離が可能
であることをアピールできた。また、年間 5,000 万トンの CO2 を海洋隔離するケー
ススタディの結果は、海洋隔離が実適用規模で実現可能なことを示すとともに、深
海生物への影響を無視できるレベルにまで低くできることを示した。この成果は、
今後、海洋隔離の実現可能性を説明する上で説得力のある情報提供になると期待で
きる。
上記のような CO2 希釈技術の開発成果に対する課題と今後の進め方について以下
にまとめる。CO2 放出ノズルや希釈促進技術等の要素技術開発によって、環境影響
を最小限に抑えるために必要と考えられる希釈倍率 30 万倍〜40 万倍を達成できる
ことが期待される。自然流出 CO2 液滴観察の結果から、液滴上昇および溶解の現象
を考慮した放出点近傍の CO2 液滴分布予測モデル、さらに液滴溶解後の CO2 が溶解
した海水の 2 次希釈による CO2 分布予測モデルの精度向上が期待される。モニタリ
ング技術の高精度化により、ナチュラルアナログの熱水 CO2 プルームの拡散状況の
計測に成功したことは、今後の法令化の際のアセスメントガイドライン作成におい
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て、その成果の活用が期待できる。ケーススタディは、個々の研究間の適合性の検
証やカバーできていない課題の発見と課題の明確化に有用であり、本開発技術の事
業イメージを明確にすることから、本技術の実現性を強く社会にアピールできる点
において、今後のパブリックアウトリーチいおいて、その活用が大いに期待できる。
以上の取り組みを継続するとともに、CO2 挙動予測技術を強化することにより、最
終目標である「環境影響を可能な限り低く押さえることができる希釈技術の開発と
その実現可能性の確認」を達成することが可能と考える。
以上、海洋隔離の技術評価ではその有用性を明らかにでき、環境影響評価技術の
開発では CO2 の海洋生物へ与える影響のレベルを明らかにでき、CO2 希釈技術の開
発ではその実現可能性を明らかにできた。これらの成果によって、海洋隔離の理解
促進に必要な科学的知見の蓄積を進めることができた。このような情報の発信によ
って、IPCC 特別報告書の中では海洋隔離が CO2 削減技術のオプションの 1 つとして
認知された。今回の成果は、さらに実海域実験実施の承認を得る上で有用な情報提
供になり、実海域実験による環境影響評価技術の確立を経て、海洋隔離の実適用へ
進展すると期待できる。海洋隔離は現時点では研究開発段階にあるとの認知しか得
ていないが、今後、環境影響評価技術の開発を継続して国際的・社会的認知を高め
ることによって海洋隔離に対する信頼性を構築できれば、地球温暖化対策技術とし
ての実適用へ進展すると期待できるので、本事業はその過程の基礎を作った点で事
業効果があった。

表３−２−１
要素技術
(1)CO2 海洋隔
離能力の技術
評価

フェーズ１の目標に対する成果・達成度（H14〜H18 年度）

目標・指標
目標 1-1：CO2 隔離能力の技術評価
これまでに蓄積された科学的知見
や開発されたモデルをもとに、海
洋中層に放出された CO2 の挙動を
把握し、有効な隔離量・隔離期間
を明らかにする。
指標 1-1：
・大気中 CO2 安定化濃度に対応した
隔離量の算出
・海洋中深層に希釈溶解した CO2 の
隔離期間の算出
・成果を査読付き英文誌の論文１件以
上にまとめる
目標 1-2：CO2 隔離効果の経済評価
海洋隔離実施の有無により生じる
経済性を定量的に把握する。
指標 1-2：
・金額＄/t- CO2 による経済的便益の
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成果
達成度
○成果論文を査読付き英文誌の１ 達成
件にまとめた。日本地球化学会英
文誌 Geochemical Journal に受理。
･ 大気 CO2 安定化濃度別の海洋 CO2
隔離量を算出でき、所期の目標を
達成できた。
･ 隔離期間の検討により、海洋から
大気への正味のリーク量がゼロに
なる CO2 注入量を明らかにでき、
所期の目標を達成できた。

○成果論文を査読付き英文誌およ
び査読付き和文誌各１件にまとめ
たほか、国際会議での口頭発表も
行なった。
･海洋隔離実施による地球温暖化影

達成

要素技術

目標・指標
成果
達成度
響の回避効果の経済的便益を計算
算出
できるモデルを開発し所期の目的
・成果を査読付き英文誌の論文１件以
を達成した。
上にまとめる
目標 1-3：国際法上の位置付けの検討 ○実海域実験の許認可取得プロセ 達成
スの調査、国際法上の合意と国内
ロンドン条約および気候変動枠組
の社会的合意を得るための調査を
み条約等における CO2 海洋隔離の
実施し、目標に沿った成果を得て
位置づけを明らかにする。
いる。
指標 1-3：
・日本の EEZ 内で実海域実験を行う ･日本の EEZ 内での実海域実験の許
認可取得プロセスを調査し、科学
に必要な許認可プロセスの調査
的実験に関しては特に許認可申請
・国際法上の合意と国内の社会的合
の必要がないことを確認した。
意を得るための調査および活動
･IPCC 特別報告書作成、CSLF、ロン
ドン条約等の会合に参加し、海外
動向および海洋隔離について調査
した。
(2)環境影響評 目標 2-1：海洋環境調査
○予定した各年 1 回の隔離想定海域 達成
の観測航海を計画通りに実施し、
海洋隔離想定海域において海洋環
価技術の開発
目 標に沿 ったデ ータが蓄 積され
境調査を実施する。また、自然界
た。
に存在する CO2 放出地点における
生物影響調査のため、当該地点の ・500m 以浅において水温や塩分の
経年変化を確認。
物理的・化学的データの蓄積を行
・水深 2,000m における潮汐周期等
う。
を観測。
指標 2-1：
・流速場、炭酸系物質濃度等の観測と ・中深層における全炭酸の濃度変動
を確認、目標に沿ったデータ蓄積
生物試料の採取
を行なった。
・季節年変動の把握、CO2 分布予測モ
・中深層における全炭酸の濃度変動
デルへの反映
が、pH で約 0.1〜0.2 の変動である
・隔離想定海域の観測航海を 5 年間に
ことから、希釈溶解する CO2 の数
各年 1 回実施
10 時間後の希釈目標として 30〜40
万倍が必要と推測できた。
○予定した各年 1 回の生物現存量解 達成
目標 2-2：深海生態系の把握
析、および前半に計 7 回、後半に
海洋隔離想定海域内に生息する生
計 3 回の食物連鎖構造推定の試料
物群集の把握とその生息環境の把
握を目的として、生物種・生物量、 採集と解析を実施し、目標に沿っ
た成果を得た。
季節変動等の調査を実施する。調
査 対 象 と し て マ イ ク ロ ネ ク ト ン ・植物プランクトンと動物プランク
（数 cm 以下のエビ、小型魚類等） トンの種類と量の年変動を確認。
・採取した中深層の生物を種類別に
についても検討する。
指標 2-2：
同位体比分析した結果、中深層に
・生物現存量の把握、食物連鎖構造の
おける食物連鎖構造をほぼ推定で
推定
きた。
・物理化学環境と生物現存量の関係解 ・いずれも生態系への CO2 影響を予
析、生態系モデルへの反映
測するのに有用であると期待でき
・隔離想定海域の生物現存量解析を 5
る。
年間に各年 1 回実施、食物連鎖構造
推定の試料採集と解析を前半 3 年
間に 7 回実施
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要素技術

(3)CO2 希釈技
術の開発

目標・指標
目標 2-3：生物影響調査
室内実験、および現場生物を用い
た船上実験等により海洋隔離想定
海域における海洋生物への CO2 影
響調査を実施する。また、自然界に
存在する CO2 放出地点を対象に放
出点近傍における生物調査を実施
し、生物に対す CO2 の影響を把握
する。
指標 2-3：
・急性致死影響濃度の把握、CO2 影響
生理メカニズムの解明、深海底生
物群集への影響推定
・非定常環境による CO2 影響、およ
び深海生物への CO2 影響推定の精
度向上
・室内実験と船上実験を其々、前半 3
年間で 30 種と 8 条件、後半 2 年間
で 15 種と 4 条件について実施
目標 2-4：生物影響モデルの構築
CO2 濃度予測モデル計算結果およ
び生物影響に関する研究成果をも
とに生物影響モデルを構築し、想
定海域において海洋隔離を実施し
た際の生物影響を予測する。
指標 2-4：
・急性影響モデルの構築、鉛直一次元
生態系モデルの構築、生物影響国
際ワークショップ開催
・急性影響モデルおよび生態系モデル
の高度化、国際共同研究の推進
・生物影響モデルの開発成果を査読付
き論文 1 件以上にまとめる

成果
達成度
○予定した前半 3 年度における 30 達成
種の室内実験と 12 条件の船上実
験、および後半 2 年間で 15 種の
室内実験と 9 条件の船上実験を計
画通りに実施し、目標に沿った成
果を得ている。
・エビやマダコでは CO2 影響が体液
の酸塩基平衡調節機能によって
左右される可能性を見出した。
・深海底生物群集への CO2 影響実験
では生物間の相互関係、バクテリ
アでは種によって CO2 影響が異
なること等を見出した。
・CO2 濃度を非定常にした場合急性
致死影響濃度が変化することを
見出した。

○生物影響モデルの開発成果を査
読付き英文誌の論文 2 件にまと
めた。
・急性影響モデルによる試算を行っ
た。
・Moving Ship 方式で CO2 を希釈す
る場合、船速が 4 ノットであれば
CO2 放出後約 2.5 時間における CO2
濃度の増加分は中深層生物の CO2
に対する予測無影響濃度（PNEC：
560µatm）以下になり、カイアシ類
等への CO2 の急性影響をほとんど
無視できることが分かった。
・急性致死影響に関して精密なデー
タ収集と斬新なシミュレーション
手法により、現時点における世界
最高水準の予測技術を開発した。
・炭素循環に基づく鉛直一次元生態
系モデルの基本型を作成した。
・生態系影響に関する調査・実験に
着手し、長期影響予測技術の開発
にも目処を得た。
・上記の成果は生物影響国際ワーク
ショップの開催、英文誌での特集
により海外へアピールした。
目標 3-1：CO2 放出装置の要素開発
○ 計画通りの小型要素試験装置 4
これまでの開発技術をベースに
件を含む計 10 件の装置を製作
CO2 放出ノズルをはじめとする小
し、実験によるデータ収集を実施
した。
型要素試験装置を製作・改良する。
○ 査読付き論文が 5 件、その他論文
指標 3-1：
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達成

達成

達成

要素技術

目標・指標
成果
達成度
2 件にまとめた。また 17 件の口
・初期希釈率 6 万倍のノズルおよび試
頭発表をした。
験装置の改良やその実験確認
・希釈促進技術、pH 分布観測技術、 ･初期希釈率 6 万倍を達成するため
CO2 投入技術、スプレー法等の検
の基礎技術をほぼ確立した。
･CO2 放出ノズルに関して、高圧容器
討
・目標を達成するための指標として、 による海洋中深層模擬環境内で放
最終目標 5 件の小型要素試験装置
出実験を実施し、CO2 液滴サイズ
を製作しデータ収集を行う
制御条件を把握した。
・要素開発に関する成果を論文として ･希釈促進技術、pH 分布観測技術等
4 件以上にまとめる
の開発や、CO2 投入技術の机上検
討、液滴法とスプレー法の比較検
討、パイプ曳航実験等により、要
素技術に関する知見を得た。
○研究成果を、査読付き英文誌に 4 達成
目標 3-2：CO2 分布予測モデル改良
件、その他論文 4 件にまとめた。
これまでの開発技術をベースに、
また 41 件の口頭発表をした。
海洋隔離想定海域における CO2 の
挙動予測が可能となるようモデル ･数 100m〜100km の中規模範囲の
CO2 希釈挙動を計算できるように
を改良し、CO2 挙動把握の精度向上
を図るとともに、実規模相当の毎
モデルを改良した。
秒 100〜150kg/s の CO2 放出を想定 ･ 地 球 シ ミ ュ レ ー タ を 用 い る 数
1,000km の広域モデルの開発に目
したシミュレーションを実施す
途をつけることができた。
る。
･沖縄トラフ自然流出 CO2 液滴観測
指標 3-2：
・CO2 挙動予測の精度向上
の成功により、CO2 液滴溶解モデ
・実規模相当の CO2 放出を想定した
ルを確認できた。
・モニタリング技術の高精度化によ
シミュレーション
り 、ナチ ュラル アナログ の熱水
・モデルの実験による確認
CO2 プルームの拡散状況の計測に
・目標達成の指標として、CO2 挙動モ
デルの改良と CO2 放出想定のシミ
成功した。
ュレーションに関する成果論文を ・5,000 万トンのを隔離想定海域で
海洋隔離するケーススタディを実
各１件以上にまとめる
施し、CO2 濃度が予測無影響濃度
以下になる目途を得た。
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（２）フェーズ２目標達成度（平成 19〜20 年度）
① 計画と比較した目標の達成度（フェーズ２）
平成 21 年度の本評価時点においては、平成 20 年度までに達成すべく計画した目
標は概ね達成していると考えられる。
本フェーズ２の事業に先行して実施した事業（平成 14〜18 年度）では、「CO2 海
洋隔離に必要な環境影響予測技術の開発」を目標とし、CO2 海洋隔離能力の技術評
価、環境影響予測技術の開発、および、CO2 希釈技術の開発のそれぞれの目標が達
成された。本フェーズ２（平成 19〜23 年度）では、
「海洋隔離技術の動向調査」、
「CO2
隔離に伴う生物影響評価」、および、「海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価」の３
つの課題に対してそれぞれ目標を設定し、これらの課題に取り組んできた。しかし、
第１章 1-1 節において述べたように、平成 21 年度に本事業を「二酸化炭素地中貯留
技術研究開発」と統合し、「二酸化炭素貯留隔離技術研究開発」事業にすることで、
海洋隔離技術の研究開発は実質的に終了したので、本節の「フェーズ２目標達成度」
においては、平成 20 年度までの目標達成度について述べる。なお、個別技術の目標
ごとにその達成度を表３

２−２にまとめた。

海洋隔離技術の動向調査では海洋隔離技術の動向を把握しつつ次フェーズへ向け
た基盤を構築するため、理解促進基盤の構築、国際ネットワーク等の構築を目標に
した。ホームページの更新／WEB フォーラムの企画／シンポジウムの企画では、平
成 20 年度までに RITE の海洋隔離ホームページを全面的な更新、WEB フォーラムの
データベースシステムの設計および開発、および、学会におけるシンポジウムの企
画・開催４件等を実施し、次フェーズへ向けた基盤の構築を進めた。ただし、WEB
フォーラムの企画については、その運用には至っていない。また、国際ネットワー
クの構築では、ロンドン条約科学会合において海洋生物に対する海洋酸性化の影響
について本事業の成果を紹介し、出席者から評価された。ただし、国際ネットワー
ク構築までには至っていない。
CO2 隔離に伴う生物影響評価では長期影響や多様性への影響等を考慮した生態系
モデルの構築、実海域データ収集によるモデル構築の準備、CO2 影響が不確かと思
われる点の払拭等を目的に、生物影響評価手法の開発、実海域生物影響評価データ
の収集、深海生物の CO2 影響研究等を目標にした。その結果、平成 20 年度までに、
CO2 注入による隔離想定海域の深海生態系への影響評価モデルの構築への目途付け、
浮遊生物への CO2 影響データを収集する閉鎖系実験装置（ペラジックチャンバー）
の開発、深海生物への CO2 影響に係る食物連鎖や多様性に関する知見の獲得等を実
施し、CO2 隔離による生物影響評価手法の開発を進展させた。ただし、深海生態系
モデルによる長期影響予測、ペラジックチャンバーによる中深層生物の CO2 影響実
験、深海生物に対する CO2 影響実験については、本格的な計算および実験の実施を、
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H21 年度以降に計画していたため、未実施である。
海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価では CO2 の海洋中挙動の予測や大気中 CO2
削減への寄与解明による国際的社会的合意形成、および、海洋隔離の有効性評価に
よる次フェーズ海洋実験の基盤整備と理解促進のために、CO2 挙動の観測・予測技
術の開発と海洋隔離の可能性評価を目標にした。その結果、平成 20 年度までに、曳
航式観測システムを一歩進めた AUV（自走式観測装置）を用いる観測の実施、中規
模海洋モデルの開発、全球 BOX モデルによる CO2 海洋隔離予測計算手法のデータ作
成と計算シナリオの作成、小規模海洋実験システムの機器配置検討、CO2 海洋隔離
コストの検討等の成果を得た。ただし、天然 CO2 発生海域における CO2 挙動予測モ
デルの検証と全球炭素循環予測計算は、H21 年度以降実施の計画であり、未実施で
ある。
以上、いずれの課題においても研究開発成果を国際レベルの学会や学術論文に発
表したことから、平成 20 年度までの当初の目標を概ね達成したといえる。また、こ
の間、GHGT-9 の海洋隔離のセッションでの海外の発表と比較すると、海洋隔離技術
の研究開発を総合的に進展させたのは本事業のみであると判断される。
②

事業効果（フェーズ２）
本事業の目標は CO2 海洋隔離技術の適用に際し将来必要とされる国際的・社会的

な認知の獲得に欠かせない環境影響予測技術の確立であるが、とくにフェーズ２と
しては、国内外の科学者の海洋隔離に対する理解獲得へ向けた技術の開発、成果の
発信、知見の集積等を目的に、海洋隔離技術の動向調査、CO2 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を目指し、下記の事業効果を得た。
海洋隔離技術の動向調査では RITE の海洋隔離ホームページの更新によって国内
外から海洋隔離に関心を持ってもらうことができ企業の技術広報誌から取材を受け
る効果もあった。シンポジウムの企画では KOBE-TECHNO-OCEAN’08 などの学会に
おける海洋隔離に関わる特別講演会などを４件開催し、毎回約 100 近い参加者へ海
洋隔離の現状を正しく紹介することができた。また、ロンドン条約科学会合におけ
る「海洋生物に対する海洋酸性化の影響」の紹介は、大気中 CO2 濃度の増大によっ
て海洋表層生物が酸性化の影響を受けることを示し、海洋の中深層へ CO2 隔離する
ことのメリットを示唆した点で、海洋隔離に対する理解者を増やしたと期待できる。
なお、国際会議の場における海洋への鉄散布実験是非の動向調査は、将来 CO2 海洋
隔離実験を実施する場合の国際的な反応を正しく予測するために有用な情報を与え
てくれた。
CO2 隔離に伴う生物影響評価では、表層生態系と中深層生態系を結合した生態系
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モデルを開発したことによって隔離想定海域における生物現存量の鉛直分布の再現
ができたので、将来の実海域実験に必要な生態系モデルの基本が構築できた。また、
ペラジックチャンバーの開発によって中深層海洋生物への CO2 影響をその場で観測
できる実験の準備が整い、予備実験によって CO2 影響のデータ収集ができた。さら
に、中深層生物のカイアシ類の捕食構造に表層性粒子が関与していることの推定、
CO2 が沈降粒子の凝集に寄与していることの解析、深海バクテリアの遺伝子解析技
術の開発による多様性への CO2 影響解析等は、生物への CO2 影響が不確かと思われ
る点の払拭に新たな研究成果を提供することになり、海洋隔離に対する国際的・社
会的な認知の獲得に少なからず寄与したと考えられる。
海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価では CO2 観測技術や CO2 挙動予測モデルの
開発によって、海洋隔離実験において CO2 観測や CO2 挙動の予測が確実に実施でき
る見込みを与えた。また、全球モデルの開発や海洋隔離のケーススタディは海洋隔
離による大気中 CO2 削減の可能性を評価する手法の構築に進展が見られた。
以上、いずれの課題においても目標達成の基礎となる成果を平成 20 年度までに上
げることができた。これらの成果によって、フェーズ２の目的である国内外の科学
者の海洋隔離に対する理解獲得へ向けた技術の開発、成果の発信、知見の集積等に
とって当初の２年間として十分な成果を挙げたため、事業効果があったといえる。
ただし、平成 21 年度で実質的に事業を中断することになったので、これまでの事業
効果は、今後、本事業が再開されるまで保留されることになる。なお、平成 21 年度
から統合された CO2 貯留隔離技術研究開発事業においては、主に海底下 CO2 地中貯
留の技術開発における CO2 の万が一に予想される CO2 漏出による海洋への CO2 影響
の研究開発に、本事業の成果は大いに寄与し、CCS の事業化にとっては確実な効果
を提供したといえる。
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表３−２−２

フェーズ２の目標に対する成果・達成度（H19〜H23 年度）
（H20 年度終了時）

要素技術
目標・指標
成果
(1) 海 洋 隔 目標 1-1： 理解促進基盤の整備
○ホームページの更新など海洋隔離に対
海洋隔離プロジェクトの成果を する理解促進を図った。
離技術の
情報発信することにより、海洋 ・RITE の海洋隔離ホームページを全面的
動向調査
に更新し、海洋隔離に関する解説、研究
隔離に対する理解促進を図る。
成果、国内外動向情報を提供した。
指標 1-1：
・研究者による意見交換が可能な Web フォ
・ホームページの更新
ーラムシステムと海洋データベースシス
・WEB フォーラムの企画
テムの設計および開発を実施した。ただ
・シンポジウムの企画
し、その運用には至っていない。
・KOBE-TECHNO-OCEAN'08 などの学会に
おける海洋隔離に関わるシンポジウムの
企画・開催 4 件を推進した。
目標 1-2：国際ネットワーク等の構 ○海洋隔離実験への合意を得るための情
築
報発信・課題把握を行ったが、国際ネッ
国際的な場において海洋隔離お トワーク構築までには至っていない。
よび海洋実験に対する合意を得 ・ロンドン条約科学会合サイエンスデー
SG31 において研究成果「海洋生物に対
るべく情報発信をするほか、そ
の課題を把握する。
する海洋酸性化の影響」を報告し、出席
指標 1-2：
者から評価された。
・ロンドン条約科学会合への技術 ・Second Symposium on The Ocean in a HighCO2 World ほかの国際学会で情報交換
成果紹介
・国際的な情報交換
を行った。
・実海域実験へ向けての課題調査 ・ドイツ他が実施した鉄散布海洋実験実施
・国際的社会的合意形成の課題調
の課題を検討した。
・ロンドン条約、生物多様性条約における
査
海洋肥沃化実験への法的規制議論を調査
し、海洋隔離実験の課題を検討した。
(2)CO2 隔 目標 2-1：生物影響評価手法の開発 ○生態系モデルを改良し、CO2 注入による
離 に 伴 う 深海生態系モデルを構築し隔離 隔離想定海域深海生態系への影響を評価
生 物 影 響 想定海域の生物への急性影響予 する技術に目途をつけた。
評価
測と長期影響予測ができる技術 ・表層生態系との結合モデルを開発し、中
深層の動物プランクトンの現存量を概
を開発する。
ね再現でき、隔離想定海域における現存
指標 2-1：
量の鉛直分布再現や、動物プランクトン
・深海生態系モデルの高精度化
の日周鉛直運動の役割解明等ができた。
・ 隔 離 想 定 海 域 の 生 物影 響 評 価
（H21〜H23 年度の計画）
・ 隔 離 想 定 海 域 の 長 期影 響 予 測
（H21〜H23 年度の計画）
目標 2-2：実海域生物影響データの ○浮遊性生物への CO2 影響データを収集
収集
する閉鎖系実験装置（ペラジックチャン
生態系モデルを構築するために バー）を開発した。
必要な CO2 影響データを収集す ・ペラジックチャンバーを用いて、実験装
置のテスト海域における海洋浮遊生物に
るための閉鎖系実験装置開発と
海洋における影響実験を行なう。 対する CO2 の影響予備実験を行った。
指標 2-2：
・閉鎖系 CO2 影響実験装置の開発
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達成度
一部達成

一部達成

一部達成

一部達成

要素技術

(3) 海 洋 中
CO2 挙 動
予測と隔
離可能性
評価

目標・指標
成果
・中深層生物のその場観察（H21
〜H23 年度の計画）
・中深層生物の CO2 影響実験（H21
〜H23 年度の計画）
目標 2-3：深海生物の CO2 影響研究 ○深海生物への CO2 影響について食物連
深海生態系モデルの重要なフレ 鎖や多様性に関する新たな知見を得た。
ームになる食物連鎖構造や沈降 ・カイアシ類の捕食構造解析を行い、表層
フラックスの研究を行なうとと
性粒子を上層で摂餌し下層へ移動して
もに、深海生物の多様性に対する
いるという仮説を支持する結果を得た。
CO2 影響の研究を行なう。
また、二酸化炭素の沈降粒子束への影響
についても解析し、H21 年度以降の研究
指標 2-3：
課題を明らかにした。
・深海生態系研究（カイアシ類ほ
・分子微生物学的手法を用いて脱窒活性に
か）
・深海生物に対する CO2 影響研究 かかわる遺伝子の多様性への CO2 の影響
を把握した。また、模擬深海影響下(高圧
下)における深海生物の CO2 影響実験や、
深海微生物群集に対する脱窒関連遺伝子
検出技術の適用性について新たな知見を
得た。
目標 3-1：CO2 挙動の観測・予測技 ○曳航式 CO2 観測システムのテスト海域
術の開発
として選択した鹿児島湾の CO2 分布を観
Moving Ship 方式の CO2 放出技術 測したほか、CO2 の中規模から大規模海
に加え曳航式 CO2 観測システム 洋モデルの改良をいった。
の開発と CO2 挙動予測モデルの ・CO2 の自噴が確認されている鹿児島湾若
開発を行ない海洋隔離の実施形
尊カルデラにおいて、各種化学センサを
態を想定した有効性を評価する。 取り付けた AUV を用いる海洋観測を実
指標 3-1：
CO2 の鉛直２次元分布を観測した。
施し、
・曳航式観測ｼｽﾃﾑ開発
・中規模海洋モデル開発では 102km オーダ
・CO2 挙動予測ﾓﾃﾞﾙの開発
ーのモデルを開発、広域海洋モデル開発
・
（天然 CO2 発生海域における予測
では海洋大循環オフラインモデルを用
モデルの検証は H21 年度以降の
いて注入 CO2 の鉛直配分最適化を行っ
計画）
た。
目標 3-2：海洋隔離の可能性評価 ○全球モデルによる海洋隔離の予測計算
全地球規模で海洋隔離を実施す のデータ作成を行ったほか、小規模海洋
る場合の CO2 挙動を予測すると 実験システムの設計と大規模海洋隔離の
ともに、海洋隔離の種々のケース ケーススタディを行った。
スタディを行なうことによって ・全球 BOX モデルによる CO2 海洋隔離予
海洋隔離による温室効果ガス削
測計算手法の開発として BOX モデル開
減の可能性を評価する。
発と計算に使用するデータ作成、計算シ
指標 3-2：
ナリオの検討を実施した。
・全球ﾓﾃﾞﾙによる海洋隔離予測（全 ・小規模海洋実験システム検討では、曳航
球炭素循環予測計算は H21 年度
方式による小型 CO2 放出実験装置につい
以降の計画）
て機器配置の検討を行い、配置図を作成
・海洋隔離のケーススタディ
した。また、CO2 海洋隔離コスト検討で
は、年間回収量 7,500 万トン（フェーズ 1
では 5,000 万トン）のケーススタディと、
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。
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達成度

一部達成

一部達成

一部達成

４．事業化、波及効果
４−１

事業化の見通し

当初本事業で描かれた海洋隔離の事業化とは大規模排出源から回収される CO2 を
海洋中深層へ隔離することを実現することであり、本章では、その最終目標達成へ
向けての本事業の成果の妥当性を評価する。また、海洋隔離実現に必要な各要素技
術の完成度についても、その妥当性を評価する。さらに、要素技術の他分野での応
用の可能性についても評価する。
事業化へ向けての成果：海洋隔離の最終目標実現へ向けての H18 年度計画時点に
おけるロードマップでは、IPCC 等における気候変動対策技術としての認知獲得の段
階、科学者レベルでの海洋隔離に対する認知の段階、実規模実海域実験に対する国
際的・社会的認知の獲得の段階、そして、ロンドン条約等の国際的合意の段階を踏
む必要がある。それぞれ、平成 18 年度（2006 年度）、平成 23 年度（2011 年度）、平
成 28 年度（2016 年度）、平成 32 年度頃（2020 年度頃）と見込んでいる（表４−１
−１参照）。このロードマップに照らし合わせて、H18 年度末におけるフェーズ１の
成果は事業化へ向けて妥当な成果を挙げている。また、H20 年度末における成果も
フェーズ２の中間時点であるが、事業化へ向けての妥当な成果を挙げている。
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表４−１−１
必要性

現状

海洋隔離の事業化へ向けてのロードマップ（H18 年度計画時点）
達成目標

課題

・大まかなシミュレー CCS 技術としての生き
大規模排
ションにより、海洋 残り
出源から
中 深 層 へ の 希 釈の （IPCC 等で対策技術
の CO2 の
有効性を示した。 として認知）
海 洋 中 深 ・中深層生物への急性 ・日本近海の海洋隔離
層への希
影響を明らかにし、 想 定 海 域 に お け る
釈・隔離
CO2 海洋隔離の有効
無 影 響 濃 度 を 定時
を実現す
性を示す。
した。
る。
・長期生物影響評価の
・無影響濃度以下に希
ため生態系影響モデ
釈 す る 放 出 技 術の
ルを開発する。
基礎を実証した。
・Moving Ship 法による
・CO2 放出技術を高圧
海洋隔離の実現可能
容 器 実 験 で 確 認し
性を明らかにする。
た。
科学者レベルでの認知
・海外との共同実験や
情報交換によって国
際ネットワークを拡
大する。
・生物影響について、
慢性影響実験のデー
タをもとに予測無影
響濃度の精度をレベ
ル１へ近づける等、
長期影響モデルの高
度化を図る。
・海洋中深層への希釈
の有効性を、大気へ
の還元、表層濃度の
変化により科学的に
明らかにする。
実規模実海域実験に対
する国際的・社会的理
解の獲得

（H18 年度時点）
・隔離想定海域の経年変化に (ﾌｪｰｽﾞ 1)
関する観測データ取得、お H18 年度
よび、生物試料の採取等。 (2006)
・パイプ曳航技術、CO2 挙動
予測モデル等希釈技術の
まとめ。
・CO2 観測技術開発の航海実
験。
・国際ネットワーク構築の提
案。

（H19〜23 年度時点予測）
・海洋科学等国際的サイエン （ﾌｪｰｽﾞ 2）
ス分野への研究成果の情 H23 年度
(2011)
報発信。
・天然 CO2 排出源を用いた生
物影響実験の実施と、模擬
生態系海洋実験技術の開
発等。
・シミュレーションに必要
な、実海域海洋科学事件の
実施と、モニタリング技術
の開発等。

（H24〜28 年度時点予測）
・小規模海洋実験による
・希釈技術の確認
・生物影響モデルの検証
・CO2 挙動予測モデルの検
証。
・研究成果の情報発信。
ロンドン条約等の国際 （H29〜32 年度時点予測）
・国際的本格実証
的合意
・モニタリングによる順応的
管理技術の整備
・本格実施のための放出船等
の開発
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達成時期

(ﾌｪｰｽﾞ 3)
H28 年度
（2016）

（ﾌｪｰｽﾞ 4）
H32 年度
以降
（2020）

（１）フェーズ１における事業化見通し（平成 14〜18 年度）
平成 18 年度（2006 年度）までに、日本近海の海洋隔離想定海域における海洋隔離
の有効性を示すこと、長期生物影響評価のための生態系影響モデルを開発すること、
Moving Ship 方式海洋隔離の実現性をあきらかにすることを目標に、技術開発を行っ
た結果、海洋隔離の CO2 隔離量や隔離期間を試算することによって有効性を示した
ほか、中深層海洋生物への CO2 急性影響モデルを開発することによって CO2 無影響
濃度を提示できるようになった。また、CO2 液滴の高圧容器内放出実験によって CO2
無影響濃度以下に希釈できる可能性を基礎的に確認できるようになった。これらの
成果によって IPCC 特別報告書「CO2 回収・貯留」において海洋隔離は地中貯留技術
と併記され、CO2 貯留技術の 1 つとして認知された。
次のフェーズ２の段階では、科学者レベルでの認知を達成目標としており、その
ためのフェーズ２の課題としては、海洋科学等の国際的サイエンス分野への研究成
果の情報発信、模擬生態系海洋実験技術の開発、シミュレーションに必要なモニタ
リング技術の開発等がある。H18 年度までの本事業の成果は、これらの課題に応え、
次の段階の目標を達成するための基盤を築いたといえるため、マクロなロードマッ
プ上では海洋隔離の事業化へ向けて妥当な成果を得ている。
フェーズ１における要素技術の完成度：上記のごとく海洋隔離の実証的研究は着
実に進んでいるが、国際的環境は海洋隔離をすぐにも着手できる状況にはなってい
ないため（後述する「５章（5）変化への対応」を参照）、ロンドン条約の場等で理
解促進を図るとともに、韓国等の海洋隔離に関心を持っている国との連携を深めつ
つ、海洋隔離の有効性を実証すべく科学的知見の集積を図ることが事業化へ向けて
の進め方として重要である。そのような観点から海洋隔離実現に必要な各要素技術
の完成度を評価すると、以下のような状況にある。
①CO2 海洋隔離能力の技術評価
本要素技術開発では、海洋の CO2 隔離能力と隔離効果の技術評価／経済評価の手
法開発を行った。
CO2 隔離能力と隔離効果の技術評価に関しては、海洋の CO2 隔離ポテンシャルの
推定と、海洋隔離実施にともなう大気中 CO2 の長期変動を予測可能とするために、
地球化学的プロセスが再現可能な大気−海洋−陸域マルチボックスモデルを用い計
算できるようになった。
CO2 海洋隔離技術の経済評価に関しては、大気中の CO2 増加にともなう地球温暖
化影響を海洋隔離技術により回避した場合の経済的便益を試算できるようにした。
また、海洋隔離のコストについては本事業で実施した年間 5,000 万トンのケーススタ
ディにおいて個別サイトにおける海洋隔離のコスト試算を実施した。
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②環境影響評価技術の開発
本技術の開発では、実海域調査・実験および室内実験によるデータ蓄積を図り、
これらに基づいて急性致死影響予測モデルの開発と生態系影響予測モデルの構築を
行った。
急性致死影響予測モデルに関しては、CO2 希釈挙動のシミュレーションが可能に
なり予測無影響濃度以下になることを試算できるようになった。

生態系影響予測

に関しては、中深層の生態系モデルの基本形を構築できた。その結果、表層の環境
変動が短期間に深層へ影響していることが明らかにされてきた。
③CO2 希釈技術の開発
本技術開発では、CO2 放出装置の要素技術開発と CO2 挙動予測モデルの改良を実
施した。
放出ノズルの開発に関しては、大型高圧容器を用いた実験によって Moving Ship
方式の初期希釈率 6 万倍を達成する条件をほぼ把握できた。また、送り込みパイプ
技術に関しては、曳航時の挙動を机上検討することによって、曳航時のパイプの固
有振動、パイプに生じる応力、パイプの傾斜、パイプ形状と限界曳航速度などの関
係が明らかになり、安全性が確認された。
CO2 分布観測技術に関しては、沖縄トラフ自然放出海域において CO2 液滴の追跡
観察実験を行い、CO2 液滴の浮上速度や溶解速度などのデータを得ることができ、
CO2 希釈モデルの信頼性を確認できた。また、放出された CO2 プルームの希釈挙動
を観測するための曳航式観測システムを開発し、その有用性を確認した。
CO2 分布予測モデルの改良に関しては、海洋環境調査で得られた流動データ等を
用いてモデルの検証を行い、20km〜100km 四方の中規模海域の CO2 分布予測が可能
なモデルを構築できた。数 1,000km スケールの CO2 の広域挙動を把握するために、
地球シミュレータを用いて水平解像度 1/10 度格子の CO2 分布予測モデルを構築でき
た。
フェーズ１における他分野への応用：最後に、要素技術の他分野での応用の可能
性について評価する。本事業で開発された CO2 大気海洋平衡全球モデルは、大気中
CO2 濃度の上昇によって危惧される海洋表層酸性化を予測することにも応用できる。
また、本事業の中で開発された急性影響評価モデルや生態系影響モデルは、海底
下 CO2 地中貯留において CO2 が海底へリークする場合の生物への影響を評価するこ
とにも応用できる。とくに、本事業で開発したベンチックチャンバーを用いる海底
群集生物への CO2 曝露実験の手法は、海底下 CO2 地中貯留のリークによる海底生物
への影響を評価する手法として期待される。さらに、中深層生物の安定同位体比測
定の手法は種々の生態系における食物連鎖構造を解析するために応用できる。
以上、フェーズ１における事業化へ向けての成果では、海洋隔離の有効性評価、
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生態系影響モデルの開発、Moving Ship 方式海洋隔離の実現性評価等によって、ロー
ドマップの第１段階である IPCC 等における気候変動対策技術としての認知獲得を
果たすことができた。また、要素技術の完成度では、大気−海洋−陸域マルチボッ
クスモデルの開発、急性致死影響予測モデルの開発、生態系影響予測モデルの構築、
初期希釈率 60,000 倍達成条件の把握、CO2 分布予測モデルの構築など、種々の成果
を挙げることができた。さらに、他分野への応用では、海洋表層酸性化の予測や、
海底下 CO2 地中貯留の環境影響評価への応用などで成果を挙げた。すなわち、これ
らの成果によって本事業の事業化は妥当に進展していると評価できる。

（２）フェーズ２における事業化見通し（平成 19〜20 年度）
フェーズ２の当面の課題としては、フェーズ１において残された以下の課題が考
えられた。
フェーズ１の①CO2 海洋隔離能力の技術評価では、生態系モデルが組み込まれた
３次元モデルの開発が必要であるほか、5,000 万トンのケーススタディについては
種々のケースについて具体的なコスト評価をする必要がある。
フェーズ１の②環境影響評価技術の開発では、予測無影響濃度の基準値算定には
さらに信頼性の向上が必要である。また、生物の急性致死影響予測は、生物影響の
メカニズムにまで踏み込んだ知見を蓄積することによって、より普遍的な予測技術
の開発へ進める必要がある。さらに、中深層生態系モデルと海洋表層の生態系モデ
ルとの連結や３次元化が必要である。一方、深海生態系の CO2 影響については、微
生物ループとそれに引き続く高次食物連鎖構造、世代交代を考慮した長期慢性影響
の組み込み、さらに生物多様性の解明等、基礎研究の段階から取組まなければなら
ない問題も多い。このため、関連する海洋学、海洋生物学、水産学等の研究との連
携を推進する必要がある。また、沿岸生態系を対象とした化学物質リスクアセスメ
ントの分野で開発が進んでいるアセスメント手法との連携を通じて、海洋生態系の
予測管理手法の開発が必要である。
フェーズ１の③CO2 希釈技術の開発では、CO2 拡散促進技術についての開発が課題
として残っている。また、実用化のためには、実規模スケールのパイプ曳航試験に
より検証する必要がある。なお、CO2 分布観測技術に関しては、CO2 プルームの形状
を観測し、CO2 分布予測モデルの精度向上を図る必要がある。CO2 分布予測モデルの
改良に関しては、海洋観測による検証が課題として残っている。
フェーズ２の段階では科学者レベルでの認知を達成目標としており、情報交換や
共同研究等によって国際的なネットワークを構築すること、海洋生物への慢性影響
データをもとに生態系影響モデルを用いて高精度な長期影響予測の可能性を示すこ
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と、海洋中深層への希釈が海洋表層の酸性化抑制など気候変動対策技術としての有
効性をシミュレーションによって示すこと等の課題解決を計画した。その結果、ホ
ームページの更新やロンドン条約科学会合における海洋生物影響研究成果の発表等
の成果、生態系モデルの改良や浮遊性生物 CO2 影響閉鎖系実験装置開発や深海生物
の食物連鎖および多様性の知見取得等の成果、曳航式 CO2 観測システムの開発や大
規模海洋モデルの改良等の成果を得た。これらの成果では、本事業の達成時期が H23
年度であるため、事業化の見通しを十分に付けているとは言えないが、各年度にお
ける事業化へのステップを着実に進めたと評価できる。
フェーズ２における要素技術の完成度：上記のごとく科学者レベルでの認知の達
成は着実に進んでいるが、国際的環境は海洋隔離をすぐにも着手できる状況にはな
っていないため（後述参照、５章（5）変化への対応）、ロンドン条約の場等で海洋
隔離実験への理解が獲得できる方向へ向かって、海洋隔離技術の動向調査、CO2 隔
離に伴う生物影響評価、および、海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価を図ること
が事業化へ向けての進め方として重要である。そのような観点から海洋隔離実現に
必要な各要素技術の完成度を評価すると、以下のような状況にある。
①海洋隔離技術の動向調査
ホームページの更新は逐次行うべきものであり、今後も海洋隔離の理解促進を進
める場合には継続が必要である。
WEB フォーラムの企画はデータベースシステムの設計まではできたが、まだ、運
用はされていない。しかし、このシステムは運用できる状況になっており、海洋隔
離に関心を持つ国内外の人に最新情報を発信し種々の意見交換が必要な段階になれ
ば実用に供することができるので、平成 20 年度における完成度としては十分なもの
である。
シンポジウムの企画については企画・開催４件の実績があり、企画・開催の手順
は定着している。
②CO2 隔離に伴う生物影響評価
深海生態系モデルの高精度化は表層生態系との結合モデル開発によって長期影響
予測への見通しを得ているが、隔離想定海域の CO2 による生物影響評価や長期影響
予測を実施するまでには至っていない。しかし、これらの課題は平成 21 年度以降に
計画されているものであり、平成 20 年度においては計画通りの完成度を得ている。
閉鎖系 CO2 影響実験装置の開発は計画通り成果を上げているが、中深層生物のそ
の場観察や CO2 影響実験は平成 21 年度以降に計画されているものであり、平成 20
年度においては計画通りの完成度を得ている。
深海生態系の研究や深海生物への CO2 影響研究はカイアシ類の捕食構造解析、CO2
の沈降粒子束への影響解析、脱窒素活性遺伝子の多様性への CO2 影響把握、高圧下
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深海生物への CO2 影響実験、脱窒素関連遺伝子への CO2 影響検出技術開発等におい
て CO2 の生物影響に関する知見の不確実さを補完するのに成果を上げた。ただし、
深海生態系や深海生物への CO2 影響研究に関わる科学的関心には際限がないので、
海洋隔離実験の候補になる調査テーマに限定すれば、当面の知見獲得に手がかりを
得たという点で平成 20 年度時点の完成度は計画通りと評価できる。
③海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価
曳航式観測システムの開発は AUV（自律型無人潜水機）の採用によって鹿児島湾
若尊カルデラの CO2 分布観測に成功し、中深層 CO2 分布観測技術を進歩させた。CO2
挙動予測モデルの開発では中規模モデルの改良や海洋大循環オフラインモデルの開
発などの成果を上げたが、海洋観測結果による検証は平成 21 年度以降の計画であり、
今後の課題として残っている。今後、海洋隔離実験への合意が得られ、海洋隔離実
験実施が現実的になった段階で、CO2 挙動の観測・予測技術の開発を再開する必要
がある。
全球モデルによる海洋隔離予測は全球 BOX モデルのデータ作成と計算シナリオ
の検討までは進展したが、シミュレーション計算を実施する段階にまでは至ってい
ない。これも、海洋隔離実験実施が現実的になった段階で再開する必要がある。
海洋隔離のケーススタディでは小型 CO2 放出実験装置の機器配置を検討したほか、
CO2 海洋隔離のコストを検討したが、海洋隔離の有効性評価によって海洋実験の基
盤整備や理解構築を図るには、さらに種々の観点からの海洋隔離の可能性評価が必
要である。
フェーズ２における他分野への応用：本事業のフェーズ２において得られた成果
の中で海洋隔離以外の他の分野へ応用が利くものとしては、閉鎖系 CO2 影響実験装
置がある。この装置は中深層海洋生物への CO2 影響を観測するのみでなく、海底下
CO2 地中貯留において海洋へ万が一に漏出する可能性がある CO2 による浅海生物へ
の影響評価にも活用できる。また、CO2 挙動観測技術や CO2 挙動予測技術も同様に
海底下 CO2 地中貯留の分野において活用できる。その他、WEB フォーラムシステム
は、CO2 地中貯留の理解促進を図る必要がある場合には、CO2 地中貯留の分野でも活
用できる。
以上、フェーズ２における事業化へ向けての成果では、海洋隔離技術の動向調査、
CO2 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によって、ロ
ードマップの第２段階である科学者レベルでの海洋隔離の認知獲得へ向けた基盤を
作ることができた。また、要素技術の完成度では、海洋隔離のホームページ更新、
海洋隔離のシンポジウム企画、表層生態系と結合した中深層生態系モデルの開発、
閉鎖系 CO2 影響実験装置の開発、深海生物の多様性への CO2 影響評価手法としての
分子微生物学的手法の開発等の成果を挙げることができた。さらに、他の分野への
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応用では、閉鎖系 CO2 影響実験装置が海底下 CO2 地中貯留の浅海生物への影響評価
にも活用できることなどで成果を挙げた。ただし、フェーズ２の事業が平成 20 年度
で実質的に終了したので、海外との共同実験や情報交換による国際ネットワークの
拡大までには至っていないし、生物影響では予測無影響濃度のレベルを１に近づけ
て長期影響モデルを高度化することも不十分な段階にあるほか、海洋中深層への
CO2 希釈の有効性を大気への環元（逆戻り）や海洋表層 CO2 濃度の抑制などのモデ
ル計算による科学的説明も不十分なままである。しかし、上記の成果は平成 20 年度
までの２年間の成果であり、開発期間を考慮すれば、フェーズ２の事業化は妥当に
進展したと評価できる。
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４−２

波及効果

（１）フェーズ１波及効果（平成 14〜18 年度）
フェーズ１の本事業によって得られたデータやシミュレーションモデルは下記の
ように 3 つの分野に波及効果を持つことが考えられる。
環境影響評価指針作成への波及効果：本事業の海洋隔離に伴う環境影響評価技術
の開発は、海洋隔離の有効性評価、海洋生物への CO2 影響予測技術の開発、CO2 希
釈技術の開発等に関する知見の蓄積によって海洋隔離の事業化を実現し、大気中
CO2 の削減を主目的にしている。しかし、その過程で蓄積される海洋環境に関する
データは、将来、作成されるであろう海洋隔離の環境影響評価指針の中で、海洋中
CO2 濃度を規制する環境基準の作成にも役立つことが考えられる。とくに、海洋中
深層の海洋生物に関する CO2 影響は従来ほとんんど調査されていないので、本事業
で取得されたデータは国際的な基準作成時には役に立つと考えられる。また、CO2
急性影響モデルや生態系影響モデルは CO2 海洋隔離を実施するときに必要な環境ア
セスメントには有用なツールになると期待できる。さらに、CO2 挙動予測モデルは
CO2 放出海域の選定には不可欠であり、海洋隔離の最適実施海域を選定確保する上
で重要なツールになる。
海洋表層酸性化抑止研究への波及効果：本事業の中で CO2 貯留や CO2 貯留期間を
試算するために開発された CO2 大気-海洋平衡全球モデルは、海洋表層の CO2 濃度の
試算にも役立つため、大気中 CO2 濃度の上昇によって危惧される海洋表層酸性化を
予測することにも利用できる。この全球モデルは、中深層へ CO2 を海洋隔離するこ
よによって海洋表層の酸性化を抑制できることを定量的に評価するために高精度化
を進めており、海洋表層酸性化の予測精度も向上すると期待できる。海洋表層の酸
性化は、大気中 CO2 の濃度上昇が温暖化による影響を地球に与えることとは独立に、
大気中の CO2 が直接海洋表層の CO2 濃度を上昇させ、海洋表層の生態系に重大な影
響を与えると考えられているため、今後、このような予測モデルの開発はますます
重要になる。すでに、ロンドン条約において海底下 CO2 地中貯留の承認を審議した
過程では、海洋の表層酸性化は海洋の汚染と理解され、それに対して、地中貯留は
海洋汚染の防止にとってメリットがあると判断され、海底下への CO2 貯留が承認さ
れた経緯がある。
海底下 CO2 地中貯留の環境影響評価への波及効果：本事業の中で海洋生物への CO2
の影響を評価するために開発された急性影響評価モデルや生態系影響モデル、およ
び、CO2 の海洋生物への影響データや影響メカニズムの知見等は、海底下 CO2 地中
貯留において CO2 が海底へリークする場合の生物への影響を評価することにも役立
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つ。とくに、本事業で開発したベンチックチャンバーを用いる海底群集生物への CO2
曝露実験の手法は、海底下 CO2 地中貯留のリークによる海底生物への影響を評価す
る手法として期待されており、すでに、ノルウェーの NIVA 研究所は本事業の中で
共同実験を実施し、この手法の地中貯留への活用に関心を示している。また、海底
下 CO2 地中貯留は比較的浅い沿岸部で実施されるが、従来の研究では CO2 影響を扱
ったものが少ないので、本事業の成果が有用な情報を提供すると期待できる。すで
に、ロンドン条約に対応した海洋汚染防止法の改正においては、海底下 CO2 地中貯
留のリークの影響を評価するために、本事業の成果が多数引用され活用された。具
体的には、
「CO2 が海洋生物に及ぼす影響に関する生物試験結果例」では本事業の 22
の図表が引用されたし、
「CO2 海底下地層貯留によって生じる可能性のある海洋環境
影 響 」で は本事業の急性影響モデルにおいて算出した予測無影響濃度 EpCO2
（500ppm）が採用された。今後も、海底下 CO2 地中貯留のサイト選定や許認可審査
が行われるときには、本事業の成果が活用されるものと予測される。

（２）フェーズ２波及効果（平成 19〜20 年度）
フェーズ２の本事業によって得られたデータやシミュレーションモデルはフェー
ズ１と同様の波及効果を持つと考えられる。さらに、本フェーズ２で開発された閉
鎖系 CO2 影響実験装置は下記のように海底下 CO2 地中貯留の環境影響評価への波及
効果を持つことが考えられる。
海底下 CO2 地中貯留の環境影響評価への波及効果：フェーズ１では、開発したベ
ンチックチャンバーを用いる海底群集生物への CO2 曝露実験の手法が、海底下 CO2
地中貯留のリークによる海底生物への影響を評価する手法として活用できる可能性
が期待されていることは前述した。フェーズ２では、開発したペラジックチャンバ
ーを用いる海洋浮遊生物への CO2 暴露実験の手法が、海底下 CO2 地中貯留の漏出に
よる海洋生物への影響を評価する手法として活用できる可能性が期待されている。
いずれも、中深層の海洋生物が対象ではなく、浅海の海洋生物への CO2 影響評価が
対象になるため、若干の条件調整は必要であるが基本的には開発した手法の適用が
可能である。海底下 CO2 地中貯留では約 1,000ｍ以下の地層に貯留された CO2 が海底
までリークしてきて海底生物へ影響する。さらに、リークが続けば浅海の海水中へ
CO2 は希釈・溶解し海洋生物へ影響する。これら海底生物や浅海海洋生物への CO2
暴露実験として開発装置は利用でき、海洋生物への CO2 影響のデータ収集に役立つ
と期待できる。従って、今回の技術開発は今後の海底下 CO2 地中貯留の安全性評価
技術開発の重要なツールになる。同様に、海底貯留方式（レイクタイプ）の海洋隔
離技術においても、海底の貯留域およびその周辺の海底生物に対する CO2 影響の事
前把握に役立つと期待できる。
98

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１

研究開発計画

（１）フェーズ１研究開発計画（平成 14〜18 年度）
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」は、NEDO の委託
を受けて実施された先行事業（平成 9 年度から平成 13 年度）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」の成果を引き継いで、平成 14 年度から RITE
が、国際的・社会的合意を目指した技術評価と環境影響評価技術の開発および CO2
希釈技術の開発を目標にして開始した計画である。環境影響評価技術の開発に当た
っては、日本近海で海洋隔離を実施するに適した海域を想定し、その海域における
海流や海洋生物のデータを収得するとともに、その海域における環境影響予測技術
の構築を目指して開発計画を立案した。当初の計画では海洋隔離想定海域において
海洋隔離実験を国際共同によって実施することを計画したが、先行事業において計
画されていたノルウェー海域における国際海洋隔離実験の認可が取り消しになった
ため、平成 14 年 9 月に計画を見直した。なお、平成 14 年度の計画立案に当たって
は平成 12 年度の先行事業の中間評価の結果を参考にした。また、平成 19 年度以降
の計画立案に当たっては平成 16 年度に行われた本事業の第１回中間評価の結果を参
考にして計画を見直した（その詳細については、後述する「５−５変化への対応」
の（１）を参照）。なお、各年度の実施計画は、CO2 海洋隔離技術委員会において審
議を得て実施した。
本事業を平成 14 年 9 月に見直したフェーズ１計画の研究項目は、（１）CO2 海洋
隔離能力の技術評価（当初計画では国際的・社会的合意の形成）、（２）環境影響評
価技術の開発、
（３）CO2 希釈技術の開発であり、本事業フェーズ１の計画について
は有識者による事前評価を得て立案された。
このうち第１のテーマでは、海洋の CO2 隔離能力と隔離効果の技術的な評価およ
び海洋隔離の経済評価を行い、その成果を国際法上の位置付けの検討結果と併せて
海洋隔離に対する国際的・社会的合意の獲得へ役立てることを計画した。とくに、
本フェーズ１計画の立案にあたって新規に取り入れた点は、大気中 CO2 の安定化濃
度を条件にした海洋隔離能力の評価と金額で示す経済性評価である。
第２のテーマでは、海洋環境の調査、深海生態系の把握、CO2 の生物影響調査、
CO2 の生物影響予測モデルの構築を行うことによって、CO2 の環境影響評価技術を開
発することを計画した。前半では急性影響モデルの開発を、後半では長期影響予測
のための生態系影響モデルの開発に重点を置いて運営した。とくに、本計画におい
て配慮した点は、隔離想定海域におけるデータの収集とその海域における環境影響
を予測する技術の開発である。
第３のテーマでは、CO2 を放出する要素技術の開発と放出 CO2 の分布予測モデル
の改良を行うことによって、CO2 希釈技術を開発することを計画した。前半では生
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物影響モデルや CO２希釈拡散モデルの前提となる初期希釈率達成の可能性について
の検証を優先し、後半では CO2 分布予測モデルの高度化や CO2 挙動観測技術の開発
を図る計画にした。とくに、本フェーズ１計画では、航走船舶方式の海洋隔離実証
試験へ向けて基礎的に詰めておくべき技術開発に重点をおいた。
以上の全体スケジュールと年度別予算推移を表５−１−１に示す。また、各開発
テーマの相互の関係を図５−１−１に示す。ここで、生物影響予測モデルの構築は、
CO2 分布予測モデルの改良をベースにして可能になるため、両者の連携を図って計
画を進めることとした。
本事業のフェーズ１では上記の３つのテーマを達成することによって、将来行う
環境影響予測技術開発の基礎を得る計画であった。さらに、その成果をもとに、実
海域における航走船舶方式の CO2 希釈溶解技術を開発するとともに、長期の環境影
響をモニタリングする技術開発と併せ、さらに国際的・社会的合意を得た上で、海
洋隔離の実証試験を行い、実用化に繋げる計画であった。
表 5−１−１「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」全体スケジュ
ールと年度別予算推移（平成 14〜18 年度）
年度
研究項目
年度別予算（百万円）
1. CO2 海洋隔離能力の技術
評価
(1) 海洋への CO2 隔離能力
と隔離効果の技術／経
済評価

平成
14 年度
429

平成
15 年度
297

平成
16 年度
342

平成
17 年度
280

平成
18 年度
288

本計画は
平成 14 年
9 月に見直
したもの
である。

(2) 国際法上の位置付けの
検討
2. 環境影響評価技術の開発
(1) 海洋環境調査

観測航海

(2) 深海生態系の把握
(3) 生物影響調査
(4) 生物影響予測モデルの
構築
3. CO2 希釈技術の開発
(1) CO2 放出装置の要素開発

備考
1,636

GHGT‑6

国際生物 WS

CO2 挙動観測

(2) CO2 分布予測モデル改良

100

GHGT‑7

GHGT‑8

CO 2 隔離能力の技術評価

国際的・社会的
合意の獲得

国際法上の
位置付け検討

CO 2隔離効果の経済評価
海洋環境調査
深海生態系の把握

環境影響評価
技術の開発

生物影響調査
生物影響予測モデル構築

CO 2 放出要素技術の開発

環
境
影
響
予
測
技
術
の
確
立

CO 2希釈技術
の開発

CO 2 分布予測モデル改良
本事業

図５−１−１

1/10規模
実海域実験
実規模
実海域実験
モニタリング
技術の開発
航走船舶方式
希釈溶解技術の
開発

海
洋
隔
離
技
術
の
実
用
化

本事業以降

要素技術の相互関係図

（２）フェーズ２研究開発計画（平成 19〜20 年度）
平成 19 年度以降の研究計画を、表５−１−２に示す。詳細は表５−１−３に示す
（ただし、テーマⅠとテーマⅢが上下に逆の配置になっている）。
平成 19 年度以降の計画立案に当たっては平成 16 年度のフェーズ１の中間評価の
結果を参考にした。また、平成 20 年度以降の計画立案に当たっては平成 19 年度に
行われた本事業の第 2 回中間評価の結果を参考にして計画を見直した（その詳細に
ついては、後述する「５−５

変化への対応」の（２）を参照）
。なお、各年度の実

施計画は、CO2 海洋隔離技術委員会において審議を得て実施した。
平成 19 年 4 月から継続された本事業のフェーズ 2 計画の研究項目は、（１）海洋
隔離技術の動向、（２）CO2 隔離に伴う生物影響評価、（３）海洋中 CO2 挙動予測と
隔離可能性評価であり、本事業フェーズ２の計画についてはフェーズ１の技術委員
会の意見を聞いて立案された。
このうち第１のテーマでは、理解促進基盤の整備と国際ネットワーク等の構築を
行ない、その成果を次フェーズにおけるサイエンス分野における理解獲得と国際共
同研究へ役立てることを計画した。とくに、本フェーズ２計画の立案にあたって新
規に取り入れた点は、前半では海外動向調査、WEB 調査手法の開発、後半では理解
度アンケート調査、国際ワークショップ開催、国際共同研究等である。
第２のテーマでは、生物影響手法の開発、実海域生物影響データの収集、深海生
物の CO2 影響研究を行なうことによって、CO2 の環境影響評価技術の開発にするこ
とを計画した。フェーズ２の全期間を通じて中深層生態系モデルの開発、生物影響
評価、深海生態系の研究、CO2 影響研究等であるが、前半では主にその場観察用ペ
ラジックチャンバーの開発を、後半では実験想定海域におけるペラジックチャンバ
ーを用いる海域実験や海外メンバーを加えた海洋観測に重点を置いて運営する計画
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とした。とくに、本計画における成果としては、次フェーズにおいて必要になる生
物影響予測手法の準備や、CO2 影響の生物学的知見の集積、および、将来の環境影
響評価指針案作成に必要な CO2 生物影響データの蓄積等を期待した。
第３のテーマでは、CO2 挙動の観測・予測技術の開発と海洋隔離の可能性評価を
行うことによって、次フェーズにおいて必要になる海洋隔離サイトの監視手法の開
発、実規模実海域実験の計画案作成、海洋隔離サイトの選定指針案作成、海洋隔離
の管理計画案作成等に寄与できるように計画した。前半では観測システムの開発、
日本近海における天然 CO2 発生海域の観測、CO2 挙動予測モデルの開発、海洋隔離
の実現可能性評価、全球予測モデルの開発等を優先し、後半では海外メンバーを加
えた天然 CO2 発生海域観測航海、実験候補海域を対象にした CO2 挙動予測計算等を
実施する計画にした。とくに、後半では海洋隔離サイトの監視指針案の作成、海洋
隔離候補サイトの評価に重点をおいた。
以上の全体スケジュールをまとめた表５−１−２には年度別予算推移を欄外に付
記した。また、詳細スケジュールの表５−１−３には、各開発テーマの相互の関係
を示したほか、平成 21 年度に予想される中間評価までに達成すべき中間成果と最終
成果を表の右端２列に示した。ただし、本フェーズ２は海洋隔離への理解獲得が進
まない可能性があるため、各年度毎で計画を見直して行くこととした。
本事業のフェーズ２では上記の３つのテーマを達成することによって、科学者レ
ベルの海洋隔離に対する正しい理解が得られるようにする計画とした。さらに、そ
の成果をもとに、実海域における航走船舶方式の CO2 希釈溶解技術を実証するとと
もに、長期の環境影響をモニタリングする技術開発と併せ、さらに国際的・社会的
合意を得た上で、海洋隔離の実証試験を行い、実用化に繋げる計画であった。
表５−１−２

フェーズ２(平成 19〜23 年度)の全体スケジュール

テーマ

I
海洋隔離技術
の動向調査

H19

H20

H21

H22

H23

Public Outreach実施

1.理解促進基盤の整備

国際的合意の課題調査

2 .国際ネットワーク等の構築

生態系モデル高精度化

1.生態系モデルの開発
1.生物影響
評価手法の開発

長期影響予測

2.隔離海域の生物影響評価

Ⅱ
CO2隔離に伴う
生物影響評価

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

1.生物影響海洋実験

その場観察用ﾍﾟﾗｼﾞｯｸﾁｬﾝﾊﾞｰシステムの開発
生物影響実験海域の観測

2.現存量調査

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サイエンス分野における
理解獲得
②国際共同研究の実施

③生物影響予測手法
④実験想定海域
⑤生物影響予測
⑥影響評価指針(案)
⑦生物影響観測手法の提示
⑧実験想定海域の特性データ
⑨実験想定海域その場観察
データ

カイアシ類の捕食構造解析

1.深海生態系の研究

⑩CO2影響の生物学的知見
多様性CO2影響実験

2.CO2影響の研究

III

最終成果

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

CO2挙動予測モデルの開発

⑪隔離サイト監視方法

海洋実験のケーススタディ

1.海洋隔離のケーススタディ
2.海洋隔離の
可能性評価

海洋中CO2安定化予測

2.全球モデルによる海洋隔離予測

（註）H19 年度予算：290 百万円、

H20 年度予算：100 百万円
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⑫実規模実海域実験の計画(案)
⑬隔離サイトの選定指針(案)
⑭海洋隔離の管理計画(案)

表５−１−３

各開発テーマの相互の関係
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５−２

研究開発実施者の実施体制・運営

本事業では、NEDO が実施した「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術
研究開発」の成果に基づいて、平成 14 年度から RITE が研究開発実施者になって、
CO2 海洋隔離能力の技術評価、環境影響評価技術の開発、および CO2 希釈技術の開
発を目標に進めており、下記に示す事業体制の下で運営している。以下、フェーズ
１とフェーズ２に分けて実施体制について述べる。

（１）フェーズ１実施体制・運営（平成 14〜18 年度）
①研究開発実施者の事業体制
NEDO が取りまとめを行った先行事業では、
「海洋調査および CO2 隔離能力評価技
術の開発」を（株）関西総合環境センター（現・環境総合テクノス、以下、KANSO）
が、「CO2 放流点周辺域の環境影響予測技術の開発」を RITE が再委託を受けて実施
した。本事業では、より集中的な研究の実施のため先行事業において「液体 CO2 の
放流時挙動の解明」、「海洋中層への CO2 送り込み希釈技術の研究」、「海洋生物への
CO2 影響室内実験」、「CO2 放流点周辺環境影響予測モデルの開発」、および「研究支
援調査」の開発実績があり、これらが本事業のフェーズ１でも中心的な開発課題に
なっていることから、RITE を取りまとめ機関とし、先行事業の参加機関の中で環境
影響評価技術開発と希釈技術開発に実績がある機関を加えて推進体制を作った。
環境影響評価技術の開発では、先行事業において海洋観測と海洋生物への CO2 影
響を研究した KANSO の実績を活用するとともに、CO2 希釈技術の開発ではフェー
ズ１において CO2 送り込み希釈技術の開発を RITE の分室として担当した三菱重工
業㈱長崎研究所の実績を活用して、両者に RITE の分室を設置する開発体制とした。
研究開発は実施者である RITE の研究者と、これら分室に派遣された研究者によって
行われている。また、大学以外の研究機関との委託・共同研究も RITE において統括
して行なう体制としている。
研究開発の実施計画とその進捗および成果については、外部有識者からなる技術
委員会（委員長：岡崎

健・東工大教授）による審議を受けている。研究開発体制

を図５−２−１に示す。
②研究開発実施者の運営
本事業の研究管理体制を表５−２−１に示す。
研究内容は全て技術委員会において審議を受け、研究開発の方向性決定、計画・
進捗管理の助言を受けている。本事業の技術委員会の委員には、学識経験者のみで
なく、海洋隔離を将来利用する可能性がある民間企業の意見も採り入れる観点から
中央電力協議会、および（社）日本鉄鋼連盟もメンバーとなって、外部委員の意見
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を聞きながら推進している。なお、委員会や分科会以外にも、随時ワーキンググル
ープを開催して、事業の中長期的な課題の検討、個別テーマの専門的な検討、分科
会間の情報交換等を行っている。
CO2 海洋隔離能力の技術評価に関しては、RITE の CO2 貯留研究グループが研究統
括をしている。環境影響評価技術の開発に関しては、環境影響評価技術分科会の下
で KANSO 分室が、協力先の研究を含めて研究統括をしている。CO2 希釈技術の開
発に関しては、希釈技術分科会の下で長崎分室が CO2 希釈要素技術の開発を研究統
括している。また、RITE 本部の研究や各委託先の間の研究連携と全体統括がプロジ
ェクトリーダーのもとで行なわれている。
なお、許認可プロセス検討委員会と有効性評価委員会は、その使命がそれぞれ終
わったので平成 14 年度、平成 16 年度の各年度末で終了することにした。

経済産業省
（METI)

委員会等
技術委員会
・希釈技術分科会
・環境影響評価技術分科会
（許認可プロセス検討委員会）*1
（有効性評価委員会）*2
（PO検討ワーキンググループ）*3
（ケーススタディ検討会）*4

（補助）
（財）地球環境産業技術研究機構
（RITE)
CO2 貯留研究グループ

CO2 海洋隔離プロジェクトリーダー
（委託）
・北海道大学
・東京大学
・東京工業大学
・京都大学
・長崎大学
・(独)産業技術総合研究所
・(財)電力中央研究所

図５−２−１

分室
長崎分室（三菱重工業㈱）
KANSO分室（㈱関西総合環境センター）*5
*1 : 平成14年度に設置
*2 : 平成15〜16年度に設置
*3 : 平成17〜18年度に設置
*4 : 平成18年度に設置

研究開発体制（平成 14〜18 年度）
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表５−２−１

研究管理体制（平成 14〜18 年度）

研究内容

研

１．
CO2 海 洋
隔離能力
の技術評
価

（国際的・社会的合意形成活動）研究統括：RITE 貯留研

３．
CO2 希 釈
技術の開
発

管

理

体

制

（許認可プロセス検討委員会）H14.4〜H15.3、産総研・赤井委員長
（有効性評価委員会）H15.4〜H17.3、東京大・山地委員長
（PO 検討ワーキンググループ）H17.5〜H18.5、東京大・佐藤主査
技術委員会︵東工大・岡崎委員長︶

２．
環境影響
評価技術
の開発

究

（ケーススタディ検討会）H18.８〜H19.2、RITE 長崎分室・尾崎コーディネータ
環境影響評価技術分科会（京都大・白山主査）
研究統括：KANSO 分室＜関西総合環境センター＞
本部研究：RITE 貯留研（深海生態系把握の研究：食物連鎖構造推定法の開発）
技術協力：京都大（生態系影響解明のための基礎的実験）
技術協力：長崎大（急性影響メカニズム解明：生理学的研究）
技術協力：近畿大（バクテリア影響解明のための基礎的研究）
技術協力：東海大（生態系モデル構築のための基礎的研究）
技術協力：産総研（物理・化学環境影響評価のための基礎調査）
技術協力：海生研（急性致死影響モデル高度化：生物実験）
委託研究：京都大（海洋生物の CO2 濃度変化に対する反応の地域間比較）
希釈技術分科会（東京大・佐藤主査）
研究統括：長崎分室＜三菱重工業＞
本部研究：RITE 貯留研（CO2 分布予測モデルの開発：地球シミュレータによる計算）
委託研究：東京大（CO2 希釈技術の開発、生物影響モデルの開発）
委託研究：東工大（CO2 希釈促進技術の開発）
委託研究：北海道大（CO2 挙動把握モデルの開発：粒子追跡法の改良）
委託研究：産総研（CO2 希釈技術開発のための基礎的研究）
委託研究：電中研（CO2 分布モデル改良のための観測技術開発：
CO2 分布観測技術改良、沖縄トラフ観測）

（註）CO2 海洋隔離技術委員会委員
委員長：岡崎 健 （東京工業大学 教授）
委員 ：白山義久 （京都大学 教授）環境影響評価技術分科会主査
委員 ：佐藤 徹 （東京大学 教授）CO2 希釈技術分科会主査
委員 ：中田喜三郎（東海大学 教授）
委員 ：平井秀一郎（東京工業大学 教授）
委員 ：佐原一弘 （中央電力協議会 事務局部長）
委員 ：弘田精二 （
（社）日本鉄鋼連盟 常務理事）
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（２）フェーズ２実施体制・運営（平成 19〜20 年度）
フェーズ２の要素技術はフェーズ１とほぼ同じであるため、研究開発制もほぼ同
じ体制とした（図５−２−２参照）。
平成 19 年度以降は、技術委員会（委員長：赤井 誠・産総研主幹研究員）の下に、
生物影響評価分科会（主査：白山義久・京都大教授）と CO2 挙動予測等分科会（主
査：佐藤

徹・東京大教授）を設置している。また、海洋隔離技術の動向調査およ

び両分科会の連携を図るため海洋隔離国際連携検討ワーキンググループ（主査：委
員長兼務）を技術委員会直轄の組織として設置している。このワーキンググループ
は海洋隔離の国際的な理解促進が進んでいない状況を調査し、どのような対策が必
要かを検討する場として重要な役割を果たした。
フェーズ２の研究実施体制は表５−２−２に示すようにした。フェーズ１においは
長崎分室を設置して CO2 希釈技術の研究開発を統括したが、フェーズ２では CO2 挙
動の観測や予測技術や生物影響評価技術に重点を置いたため、長崎分室を廃止し、
必要な CO2 希釈技術の開発は三菱重工へ委託研究した。
平成 19 年度からは、技術委員会、分科会、ワーキンググループは、いずれも年２
回の開催とし、研究の進捗状況や関連情報の紹介等は電子メールによる連絡を行な
うことで補完した。

経済産業省
（METI)
（補助）

委員会等
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

（財）地球環境産業技術研究機構
（RITE)
CO2 貯留研究グループ

CO2 海洋隔離プロジェクトリーダー
（委託）
・北海道大学
・東京大学
・東京工業大学
・京都大学
・長崎大学
・明治学院大学
・(独)産業技術総合研究所
・(財)電力中央研究所
・三菱重工業㈱

図５−２−２

（研究員派遣）
・KANSO分室（環境総合テクノス）

研究開発体制（平成 19〜20 年度）
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分室

表５−２−２
研究内容
１．
海洋隔離
技術の動
向調査

３．
海 洋 中
CO2 挙 動
予測と隔
離可能性
評価

研

究

管

理

体

制

（国際的・社会的合意形成活動）研究統括：RITE 貯留研
（海洋隔離国際連携検討ワーキンググループ）産総研・赤井主査
委託研究：東京大（CO2 海洋隔離に関するロンドン条約対応）
委託研究：明治学院大（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）
生物影響評価分科会（京都大・白山主査）
技術委員会︵産総研・赤井委員長︶

２．
CO2 隔 離
に伴う生
物影響評
価

研究管理体制（平成 19〜20 年度）

研究統括：KANSO 分室＜環境総合テクノス＞
本部研究：RITE 貯留研（食物連鎖構造推定法の開発）
分室研究：KANSO 分室（環境影響評価技術の開発）
技術協力：産総研（生態系影響解明のための基礎的実験）
技術協力：東海大（生態系モデル高度化のための基礎的研究）
委託研究：長崎大（高圧・低温環境下での魚類の CO2 影響実験）
委託研究：京都大（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）
委託研究：三菱重工（分子微生物学的手法による多様性解析）
：＊1
ＣＯ２挙動予測等分科会（東京大・佐藤主査）
研究統括：RITE 貯留研
本部研究：RITE 貯留研（全球 BOX モデルによる CO2 海洋隔離予測計算手法の開発）
委託研究：東京大（CO2 海洋隔離に関するケーススタディ計算）
委託研究：東京工業大学（CO2 液滴群の溶解・拡散挙動予測）＊1
委託研究：北海道大（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）
委託研究：産総研（CO2 の海水中への溶解・拡散に関する数値実験）
委託研究：電中研（ナチュラルアナログによる海洋中液体 CO2 挙動予測）
委託研究：電中研（海洋中 CO2 濃度の全球分析）＊1
委託研究：三菱重工（CO2 海洋隔離のケーススタディおよび統合モニタリング設計）＊1
委託研究：三菱重工（小規模海洋実験システム検討および CO2 海洋隔離コスト検討）＊
2
＊1：平成 19 年度のみ、＊2：平成 20 年度のみ

（註）CO2 海洋隔離技術委員会委員（平成 20 年度）
委員長：赤井 誠 （産業技術総合研究所 主幹研究員）
委員 ：佐藤 徹 （東京大学 教授）ＣＯ２挙動予測等分科会 主査
委員 ：平井秀一郎（東京工業大学 教授）
委員 ：白山 義久（京都大学 教授）生物影響評価分科会 主査
委員 ：中田喜三郎（東海大学 教授）
委員 ：原田 晃 （産業技術総合研究所 研究部門長）
委員 ：西尾 匡弘（産業技術総合研究所 グループ長）
委員 ：高見 佳宏（中央電力協議会 事務局部長）
委員 ：宮本 武史（日本鉄鋼連盟 常務理事）
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５−３

資金配分

（１）フェーズ１資金配分（平成 14〜18 年度）
本事業フェーズ１の資金配分実績を表５−３−１に示す。５年間の平均実績額で
みると、研究項目１の海洋隔離能力の技術評価は約 119 百万円、研究項目２の環境
影響評価技術の開発は約 144 百万円、研究項目３の CO2 希釈技術の開発は約 66 百万
円、計 328 百万円であった。
研究テーマ１の海洋隔離能力の技術評価に要した予算には、主に、海洋隔離の隔
離能力や経済評価研究費の約 40 百万円、国際法上の海洋隔離の位置づけに関する調
査費の約 30 百万円、CO2 希釈技術や CO2 観測技術等の基礎的研究を大学や研究機関
へ委託した研究費の約 40 百万円、その他委員会開催費等の約 10 百万円が含まれて
いる。
研究テーマ２の環境影響評価技術の開発に要した予算には、主に、海洋隔離想定
海域の海洋環境調査の約 15 百万円、深海生態系把握の約 60 百万円、生物影響調査
の約 50 百万円、生物影響予測モデル構築の約 20 百万円等を含んでいる。なお、深
海生態系把握には沖縄南東約 500km の隔離想定海域への観測航海を実施するための
傭船費約 35 百万円が含まれている。また、生物影響評価には、ベンチックチャンバ
ーを用いる海底群集生物の CO2 暴露実験に必要な機器の整備費約１0 百万円が含ま
れている。ただし、平成 14 年度は、初年度であったため、急性影響実験（約 50 百
万円）、海洋生物の同定（約 15 百万円）、生態系モデルの原型開発（約 10 百万円）
等の課題が多かったため、予算配分を増やした。
研究テーマ３の CO2 希釈技術の開発に要した予算は、主に、CO2 放出装置の要素
開発費である。なお、平成 14 年度には CO2 放出実験のための大型高圧実験装置の設
備費と借り上げの費用約 30 百万円含まれている。また、平成 16 年度には大型水槽
を用いたパイプ曳航実験費が約 10 百万円含まれている。
表５−３−１
年度
研究項目
1. CO2 海洋隔離能力の技術評価
(1) 海洋への CO2 隔離能力と
隔離効果の技術／経済評価
(2) 国際法上の位置付けの検討
2. 環境影響評価技術の開発
(1) 海洋環境調査
(2) 深海生態系の把握
(3) 生物影響調査
(4) 生物影響予測モデルの構築
3. CO2 希釈技術の開発
(1) CO2 放出装置の要素開発
(2) CO2 分布予測モデル改良
合計（百万円）

資金配分表（フェーズ１）

平成 14
年度

平成 15
年度

平成 16
年度

平成 17
年度

平成 18 年
度

140

109

141

98

105

216

141

138

118

108

73

50

66

64

75

429

300

345

280

288

109

備考
各年度実績額

総計：1,642

（２）フェーズ２資金配分（平成 19〜20 年度）
本事業フェーズ２の資金配分実績を表５−３−２に示す。要素技術別でみると、
研究項目１の海洋隔離技術の動向調査には、２年間の平均実績額でみると 43 百万円、
研究項目２の CO2 隔離に伴う生物影響評価には同 90 百万円、研究項目３の海洋中
CO2 挙動予測と隔離可能性評価には同 59 百万円を配分した。技術開発では研究項目
３より研究項目２に重点を置き、ロンドン条約等の場において国際的な理解をえる
ために研究項目１には通常の動向調査より予算配分を厚くした。
研究テーマ１の海洋隔離技術の動向調査に要した予算には、主に、曳航式 CO2 観
測システムの開発、天然 CO2 発生海域の観測、海洋隔離のケーススタディ等が含ま
れている。研究テーマ２の CO2 隔離に伴う生物影響評価に要した予算には、主に、
中深層生態系モデルの開発、その場観察用ペラジックチャンバーの開発、ペラジッ
クチャンバーのテスト海域における海洋実験等が含まれている。研究テーマ３の海
洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価に要した予算には、主に、海外動向調査、WEB
調査手法開発等が含まれている。
平成 19 年度以降の計画では、フェーズ１で実施した沖縄南東の隔離想定海域にお
いて毎年実施してきた海洋観測は一応のデータを収集できたことと、フェーズ２で
は、まず、新たにペラジックチャンバーを開発することにしたため、フェーズ２の
前半では新しい観測装置のテストを日本列島近海で実施することにして、費用の圧
縮を図った。また、フェーズ１で実施した CO2 希釈技術の大型高圧容器を用いる実
験は、当面必要な実験データを取得したため、フェーズ２では計画から外した。こ
れらの変更によって、平成 19 年度の予算額はフェーズ１の最終年度とほぼ同じ 290
百万円で計画した。しかし、平成 20 年度は予算が 100 百万円に大幅に減額になった
ため、研究項目３の CO2 挙動観測技術の開発予算を圧縮し、沖縄近海での海洋観測
を鹿児島湾内の天然 CO2 発生海域における研究に方針転換した。
上記の資金配分を行なった結果、フェーズ２の平均年間実績総額は計 192 百万円
になり、フェーズ１の平均年間 328 百万円と比較して約 60%弱に減った。
表５−３−２
年度
研究項目
1. 海洋隔離技術の動向調査
(1) 理解促進基盤の整備
(2) 国際ネットワーク等の構築
2. CO2 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 影響評価
3. 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
(2) 海洋隔離の可能性評価
合計（百万円）

資金配分表（フェーズ２）
平成 19
年度

平成 20
年度

平成 21
年度

平成 22
年度

平成 23
年度

63

23

T

T

T

122

59

T

T

T

102

16

T

T

T

287

98

T

T

T

110

備考
各年度実
績額

総計：385

５−４

費用対効果

（１）費用対効果のフェーズ１（平成 14〜18 年度）における検討結果
本事業の費用対効果としては、CO2 の大規模削減が可能で便益が大きいこと、他
の技術と比較してコスト優位であること、他の技術と比較して技術導入のモデル分
析上優位なこと、コスト低減により便益が増加する可能性があること等が考えられ
る。
大規模削減が可能なことによる便益：本事業で試算したように海洋隔離は隔離可
能量が大気中安定化濃度を 550ppm とした場合約 1,600Gt-C の CO2 を海洋の中深層へ
隔離できる。CO2 換算で 5 兆 8,700 億トンである。現在の世界で排出される年間 CO2
は約 6.1Gt-C、CO2 換算で 224 億トンに比較して約 262 年分に相当し、極めて大きな
便益が期待できる。地球温暖化影響の海洋隔離技術による回避効果の経済便益を単
位炭素隔離量あたりの金額($/t-CO2)で求めるために、経済性評価モデルを構築し、
550ppm 安定化条件における海洋隔離シナリオに対する経済便益計算を実施した。温
暖化対策を実施せずに経済成長した場合（BAU：Bussiness As Usual）の経済的損失
をベースに、海洋隔離によって大気中 CO2 濃度を 550ppm へ削減した場合の経済的
損失の減少を海洋隔離による経済的便益として試算した。その結果、経済効果を計
算する積算期間年数とその期間の金利の割引率により大きく異なるものの、海洋隔
離は長期的には数百$/t-CO2 オーダーの経済的便益をもたらし得ることが示唆された。
他の技術と比較してのコスト優位：海洋隔離のコストは、図５−４−１に示すよ
うに、地中貯留と比較して若干高くなると言われてきた。しかし、本事業で試算し
た年間 5,000 万トンの CO2 を沖縄南東 500km の隔離想定海域に海洋隔離するケース
スタディでは、海洋隔離のコストは初期コストが 7,287 億円、操業コストが 890 円/
ｔ- CO2、総コスト 2,493 円/t- CO2 である（図３−１−２０参照）。大規模排出源から
の CO2 回収コストと CO2 液化コストが別途必要であるが、海洋隔離の総コスト 2,493
円/t- CO2 は、地中貯留において図５−４−１とは別途新たに試算されている輸送と
圧入の合計コスト約 3,100 円/t- CO2（平成 18 年度地中貯留研究開発成果報告書）と
比較して優位である。ただし、海洋隔離は液化し一時的に貯蔵するためのコスト約
1,900 円/t- CO2 が加算されるので、地中貯留より全体のコストは高くなる。しかし、
海洋隔離は国内の３か所の石炭火力発電所から年間 5,000 万トンの CO2 を輸送船に
乗せて隔離想定海域に放出する条件であることに対して、ここで採用した地中貯留
の試算の条件では年間 100 万トンの CO2 削減を想定しているので、5,000 万トンの削
減には 50 件のプロジェクトを立ち上げる必要があり、かつ CO2 排出源から 20km 以
内に地中貯留できるサイトを確保できる条件に限られる。また、地中貯留では 50 箇
所のサイト選定に事前の地質調査や事業前・事業中・事業後の安全性評価を行う必
要があり、そのコスト上昇がある。すなわち、海洋隔離ではサイト選定が一度で済
111

むメリットがあり、安全性評価も隔離海域のモニタリングも地中の CO2 挙動モニタ
リングより実施しやすいメリットがあること等を考慮すると、我が国のような地理
的条件においては、海洋隔離の方が総合コストを比較した場合、地中貯留より費用
対効果が優位になる可能性がある。なお、我が国の排他的経済水域には上記の海洋
隔離想定海域とは別に同様の海域をあと 2~3 か所確保できる見込みである。

輸送
500
分離回収
4900

海洋隔離

液化貯蔵
1900

7,900円/t-CO2

圧入
200
分離回収
4900

地中貯留

0

2000

LNG複合発電、
化学吸収、LNG冷熱利用液化
船舶輸送（500km）の場合

圧入
640

探鉱コスト
追加掘削

輸送
1700

4000
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出典：平成４年度調査報告書（NEDO-P-9209） 「火力発電プラントからのCO2回収システムに関する調査（Ⅱ）」

図５−４−１

全体システムのコスト試算例

モデル分析上の優位：地球規模で各種 CO2 削減技術をどのような割合で実適用し
たら経済的かを試算したモデル分析「地球再生計画」（平成 7 年度〜平成 12 年度の
NEDO の調査事業）の結果によると、海洋隔離は 2050 年頃から導入し、2100 年には
CO2 削減必要量約年間 660 億トンの約 25％を海洋隔離によって削減することが世界
の削減コスト低減に貢献するとされている（図１−２−３参照）。また、同様に、我
が国における CO2 削減対策の経済性評価では、海洋隔離は CO2 制約が厳しいと 2020
年頃から実適用すると効果的であり、2050 年には削減量の約 30%を海洋隔離によっ
て削減する計画が最もコストを最小化するとの結果が報告されている（図５−４−
２左図参照）。ただし、その実現可能性にはさらに科学的知見の蓄積と国際的コンセ
ンサスの形成、および、コスト低減につながる技術開発が必要である。なお、CO2
制約が緩いと地中貯留の方が優位になる（図５−４−２右図参照）。しかし、将来、
海洋隔離が他の削減技術より費用対効果の面で優位になる可能性があるので、少な
くとも他の技術開発のリスクを補填するためのオプションとして技術開発する意議
は十分にある。
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坑井１本あたりのCO2圧入可能量

図５−４−２

Case A: 50 万トンCO2/year/well

日本の CO2 排出量と貯留量推移

コスト低減による便益の増加：コスト低減は海洋隔離の便益を増加する。とくに、
今後の技術開発によってコストを低減できる要素としては次の諸点が期待されてい
る。
・分離回収の費用としては排出ガスの条件によって異なるが、鉄鋼プラント等の高
濃度 CO2 の排ガスを処理する場合、吸収液の高性能化や低品位廃熱利用等で、約
5 年後には現状コストの半減を目指して開発が進められている。
・液化の費用は、コストが高い機械冷凍方式をやめ、近接工場等から安価な LNG 冷
熱源の入手が可能な排出源では、その熱源を利用することでコスト低減ができる。
・輸送費用は、より近い海洋隔離サイトを選択することでコスト低減ができる。
・海洋隔離の費用は、初期希釈率を大きくできれば放出速度を上げることができ、
それだけ航走船舶の費用を低くできる。初期希釈率を大きくするには CO2 放出の
幅を広げる技術開発や、曳航パイプの強度を上げて船速度を上げる方法などが考
えられる。
その他の便益：現在コスト試算に含めていない、短期・長期のモニタリングコス
ト、隔離サイトの選定コスト、隔離後のメインテナンスコスト、リスク対策コスト
等も含めて総合的に評価すると、地中貯留技術や、炭層貯留技術等他のオプション
と比較して、海洋の地理的条件に恵まれた日本では海洋隔離が有利になる可能性が
ある。とくに、モニタリングコストについては、Moving Ship 方式の海洋隔離では一
旦海洋へ放出された CO2 濃度は希釈されるのみであって、地中貯留のように高濃度
の CO2 を安全管理する必要がないため、その点では優位になる。
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（２）費用対効果のフェーズ２（平成 19〜20 年度）における検討結果
フェーズ２においても本事業の費用対効果について引き続き検討するため、海洋
隔離した CO2 の大気への還流量評価と、海洋隔離事業を事業化した規模におけるケ
ース・スタディーを行った。後者については、とくに、海洋隔離の LCA（ライフサ
イクルアセスメント）評価を行うため、CO2 の海上輸送・希釈放流システムについ
て、CO2 の１トン当たりのコストおよび追加的 CO2 発生量の試算を行った。
海洋隔離した CO2 の大気還流量評価：海洋隔離した CO2 は大気へ戻ってしまい費
用対効果が悪いのではないかとの議論がある。この点については、すでに、2002 年
に Mignore らの報告があり、その計算結果を見ると約 500 年間すると大気への還流
は少なくなる。約 200 年間で見ると注入した CO2 は約 70〜90％が海洋中に隔離され
たままであり、費用対効果はそれほど悪くない。本事業では平成 19 年度に日本近海
（北緯 45 度の北西太平洋海域）での大規模海洋隔離のケーススタディをもとに海洋
中に隔離される比率を求めた結果、GOSAC プロジェクトの結果の高い隔離比率と同
様であった（図３−１−３４）。この計算では、海洋のグリッドは約 10km と小さく
して計算しており、上下の対流が大きい海域であるにも拘わらず、大気への還流は
小さい。今後さらに詳細な検討が必要であるが、従来予測されていたより、費用対
効果がよくなる可能性がある。
海洋隔離の LCA 評価：CO2 の年間回収・放流量を 5,000 万トン、2,500 万トン、1,000
万トン、500 万トンに変更した場合について、かつ、サイトまでの輸送距離を 1,500km
から 1,000km、500km に変更した場合について、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）を計画し、システムの経済性と、追加的 CO2 量
の概略評価を実施した。CCS プロセスの中で検討した範囲は海洋隔離の場合の固有
のプロセスになる部分とした。すねわち、図５−４−３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５−４−３

ケーススタディの検討範囲

試算結果の中で、年間回収/放流量を変更した各ケースでコストが最も低減された
場合につき、追加的 CO2 発生量の試算を行った。結果を表５−４−１に示す。追加
的 CO2 発生量は、回収された CO2 量に対する割合(%)で示している。
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表５−４−１ 年間回収/放流量を変更した場合の追加的 CO2 発生量の比較
追加的
CO2 発生量

年間
回収量

放流
エリア

輸送/放流船
積載量

輸送船
隻数

放流船
隻数

最大陸上
貯蔵量

陸上
タンク数

5,000 万トン

333km

53,280 トン

20 隻

30 隻

797,136 トン

40 基

4.8%

2,500 万トン

333km

53,280 トン

10 隻

14 隻

556,356 トン

28 基

5.2%

1,000 万トン

333km

53,280 トン

6隻

6隻

174,090 トン

9基

4.1%

500 万トン

111km

26,640 トン

4隻

4隻

99,354 トン

5基

5.3%

(取扱量に対する%)

なお、年間回収量を変更した各ケースで、コストが最も低減された場合のコスト内
訳と追加的 CO2 発生量の内訳については、図５−４−４および図５−４−５に示す。
CO2 の追加的発生量の割合は、陸上タンクからの CO2 のボイルオフ、輸送船のエン
ジン排気および CO2 タンクのボイルオフ、放流船のエンジン排気、CO2 タンクのボ
イルオフおよび CO2 注入に必要な動力からの排気を対象にして求めた。追加的 CO2
発生量は、陸上タンクに貯留する CO2 量、輸送船によって輸送する CO2 量、および、
放流船によって海洋中深層へ注入する CO2 量のそれぞれの取扱量に対するものであ
る。いずれのケースでも追加的 CO2 量は 4.1％から 5.3%程度の増加である。
年間 5,000 万トン

年間 2,500 万トン
燃料費

燃料費
償却費

償却費
運転保守費

運転保守費

運転保守費

運転保守費

償却費

償却費
償却費

償却費
運転保守費

運転保守費
燃料費

燃料費

年間 1,000 万トン
燃料費

年間 500 万トン

燃料費

放流船
運転保守費

償却費
運転保守費

運転保守費

陸上タンク
償却費
運転保守費

償却費
償却費

償却費

償却費

輸送船
運転保守費

運転保守費
燃料費

燃料費

図５−４−４ 年間回収/放流量変更時のコスト内訳
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年間 5,000 万トン

年間 2,500 万トン

CO2注入
必要動力に伴う

陸上タンク

放流船
タンク
ボイルオフ

エンジン
排気

タンク
ボイルオフ
タンク
ボイルオフ
エンジン
排気

輸送船

年間 1,000 万トン

年間 500 万トン

図５−４−５ 年間回収/放流量変更時の追加的 CO2 内訳
また、年間回収量を 5,000 万トンの場合で、輸送距離を 500km、1,000km、1,500km
と 3 ケースについて追加的 CO2 量を求めた結果を表５−４−２に示す。500km まで
輸送距離が短くなると、追加的 CO2 量は 5,000km の場合の 4.76%から 3.36%まで減
少する。
表５−４−２

年間回収量 5,000 万トン,輸送距離 1,500km,1,000km,500km の
コストおよび追加的 CO2 発生量

積載量

53,280
トン

1,500
1,000

20
17

30
30

40
40

初期
コスト
億円
7,287
6,997

500

13

30

41

6,644

輸送
距離
(km)

輸送船 放流船 陸上
隻数
隻数 タンク
(隻)
(隻)
(基)

追加的
CO2 発生量

操業コスト

総コスト

円/ton-CO2
890
876

円/ ton-CO2
2,493
2,415

(取扱量に対する%)

872

2,333

3.36%

4.76%
4.04%

以上、本事業で想定している海洋隔離事業における CO2 の追加的発生量は約 3.3%
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から 5.3%の範囲にあることが分かり、追加的 CO2 増加量は海洋隔離の経済性を損な
うものではないことが明らかになった。
これらの条件で試算した海洋隔離のコストを、表４−５−３に示す。表中の太字
のケースが年間回収量 5,000 万トンの基準としたケースである。年間吸収量を 7,500
万トンのケースについても検討し、5,000 万トンのケースと比較した結果は本報告書
第３章の個別成果の中の表３−１−６に示した。5,000 万トンでも 7,500 万トンでも
それほど大きな差はなく、7,500 万トンの方が若干スケールメリットが見られた。最
後に、図４−５−６に年間回収量 5,000 万トンのコストと、代表的な CO2 分離・回
収および液化コストを示す。両者のコストを合わせると、新設石炭火力発電所から
の CO2 回収・液化・海洋隔離の Avoided Cost は、8,717 円/ton-CO2 であり、海洋隔離
の運転コストは 934 円/ton-CO2 であった。上記の LCA 評価およびコスト評価によっ
て、さらなるコスト低減は今後も必要であるが、海洋隔離は CO2 削減技術として十
分に費用対効果がると考えられる。
表５−４−３

年間回収量 5,000 万トンケースのコスト計算結果

（ “年間回収・放流量”をベースにした場合と“年間回収・放流量−追加的 CO2 発生
量”をベースにした場合）
輸送
距離
km

年間回収・放流量 ”年間回収・放流量
年回収量
をベースにした −追加的 CO2”をベ
輸送船
陸上
初期
に対する
場合
ースにした場合
放流船 輸送船 放流船
タンク コスト
追加的
積載量
操業
総
操業
総
CO2 量
コスト コスト コスト コスト
%
トン
隻
基
億円
円/ton-CO2

1,500

53,280

20

30

40

7287

890

2493

934

2617

4.76%

1,000

53,280

17

30

40

6997

876

2415

913

2517

4.04%

500

53,280

13

30

41

6644

872

2333

902

2414

3.36%

1,500

53,280

10

14

28

3776

919

2580

970

2723

5.25%

1,500

53,280

6

6

9

1684

932

2625

972

2736

4.05%

1,500

26,640

4

4

5

806

986

2688

1042

2840

5.34%

（註）太字は規準にしたケース。

大規模排出源
火力発電所等

参考

分離・回収
約4200円

陸上貯蔵

液化

単位：二酸化炭素１トン当たり

船輸送

中層放流

港湾積込、洋上積替を含む

参考

新設石炭火力 Avoided
H17地中貯留報告書

1900円

約7800円

H4年度NEDO

既設石炭火力改造 Avoided
H17地中貯留報告書

図５−４−６

海洋隔離工程

運用コスト
Capture 890円
Avoided 934円

総コスト
Capture 2493円
Avoided 2617円

償却率11%/年
約5％のCO2発生

年間回収量 5,000 万トンのコストと、代表的な CO2 分離・回収およ
び液化コスト
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５−５

変化への対応

（１）フェーズ１（平成 14〜18 年度）における変化対応
H14 年度に行なった海洋実験計画に関する計画の見直し、随時行なった国際的動
向・国内動向への対応、平成 16 年度に行なった中間評価結果に関する計画の見直し
について報告する。

①海洋実験に関する計画の見直し
本事業のフェーズ１の研究開発計画は２―１の（１）にその概要を示したように、
当初の基本計画においては環境影響評価の体系確立に必要な検討と並行して、日本
近海海域において実スケールの 1/10 規模での CO2 放出実験で拡散シミュレーション
の検証や生物影響に関するモデルとのマッチングデータの取得を計画していた。し
かし、ロンドン条約 96 年議定書の発効が近づいてきたことからも、実海域実験を行
うための生物影響に関する基礎的知見の不足に対する指摘から、実験とは言えその
実施が困難な情勢になってきたと判断した。したがって、本事業での実海域実験中
止と同時に、国際社会での条約上の位置付けの明確化や、それを達成するために必
要な基礎的知見を先行取得する事の重要性が再認識されたので、当初計画した 1/10
スケールの実海域実験により得ることができる知見、環境影響評価モデルとのマッ
チング、国際社会へのアピールという計画を、CO2 希釈拡散や生物影響評価に関す
る体系化に必要な知見の習得を先行させる計画に変更した。また、1/10 スケール実
海域実験で得る予定であったマッチングのためのデータを他の手法で得るため、小
規模スケールでの海洋実験や CO2 自然放出海底海域における観測や小規模実験によ
りカバーする計画とした。
上記の国際的な情勢の変化は、具体的にはノルウェー海域での海洋実験中止にお
いて顕著に現れた。平成 9 から 13 年度に実施された先行事業では、開発目標の１つ
として国際共同研究による実海域における CO2 海洋隔離実験が計画されていた。ノ
ルウェー実験は平成 13 年度計画を１年繰り越して実施することになったものであり、
本事業と平成 14 年度に並行して実施されることになった。ノルウェー実験はノルウ
ェー政府の許認可を得て計画されていたので、本事業の基本計画では、その実験が
実施されることを前提に計画された。しかし、ノルウェー実験の認可が平成 14 年 8
月にノルウェーの環境大臣によって撤回されたため、本事業のフェーズ１の基本計
画を見直すことになった。ノルウェー実験中止は海洋隔離の有効性が十分に認識さ
れていなかったことも一因と考えられるため、見直し基本計画では海洋隔離能力の
技術評価を追加することにした。最新の知見をもとに海洋隔離量の試算を行うとと
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もに、その成果をもとに海洋隔離の経済的評価を金額で示す試算を行うことを柱と
し、国際的・社会的合意の獲得を目指した国際法上の位置付けの検討を行って、こ
の情勢の変化に対応することにした。
また、上述のとおり CO2 希釈技術の開発では、当初計画した日本近海における本
格的海洋隔離実験の実施を延期することとし、要素技術の開発と日本近海における
放出 CO2 の挙動解析に重点をおくことに変更した。なお、環境影響評価技術の開発
計画では、実海域実験によるデータとモデルのマッチングに代えて室内実験やモデ
ルの開発に注力し、当初の目標をほぼ達成できるようにした。

②国際動向・国内動向への対応
以下のとおり、国際情勢の種々の状況変化に対して年度計画を変更して対応した。
(i) IPCC 特別報告書に関しては、平成 14 年 11 月 IPCC のワークショップで、「CO2
の分離回収・貯留に関する IPCC 特別報告書」の作成が承認された。この特別報
告書では、海洋隔離も地中貯留と同じ目次構成でまとめられることになったほか、
特別報告書のコーディネートオーサーやリードオーサーに日本の専門家が多く
参画することになった。それらの情勢変化を受けて、本事業では特別報告書の作
成を支援するとともに、最新の研究開発成果を査読付き論文として公表すること
によって特別報告書に採択されるように努力することを目標に加えた。また、我
が国の研究が先行している生物影響に関する成果を海外へ発信するために
「Workshop on Advaces in Biological Research for CO2 Ocean Sequestartion」の開催を
目標に加えた。これに伴い、平成 15 年 11 月には RITE 国際ワークショップを開
催し、その発表論文 13 報を Journal Oceanography の特集号へ掲載した。また、平
成 16 年 9 月の GHGT-7 の国際会議へは、生物影響、Moving Ship 技術、海洋中
CO2 挙動モデル、海洋隔離の経済性評価に関する 4 報を査読付き論文として発表
した。また、平成 18 年 6 月の GHGT-8 へも、7 報の口頭発表をした。
(ⅱ)国際共同研究に関しては、先行事業の国際共同研究体制がノルウェー実験の中止
によって平成 15 年 3 月に解散することになった。この情勢の変化を受けて、本
事業では生物影響に関する国際共同研究の可能性を探るべく、フェーズ１におい
ては、上記の RITE 国際ワークショップの開催や e-mail フォーラムの企画等を行
って先行事業で構築された人的ネットワークの活用を図っている。また、フェー
ズ１の平成 16〜18 年度には、ノルウェーの NIVA（ノルウェー水圏科学研究所）
と海底群集生物への CO2 暴露実験の共同研究を行なった。平成 17 年度にはベン
チックチャンバーをノルウェーのフィヨルド海域へ投入して実験を行なった。こ
の成果は、日本で得られている群集生物への CO2 影響がノルウェーの海底でも同
119

様に見られることを確認することに役だったほか、ノルウェーにおいては海底下
地中貯留の海洋への影響研究として高く評価された。
(ⅲ) CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum）に関して、フェーズ１の期間中の
平成 15 年 6 月に開催された第１回閣僚級会合において日本は、海洋隔離も CO2
隔離技術の１つとして認知すべきとの活動を行った。この過程で、RITE と NIVA
（ノルウェー水圏科学研究所）とで、上記の「海洋生態系へ及ぼす CO2 の影響に
関する共同研究」を締結した。また、米国 MBARI やブラジルのペトロブラス社
とも共同研究の可能性を探る交渉を実施した。さらに、平成 16 年には韓国から
海洋隔離技術調査団が RITE を訪問したこともあり、KORDI（韓国海洋研究院）
と共同研究する可能性も検討した。共同研究には至らなかったが、その後、韓国
においては海洋隔離の国家プロジェクトを立ち上げており、その過程で本事業の
研究成果が大いに寄与したものと思われる。なお、平成 19 年 8 月には、台湾の
核能研究所が RITE ほかを訪問し、海洋隔離について情報収集するとともに、共
同研究をしたいと提案してきた。これらの情報をもとに、国際連携のネットワー
ク構築を検討している。
(iv)海洋科学関連の学会に関しては、平成 16 年 5 月に開催された UNESCO の「The
Ocean in a High-CO2 World Symposium」において、地球温暖化による海洋への影
響(海洋の温度上昇による影響)とは別の視点から、大気中に増加した CO2 が自然
プロセスにより海洋の表層へ溶け込むことによる直接影響（海洋の CO2 濃度上昇
および酸性化による影響）が議論された。このことは、CO2 を中深層へ海洋隔離
することの有効性を海洋科学の分野と共同して議論する必要性が出てきたこと
を意味するため、この分野での国際的な共同研究も推進するように関連学会関係
者との情報交換に努めることにした。また、海洋への CO2 の影響は海域地中貯留
の実用化にともなって、海底における CO2 リークのリスク評価上必須な研究にな
りつつあるので、この分野でも国際的な共同研究の推進を行うように、その可能
性を探索することにした。

③ 平成 16 年度中間評価結果に対応した計画の見直し
平成 16 年度に実施された「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」
（平成 14 年度〜平成 16 年度）の中間評価結果の概要と、その際指摘を受けた検討
事項に関するその後の対策について以下に記す。
(i) 平成 16 年度中間評価結果の概要
産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会のプロジェクト評価（中間）報告
書の総合評価結果をそのまま記す。
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・ 総合評価
「地球温暖化を抑制するために、CO2 の大気中への排出抑制策として海洋の CO2
吸収能力の大きさを考慮した海洋隔離技術は、温暖化対策の有力な手段として評
価できる。CO2 の海洋隔離は、人類にとって必要になる可能性があり、そのため
温暖化対策技術の一つとして研究しておかなければならないものである。本事業
は、国際法等とも関連しており、国際的・社会的な認知および合意の取り付けが
必要なことから国主導で先行的に推進していくことは妥当である。他の方法に比
べて海洋生態系への影響がより少ないと考えられる溶解希釈型技術を選択し、海
洋隔離を実施するという目標は、大気中濃度の過度な上昇を回避するために妥当
である。研究開発の目標は明確で妥当であり、成果も得られていることから、目
標は概ね達成していると評価できる。今後、実用化に向けて、得られた成果の公
表、普及等を通じて、国際的枠組みや社会的合意を得られるよう努めていくこと
が重要である。」
次に、評価結果概要の中から指摘を受けた部分の抜粋と、評価検討会の提言、お
よび、評価小委員会のコメントを以下に示す。
・ 事業の目的・政策的位置づけ
「技術開発には時間を要し、また、海洋隔離の実施には国際法も関連し国際的・
社会的な認知および合意の取り付けが必要なことから、本事業は、民間が取り組
むよりは国が関与して主導的に推進することが妥当であり、本事業には社会的合
意形成の構築に果たすべき役割がある。」
・ 研究開発目標の妥当性・達成度
「実海域実験の前に、隔離能力技術評価、環境影響評価技術、CO2 希釈技術の開
発に取り組むことは妥当な判断である。目標も明確で、目標達成度を測定・判断
する指標もほぼ定量化され適切に設定されている。成果が得られており、目標は
概ね達成していると評価できる。社会的合意を得るためには、特に中深層生物へ
の急性致死影響を一層具体化し、生態系への影響について理解の得られるレベル
まで到達する必要がある。例えば、いくつかの生物種への影響だけではなく、複
雑な海洋生態系を考慮した広範なデータの蓄積が必要である。」
・ 研究開発マネジメントの妥当性
「生態系への影響評価については、もっと多くの炭酸系（海洋無機化学）や生態
系の専門家に参画をしてもらえるようにすると良い｡」、「国際的理解を得るため
にも国際協力の下でプロジェクトを運営する視点がほしい。国際ワークショップ
や学会での情報交換等一定の実績は挙げているものの、国際共同研究の早期実現
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など課題が残っているものと考えられる。また、京都議定書第一約束期間以降の
将来枠組みの話し合いが始まることを考えると、事業を前倒しで結果を出すくら
いのスピード感や国際情勢の変化にタイミングを失することなく対応していく必
要がある。」
・効果とコストに関する分析
「中深層への注入拡散技術としては、実施可能な段階に到達しつつあると評価で
き、その点では費用対効果も相応であったと言える。一方、本技術開発が実用化
することが条件であると考えると、国際的・社会的合意など実現に必要な課題が
残っている現状では、必ずしも費用効果的であると積極的に評価することは困難
な面がある。」、
「海洋国日本にとって、CO2 海洋隔離能力に関する科学的知識、海
洋生態系に関する科学的情報の蓄積などは、経済的便益を除外してでも率先して
行うべきである。」
・ 成果の実用化可能性、波及効果
「社会的合意状況等を考慮して実用化の可能性に見通しを付けるのは、今後の課
題である。事業性を考えるには、１t- CO2 当たりのコストを試算して、他の CO2 削
減手段と比較することも必要である。」、
「本事業は人類にとって必要な技術になる
可能性があり、将来の選択肢を増やすためには、研究しておかなければならない
課題の一つである。」
・ その他
「国際的理解を得るために、国際的認知度の高い Nature などの学会誌に掲載され
ることが望ましい。」、
「ウェブサイトでの広報活動も極めて有用であり、当該ウェ
ブサイトの日本語版では比較的分かりやすい解説になっていて評価できるが、英
文情報については一層充実されることが望まれる。」、
「報道による人々への広報も
有効であるが、報道数が減少している。あらゆる機会を捉え、科学番組などにも
取り上げてもらうなど積極的に広報活動を続ける必要が高く、できれば海外への
報道も視野に入れるべきである。」
・ 今後の研究開発の方向等に関する提言
「本事業を将来「実用化」する場合、既に CO2 海洋隔離の実施が、政治的理由の
みで不可能になることがないよう、既に蓄積した十分な科学情報を事前に公開し、
国際的・国内的な社会的認知、そして同意を得ることが不可欠である。本事業は、
温暖化対策のひとつであり、将来へ備える研究として重要である。しかしながら、
国際社会では、海洋中の CO2 の測定技術や CO2 の海洋中挙動に関する正確な知
見の集積がさらに必要であり、人為的に海中 CO2 濃度を高めることによる影響評
価がいまだ不確かであるとの理由で慎重になっている面があると思われるので、
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それを正確に読み解いて対処できれば事業化は可能である。このように、CO2 海
洋隔離技術を積極的に評価してもらうことは容易いことではないが、環境影響調
査などを徹底し、一般の人に地球温暖化問題の深刻さ、有望な対策の一つとして
CO2 海洋隔離の必要性を認識してもらうことが重要である。このため、これまで
以上に広報活動、海外への啓発活動、国際共同研究を行うなど積極的に展開して
いくべきである。」
・産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会でのコメント
「海洋生態系への長期的な影響について、研究実施機関において関係分野の専門
家等の体制を拡充し十分な検討を行う必要がある。また、本事業の成果を実際に
利用する際の国際的、
法的なコンセンサスの醸成にも十分配慮する必要がある。」

(ii) 平成 16 年度中間評価の指摘事項に関するその後の対策
上記の中間評価結果に対して下記の対策を実施した。
・ 生物影響把握の強化
「中深層生物への急性致死影響を一層具体化」するようにとの指摘を受けたこ
とに対して、H17年度以降の計画では、急性影響モデルの閾値について検討し、海
洋中CO2濃度の自然変動幅による影響評価から、中深層生物に対する予測無影響濃
度（PNEC）で評価できるように改造した。
「複雑な海洋生態系を考慮した広範なデータの蓄積が必要」との指摘を受けた
ことに対しては、中深層生物の食物連鎖構造解析をH17年度以降も継続し、生態系
モデルの高次の摂食生物としてモデルにヤムシ類やカイアシ類を組み込むように
改良した。また、深海生態系の把握では隔離想定海域における５年間の現存量調
査結果をまとめ、各種生物の現存量・生産量・回復時間を求め、生態系モデルの
信頼性を高めた。その他、魚類への急性影響実験、生理影響実験、深海現場暴露
実験、微生物多様性への影響評価手法開発など広範囲な研究を実施し、生物影響
のデータ蓄積や評価手法の開発に成果を得た。
平成19年度以降の研究計画では、生態系モデルの開発に注力するとともに、中
深層の海洋生態系を直接観測するためのペラジックチャンバーを開発し、CO2影響
の評価技術を拡充する計画にした。
・研究開発マネジメントの改善
「もっと多くの炭酸系や生態系の専門家の参画を」との指摘を受けたことに対
しては、従来発表していなかった学会へ積極的に参加して、幅広い分野の専門家
から意見を頂くとともに、分科会や検討会等への若手研究者の積極的参加を進め
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た。
「国際協力の下でプロジェクトを運営する視点がほしい」との指摘を受けたこ
とに対しては、GHGT-8やWPGMなどの国際会議への参加、ノルウェーとのベンチ
ックシャンバーを用いる共同実験の実施などを積極的に進めた。
また、平成19年度からは、深海生物に対するCO2慢性影響や生物多様性に対する
CO2影響等幅広い知見を得るために、研究テーマの実施に当たっては研究実施機関
を外注公募する手法も取り入れる計画にした。
・効果とコストに関する改善
「実用化することが条件であると考えると、国際的・社会的合意など実現に必
要な課題が残っている」との指摘を受けたことに対しては、海洋隔離の実用化イ
メージや実現可能性を明確にすることが重要であると考え、CO2 海洋隔離ケース
スタディ検討会を設置し、年間 5,000 万トンの Moving Ship 方式海洋隔離を実施し
た場合の CO2 濃度分布予測と、それによって生じる生物影響の予測を行なった。
また、この事例における CO2 輸送と放流に要するコストと、追加的に排出される
CO2 量を試算し、個別事例のコストを評価した。平成 19 年度以降では、ケースス
タディの事例を増やし、国際的・社会的合意などの実現へ向けてこれらの成果を
活用する計画である。
・ 成果の実用化可能性、波及効果に関する改善
「実用化の可能性に見通しを付けるのは、今後の課題」、「１t- CO2 当たりのコ
ストを試算して、他のCO2 削減手段と比較することも必要」等の指摘を受けたこ
とに対して、上記「効果とコストに関する改善」において述べたようにCO2海洋隔
離ケーススタディ検討会において実用化の可能性を評価した。また、PO（パブリ
ックアウトリーチ）ワーキンググループにおいても、国際的・社会的合意獲得の
方策を検討した。
・ その他、および総合評価
「国際的認知度の高い Nature などの学会誌に掲載されることが望ましい」、
「英
文情報については一層充実されることが望まれる」、「積極的に広報活動を続ける
必要が高く、できれば海外への報道も視野に入れるべき」、
「得られた成果の公表、
普及等を通じて、国際的枠組みや社会的合意を得られるよう努めていくことが重
要」等の情報発信に関する指摘を受けたことに対しては、PO（パブリックアウト
リーチ）ワーキンググループを設置し、PO の方策を見直した。海洋隔離のベネフ
ィットとリスクについてのコアストーリーを検討し、中長期のロンドン条約対応
と短期の PO アクション計画を立案した。また、海洋隔離の説明用パンフレットを
作成したほか、RITE のホームページに掲載している海洋隔離プロジェクトの技術
紹介内容を充実し、情報発信のマテリアルを整備した。平成 19 年度以降では、得
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られた成果を海外へ発信するため、英文の海洋隔離技術の紹介マテリアルや、WEB
サイト等の充実を図る計画にした。
・ 今後の研究開発の方向等に関する提言
「既に蓄積した十分な科学情報を事前に公開し、国際的・国内的な社会的認知、
そして同意を得ることが不可欠」、「国際社会では、海洋中の CO2 の測定技術や
CO2 の海洋中挙動に関する正確な知見の集積がさらに必要」、「人為的に海中 CO2
濃度を高めることによる影響評価がいまだ不確かであるとの理由で慎重になって
いる面があると思われるので、それを正確に読み解いて対処できれば事業化は可
能」、「これまで以上に広報活動、海外への啓発活動、国際共同研究を行うなど積
極的に展開していくべき」等の指摘を受けたことに対して、上記の個々の指摘に
対する対策を取った。このほか、基本的には専門家レベルでの海洋隔離に対する
理解を国際的に確立することを目的に、ロンドン条約の場での議論を想定した時
に必要なアウトプットを研究開発の目標にするよう平成 19 年度以降の計画を立案
した。
・産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会でのコメント
「海洋生態系への長期的な影響について、研究実施機関において関係分野の専
門家等の体制を拡充し十分な検討を行う必要がある。また、本事業の成果を実際
に利用する際の国際的、法的なコンセンサスの醸成にも十分配慮する必要があ
る。」との指摘を受けたことに対しては、上記の対策を取った。これに加えて、
平成 19 年度以降の計画では、実適用へ向けての国際的、法的なコンセンサス醸
成を目的に国際連携検討ワーキンググループを設置し、海洋隔離実用化へ向けて
の実海域実験実施への合意形成を進めるように見直した。
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（２）フェーズ２（平成 19〜20 年度）における変化対応
H14 年度、平成 16 年度の中間評価を踏まえて行った海洋実験に関する計画の見直
し、国際動向・国内動向への対応、および、平成 19 年度に行なった中間評価結果に
関する計画の見直しについて報告する。
①海洋実験に関する計画の見直し
前述したフェーズ１における海洋実験の変化に対する見直しでは、CO2 希釈技術
の開発のために当初計画した日本近海における本格的海洋隔離実験の実施を延期す
ることとし、要素技術の開発と日本近海における放出 CO2 の挙動解析に重点をおく
ことに変更した。また、環境影響評価技術の開発計画では、実海域実験によるデー
タとモデルのマッチングに代えて室内実験やモデルの開発に注力し、当初の目標を
ほぼ達成できるようにした。
フェーズ２においては、CO2希釈技術の開発からCO2挙動観測・予測技術の開発に
重点を移したたため、平成19年度以降の計画では、海洋実験は日本近海におけるCO2
発生海域を用いて曳航式観測技術の開発や希釈挙動モデルの開発と観測データによ
る検証等を目標にした。平成19年度は沖縄近海のCO2発生海域において観測実験を計
画したが、台風のため十分な海洋実験はできなかった。次年度の平成20年度は本事
業の予算が大幅に圧縮されたため、海域を鹿児島湾内へ変更した。
また、環境影響評価技術の開発は生物影響研究に重点を移したため、浮遊生物へ
のCO2影響評価ができるペラジックチャンバーを開発し、その機能をテストするため
の海洋実験と日本近海における海洋生物へのCO2影響データ取得のための海洋実験
等を目標にした。ペラジックチャンバーのテスト海域としては塩釜沖や相模湾沖と
し、許される予算範囲内で実験日数の確保をはかった。

②国際動向・国内動向への対応
フェーズ２においては、以下のとおり、国際情勢の種々の状況変化に対して年度
計画を変更して対応した。
(i) 国際法上の位置付けの変化に関しては、平成 14 年の OSPAR（オスロ・パリ条
約）会議から「CO2 を海洋へ入れる」ことの是非について法律的な検討や科学的
な検討が開始されてきたが、平成 19 年 6 月の会議において海洋隔離を禁止すると
の決議を行っている。この議論は、ロンドン条約場にも波及すると考えられるた
め、平成 19 年 11 月の締約国会議におけるメンバー国の情報収集に努めるととも
に、海洋隔離禁止の提案が出た場合の対処方針案を関係省庁へ提案した。なお、
126

ロンドン条約の 96 年議定書には平成 19 年 11 月から我が国も批准してメンバー国
になったため、CO2 は自動的にリバースリストに載っていないことから、CO2 の海
洋への投入は承認を得られないことになった。ただし、一方では CO2 の海底下地
中貯留が地球温暖化対策としてリバースリストに採択され、その実用化が承認さ
れたので、海洋隔離についてもその有効性や安全性に合意が得られれば、条約を
改正し、実施できる道筋は見えてきた。海洋隔離を目的としている本事業として
は、ロンドン条約の SG（科学会合）の場で CO2 海洋隔離の是非を議論できるよう
にすることが望ましい。ただし、早急な議論開始は科学的な議論へ入る前に、法
的な条文解釈上の議論や 96 年議定書の形式的な解釈論から海洋隔離へ不利な結論
が出る可能性がある。SG の場で議論すべきとの対処方針は従来からの日本の方針
であるが、ここへ来て、本事業の環境影響評価技術に関する開発成果が出て来た
ことを受けて、航走船舶方式の海洋隔離技術を用いれば CO2 の生物影響をコント
ロールすることができると主張するタイミングではあるが、そのためには本事業
を一層強化推進して、国際法上の情勢変化に対応する準備を十分にする必要があ
る。当面はこの分野の情報収集強化を図るとともに、国際連携検討ワーキンググ
ループにおいて慎重に対処方針を検討することにした。
(ⅱ)国内の情勢変化に関しては、平成 15 年の総合科学技術会議による「地球温暖化
対策技術研究開発の推進について」の答申では、海洋中深層隔離は二酸化炭素貯
留技術開発の１つとして、平成 42 年（2030 年）までに１千万ｔ/年以上の CO2 削
減ポテンシャルを持つ技術として開発すべきであるとされた。同時に、分離技術
や高効率石炭ガス化発電などとの連携利用もその課題とされた。また、平成 19 年
10 月にまとめられた経済産業省の二酸化炭素回収・貯留（CCS）研究会の中間報
告書においても、海洋隔離技術は「国際的に実施するための環境がまだ整ってい
ないが、長期的な観点から重要なオプションであり、今後も開発を進めていくこ
とが必要である」との位置付けを得ている。このような情勢の変化に対応して、
大規模な海洋隔離の最大の課題は国際的・社会的合意の獲得であるとの観点から、
現状の環境影響評価技術の開発成果をベースにして一層 PO（Public Outreach）に
注力するため、WEB の整備や広報活動を重視してきている。また、京都議定書批
准による議定書の発効により、第二約束期間へ向けた排出権交渉も平成 17 年から
開始されたので、平成 19 年度以降も海洋隔離技術が我が国の CO2 削減技術のオプ
ションになるように対応する考えで本事業を進めることにした。

③ 平成19年度中間評価結果に対応した計画の見直し
平成 19 年度に実施された「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」
（平成 16 年度〜平成 18 年度対象）の中間評価結果の概要と、その際指摘を受けた
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検討事項に関するその後の対策について以下に記す。
(i) 平成 19 年度中間評価結果の概要
産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会のプロジェクト評価（中間）報告書
の総合評価結果をそのまま記す。
・事業の目的・政策的位置付けの妥当性
・ 二酸化炭素回収・隔離(CCS)事業の中でも海洋隔離については、海流および海洋生
態系などに関する知見が不十分な状況であるため長期的な研究調査を必要として
おり、かつ、国の環境政策に左右されうる不確定要素が多い。そのため、民間が
研究を進めるにはリスクが大きく、国が主導して事業を実施する事は妥当である。
・研究開発等の目標の妥当性
・ 二酸化炭素の海洋隔離能力の評価技術、海洋生態系に配慮した二酸化炭素の希釈
技術、海洋への二酸化炭素放出による深海環境への影響評価、国際的理解を得る
ための技術の動向調査研究項目について、目標および目標水準が論理的に明確さ
れており、前回の中間評価内容を加味して考えても、妥当と判断できる。
・ また、海洋生態系への影響を考慮し、実海域で実証試験ができないことから、次
善の策としてコンピューターによるシミュレーションモデルによって二酸化炭
素の挙動を予測し、環境アセスメントを実施するという目標は妥当と判断できる。
・成果、目標の達成度の妥当性
・ 概ね順調に進捗していると判断できる。環境影響評価技術の開発については、前
回中間評価で指摘された生物への急性致死影響の具体化、海洋隔離による海洋表
層の酸性化の抑制効果の確認、深海生態系を把握した上での短期的および長期的
モデルでのシミュレーション実施、等、着実に実施しており、二酸化炭素の海洋
隔離を支持する数少ない科学的データとして貴重であり、社会的受容性の向上に
貢献していると考えられる。
・事業化、波及効果についての妥当性
・ 海洋隔離事業は長期的な取組であり、短期的な事業化、波及効果の評価は馴染
まない。しかし、技術ロードマップに沿った事業化へ向けてのシナリオや問題
点は明確であり、ロードマップに対してほぼ計画通りの目標達成を実現してお
り、現時点では妥当に進捗していると評価できる。
・ また、波及効果として、海底への CO2 ハイドレード貯留法の生態系への影響、
海洋表層酸性化の影響、環境影響評価指針作成へのツール提供、海底下地中貯
留事業での環境影響評価等、他の二酸化炭素削減・固定化に関わる分野への貢
献も期待できる。
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・研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
・ 研究計画についてはロードマップをもとに作成されており、戦略との整合性があ
る点で評価ができる。テーマを大きく３つに分けて計画を策定することにより、
環境影響予測技術開発の知見を効率的に蓄積することができている。今後はテー
マ間の連携を効率的に進める事が望まれる。
・総合評価
・海洋は大きな海洋隔離ポテンシャルを持っており、地球温暖化対策として非常に
有効であると考えられ、地中貯留を補完する技術として重要なオプションとなる
可能性があり、海洋国家である我が国にとって長期的な政策手段の一つとして保
持しておくべき技術である。
・本事業は極めて重要な目的および政策的意義を持っており、適切な研究開発マネ
ジメント体制の下で研究開発の目標に照らして、科学的根拠に基づく成果が得ら
れていると評価できる。
・なお、本事業の国際的な認知を確立するためにも、国際的な連携を構成し研究開
発を推進していく方式の考慮が重要であり、世界各国のこの分野に関する動向に
も十分な注意を払う必要がある。国際的な合意形成を得るためには、国としての
戦略を明示する必要がある。
・海洋隔離の実施にあたっては、海洋隔離過程のエネルギー消費に伴う二酸化炭素
発生量の評価を行う必要があり、また、科学的データの蓄積だけで海洋生態系に
及ぼす影響が無いと絶対の確信を得てはならないという基本的姿勢を持つ必要が
ある。
・今後の研究開発の方向等に関する提言
・今後の国際的な議論次第では、海洋隔離技術の適用検討が進む可能性もあるため、
国際的なネットワーク連携による着実な科学的知見の蓄積が求められる。また、
国際的認知向上に資するための実海域での実証研究を実現させ、精度を向上させ
る必要があり、国の戦略を明示し、協力体制を作り上げる事が必要である。
・地球温暖化対策技術の評価において、その技術に伴い発生する二酸化炭素量の評
価がおろそかになりがちである。コスト評価だけでは不十分であり、二酸化炭素
量の数値の試算を実施するなどの、今後の改善が必要である。
・生物影響の予測の難しさは世界の共通認識であり、環境予測には不備がありうる
が、緊急措置として行うものと明示した上で可能な限りの研究を進めることは重
要である。
・また、本研究において作成したモデルについて信頼性を高めるためには、本モデ
ルの精度を高める一方、複数モデルを用いてシミュレーションすることが必要で
ある。
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(ii) 平成 19 年度中間評価の指摘事項に関するその後の対策
上記の中間評価結果に対して、平成 20 年度の実施計画では、「今後の研究開発の
方向等に関する提言」に対して、下記の対策を実施した。また、その概要を表５−
５−１にまとめた。
・着実な科学的知見の蓄積と国際的なネットワークの構築
国際的なネットワーク連携を図るために、海洋隔離の研究成果の情報発信に有効と
考えられる国内外で開催される国際的な学会を選定し、平成 19 年度よりセッション
やシンポジウム等を企画した。これに基づき、平成 20 年度は、６つのセッションや
シンポジウム等において、本事業の研究成果の情報発信を行った。また、ロンドン条
約における海洋のステークホルダー等への海洋隔離の認知向上活動として、平成 19
年度よりロンドン条約科学会合のサイエンスデーにおける研究成果の紹介を企画し、
平成 20 年度 5 月に開催された科学会合において、CO2 の生物影響に関する研究成果
「Progress Report:The Impacts of Ocean Acidification on Marine Organisms and
Ecosystem」を報告した。なお、平成 21 年度以降の企画は、事業の終了により実施
していない。
・海洋隔離のコストおよび海洋隔離の実施に伴う二酸化炭素発生量の計算
海洋隔離のコストについては、平成４年度の NEDO の調査事業「火力発電プラン
トからの CO2 回収システムに関する調査(II)」において試算されており、1 トンの CO2
当たり、CO2 分離回収費が約 4,900 円、CO2 液化費が約 1,900 円、船輸送費が約 500
円、洋上基地処理費が約 640 円、合計約 7,900 円であった。また、海洋隔離の実施に
伴う CO2 発生量は、1 割程度と考えられていた。その後の再検討は行われておらず、
平成 19 年度中間評価の「今後の提言」を受け、コスト試算の更新と新規に CO2 発生
量の試算を行うことが必要になった。
LCA ライフサイクルアセスメントにより、海洋隔離事業のコストや CO2 発生量を
計算するには大別すると事業設備の建設、事業の実施、設備の廃棄・メンテナンス
の各工程での評価が必要である。また、CO2 を対象にするが故に、海洋からの大気
への CO2 還流量、すなわち隔離効率の考慮が必要とされる可能性もある。
(１) 隔離事業に関わるもの
①事業設備の建設
海洋隔離 PJ の開発技術：船舶、陸上
②事業の実施（運用）
タンク等
③事業設備の廃棄・メンテナンス
(２) 隔離 CO2 の大気への還流（隔離海域の特性や評価期間の考慮が必要）
そこで、これらの知見を元に、以下のような対処方針を計画し、実施した。なお、
詳細は、
「５−４ 費用対効果」の「（２）費用対効果のフェーズ２（平成 19〜20 年
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度）における検討結果」を参照されたい。
H18 年度まで：
H19 年度：

H20 年度：

H21 年度以降：

5,000 万トン海洋隔離ケーススタディーにおいて、隔離事業の
実施に関わる詳細な条件設定を実施した。
貯蔵から放流までの検討範囲に該当する工程（図５−５−１）
として設備建設(陸上タンク、船舶)および運用におけるコスト
および CO2 発生量の計算手法の検討を実施した。
上記範囲のコストおよび CO2 発生量の計算を実施した。これに
より、平成４年度の NEDO の調査事業の評価から更新するこ
とができた。
上記範囲外のコストおよび CO2 発生量に関わる情報を収集し、
隔離事業全体のコストおよび CO2 発生量の計算の実施を計画
した。ただし、事業の終了により実施していない。

事業設備の建設
分離・回
港湾施
収・液化施

陸上タン

輸送船

放流船

その他

事業の実施（運用）

事業設備の廃棄・メンテナンス
分離・回
港湾施
陸上タン
収・液化施

輸送船

放流船

その他

隔離 CO2 の大気への還流（隔離効率）
図５−５−１

事業実施に伴うコストおよび CO2 発生量の検討範囲

・生物影響の将来予測に対する研究の推進
本事業のフェーズ２では、海水中のCO2増加に伴う生態系への影響を把握するた
めの研究開発を進めてきた。平成19年度の中間評価における「今後の提言」を受け、
海洋生態系モデルの開発、海洋現場閉鎖系実験装置（ペラジックチャンバー）の開
発、深海生物のCO2影響研究の推進を図った。
131

生物影響予測手法の開発では、生物影響の予測のための生態系モデルを3次元化し、
隔離想定海域の観測結果を反映させてモデルの改良を行い、予測精度の向上を図っ
た。ただし、事業の終了により、生物影響の予測計算は実施していない。実海域生
物影響データの収集については、海洋現場閉鎖系実験装置（ペラジックチャンバー）
の開発を推進し、平成20年度には海洋現場における作動試験より、その有効性を確
認した。しかし、CO2の生態系影響に関する本格的な実験は、事業終了により実施
していない。深海生物のCO2影響研究では、これまでの魚類やプランクトンに対す
る影響研究に加えて、平成19年度には微生物等への影響研究の可能性検討を得て、
平成20年度には微生物の脱窒活性へのCO2影響研究を開始し、DGGE法を基にした
解析手法の目途を得た。なお、詳細は、
「３−１−２（２）」の「（２）CO2隔離伴う
生物影響評価」を参照されたい。
・モデルの信頼性向上
本事業では、海水中の CO2 挙動を予測するために数種類のモデルの開発を進めて
きた。平成 19 年度の中間評価における「今後の提言」を受け、モデルの信頼性を向
上させるために、以下のように対処した。
a）隔離海域での放出 CO2 の溶解・拡散
H18 年度まで：

CO2 液滴の浮上溶解に関わる平井モデルおよび陳モデルの比
較検討により、信頼性を向上のために CO2 液滴の浮上溶解計算
モデルの改良を実施した。
H19〜H20 年度： 海水中での CO2 液滴溶の実験データを蓄積し、液滴周辺の環境
および液滴形状等の変化に伴う CO2 の浮上・溶解プロセスの予
測信頼性向上を図り、メソスケールの CO2 拡散の予測信頼性の
向上を図った。
b）海洋大循環モデル(物理モデル)による CO2 拡散計算
H18 年度まで： 1/10 度高解像度オフラインモデルの開発と日本近海での CO2
拡散計算を実施した。
H19〜H20 年度： 1/10 度高解像度オフラインモデルの計算領域拡大（日本近海→
北太平洋）を実施した。
H21 年度以降： 海 外 の 研 究 グ ル ー プ (OCMIP: Ocean Carbon-Cycle Model
Intercomparison Project 海洋炭素循環モデル相互比較研究計画)
との連携を計画した。
高解像度モデルの広域化により、海洋の隔離ポテンシャル計算
への展開を計画をした。ただし、事業の終了により実施してい
ない。
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c）海洋隔離の有効性評価（海洋の CO2 隔離能力、酸性化予測）
H18 年度まで： 低解像度モデル(4 度格子)を利用して計算を実施した。
H19〜H20 年度： NCAR(米国大気研究センター)の中解像度モデル(1 度格子)を
H21 年度〜：

利用して試計算を実施した。
NCAR(米国大気研究センター)の中解像度モデル(1 度格子)を
利用して計算、および NCAR が開発中の大気‐海洋‐陸域結
合高解像度モデルへの移行を計画した。ただし、事業の終了に
より実施していない。

表５−５−１ 産構審の「今後の研究開発の方向等に関する提言」に対する対処概要
提

言

等

対

処

方

針

対

応

状

況

今後の国際的な議論次第では、 ○ 科学的知見の蓄積を今後も着 ○ 国際的なネットワーク連携を図
海洋隔離技術の適用検討が進 実に進めていく。
るために有効と考えられる国内
む可能性もあるため、国際的な 既に、国際的な学会や専門家に
外で開催される国際的な学会に
ネットワーク連携による着実 よるシンポジウム等の場での
おいて、平成 19 年度よりセッシ
な科学的知見の蓄積が求めら 情報発信を進めてきたが、更
ョンやシンポジウム等を企画し、
れる。また、国際的認知向上に に、ロンドン条約の科学会合等
平成 20 年度は、６つのセッショ
資するための実海域での実証 の場における海洋のステーク
ンやシンポジウム等において、情
研究を実現させ、精度を向上さ ホルダー等への海洋隔離の認
報発信を行った。
せる必要があり、国の戦略を明 知向上活動、米国やノルウェー ○ ロンドン条約における海洋のス
示し、かつ海洋に係るステーク 等の海洋研究者・研究機関との
テークホルダー等への海洋隔離
ホルダーや学際的研究開発機 現協力関係の拡大に努める。
の認知向上活動として、科学会合
関等との協力体制を作り上げ
のサイエンスデーにおいて、CO2
る事が必要である。
の生物影響に関する研究成果を
報告した。
○平成 21 年度以降の企画は、事業
の終了により実施していない。
地球温暖化対策技術の評価に ○ ご指摘に従い、更に CO2 発生 ○ 平成 18 年度に実施した 5,000 万ト
おいて、その技術の実施に伴っ 量の把握精度を上げるなどし
ン海洋隔離ケーススタディーに
て発生する二酸化炭素量の評 て、評価の精度向上に引き続き
おいて、隔離事業の実施に関わる
価がおろそかになりがちであ 取り組む。
詳細な条件設定を実施した。
る。コスト評価だけでは不十分
○ この成果を元に、平成 19 年度に
であり、二酸化炭素量の数値の
は、貯蔵から放流までの検討範囲
試算のレベルを上げるなどの、
に該当する工程として設備建設
(陸上タンク、船舶)および運用に
今後の改善が必要である。
おけるコストおよび CO2 発生量
の計算手法の検討を実施した。そ
して、平成 20 年度には、上記範
囲のコストおよび CO2 発生量の
計算を実施した。これにより、平
成４年度の NEDO の調査事業の
評価から更新することができた。
○ ただし、平成 21 年度以降に計画
した、上記範囲外のコストおよび
CO2 発生量に関わる情報収集と、
隔離事業全体のコストおよび CO2
発生量の計算については、事業の
終了により実施していない。
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提

言

等

対

処

方

針

生物影響の将来予測の難しさ ○ 本事業の実施に当たっては、こ
は世界の共通認識であり、環境 れまでも、「海洋隔離により放
予測には不備がありうるが、順 出された CO2 の拡散をモニタ
応的管理の下で緊急措置とし リングするだけではなく、生物
て行うものと明示した上で可 影響のモニタリングを実施し
能な限りの研究を進めること て、予測されなかった重大な影
は重要である。
響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
の方向修正ができる仕組みを
用意しておく」との方針を確認
している。今後も、こうした立
場を堅持するとともに、順応的
管理の基礎となる CO2 挙動や
生物影響のモニタリングに関
する研究開発を引き続き推進
していく。
また、本研究において作成した ○ IPCC 第４次評価報告書におい
モデルについて信頼性を高め て、海洋の物理化学的現象の予
るためには、本モデルの精度を 測のための高解像度モデルと
高める一方、複数モデルを用い 生態系モデルを含む炭素循環
てシミュレーションすること 予測のための中解像度モデル
が必要である。
が参照されるなどモデルの精
度向上が進んでいる。ご指摘の
通り、現有モデルの精度向上と
あわせ、NCAR(米国)が開発中
の高解像度モデルの利用に向
けた研究を電力中央研究所の
協力を得て実施するなどして、
モデルの精度と信頼性を高め
る。

対

応

状

況

○ 生物影響の予測のために、生態系

モデルを 3 次元化し、隔離想定海
域の観測結果を反映させてモデ
ルの改良を行い、予測精度の向上
を図った。ただし、事業の終了に
より、生物影響の予測計算は実施
していない。
○ 海水中の CO2 増加に伴う生態系へ
の影響を把握するために、海洋現
場閉鎖系実験装置（ペラジックチ
ャンバー）の開発を進めた。平成
20 年度には、海洋現場における作
動試験を実施し、その有効性を確
認した。しかし、CO2 の生態系影
響に関する本格的な実験は、事業
終了により実施していない。

○ 海水中での CO2 液滴溶の実験デー

タを蓄積し、液滴周辺の環境およ
び液滴形状等の変化に伴う CO2
の浮上・溶解プロセスの予測信頼
性向上を図り、メソスケールの
CO2 拡散の予測信頼性の向上を図
った。
○ 1/10 度高解像度オフラインモデル
の計算領域拡大（日本近海から北
太平洋への拡大）を実施した。
○ 海外の研究グループ(OCMIP)との
連携を計画した。また、高解像度
モデルの広域化により、海洋の隔
離ポテンシャル計算への展開を
計画をした。これらは平成 21 年
度以降の計画のため実施してい
ない。

（３）平成２１年度「二酸化炭素貯留隔離研究開発」事業への展開について
本事業のフェーズ１において実施した事業（平成 14〜18 年度）では、「CO2 海洋
隔離に必要な環境影響予測技術の開発」を目標とし、CO2 海洋隔離能力の技術評価、
環境影響予測技術の開発、および、CO2 希釈技術の開発のそれぞれの目標が達成さ
れた。本フェーズ２（平成 19〜23 年度）では、「海洋隔離技術の動向調査」、「CO2
隔離に伴う生物影響評価」、および、「海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能性評価」の３
つの課題に対してそれぞれ目標を設定し、これらの課題に取り組み、平成 20 年度ま
134

での計画についてはその目標を達成した。しかし、平成 21 年度からは、従来、海洋
隔離と地中貯留が個々の委託事業であったものを、公募事業「二酸化炭素貯留隔離
研究開発」に一本化されたため、海洋隔離技術に特化した研究開発については一段
落置くことになった。その背景と、平成 21 年度以降の変化への対応について述べる。
①「二酸化炭素貯留隔離事業」への展開の背景
CCS（CO2 回収・貯留）技術の開発は、IPCC の特別報告書がまとめられた 2005
年（平成 17 年）の時点では CO2 地中貯留技術と CO2 海洋隔離技術が共に温室効果ガ
ス削減の方法として有望な技術とされた。その後、CO2 地中貯留技術は 2006 年には
ロンドン条約が改正され海底下地中貯留の実施が認められ、我が国においても 2007
年には海洋汚染防止法が改正され、事業として実施できる基盤が作られた。2008 年
には EU においては「CO2 の地中貯留に関するＥＵ司令」の審査が本格的に開始され
（2009 年採択）、米国においては環境保護庁が「CO2 の地中隔離のための地中圧入に
係わる連邦規制基準」を提案したほか、各国において CO2 地中貯留の法規制が検討
され、CCS の本格的実施の機運が高まった。また、2005 年のグレンイーグルスサミ
ット以降、G8 において CCS 推進の検討が進み 2008 年の洞爺湖サミットでは 2020
年までに世界で 20 の大規模 CCS 実証プロジェクトを立ち上げることが合意された。
我が国においても、経済産業省の CCS 研究会が 2007 年には「地球温暖化対策とし
ての CCS 推進について」をまとめ、2008 年には「CCS 実証事業の安全な実施にあた
って」の検討を開始（2009 年公表）するなど、CO2 の回収−地中貯留技術の本格的
な開発推進の必要性が認識されてきた。2008 年「気候変動問題対策二酸化炭素削減
技術実証試験」事業が総合科学技術会議評価検討会において審議され、大規模 CCS
実証プロジェクトの実施計画が承認された。これは 2020 年の CCS 本格導入へ向け
た政府主導の事業が開始されたことを意味する。以上の CO2 地中貯留技術の国内外
における実適用へ向けた動向は、当面、海洋隔離技術より地中貯留技術の開発に重
点化する必要があるとの考えを妥当なものとした。その結果、地中貯留技術と海洋
隔離技術を一本化し、公募事業「二酸化炭素貯留隔離研究開発」が開始されること
になった。
一方、海洋隔離の側面からフェーズ２の計画立案以後における国内外の動向を見
ると、海洋隔離に対する国際的・社会的な理解や事業実施への合意が十分にはでき
ていないと考えられた。したがって、平成 21 年度の計画立案に当たっては、海洋隔
離技術の開発は温室効果ガス削減技術として喫緊の課題とするには、説得力が弱い
状況にあった。表５−５−２に国際法の場における海洋隔離に関連する事項の流れ
を示すように、大きくは 1996 年のロンドン条約議定書採択以来、海洋隔離に関する
議論が行なわれた後、海底下地中貯留の承認に関する議論があり、最近では海洋肥
沃化実験の議論が展開されている。この流れの中で、とくに、2007 年の OSPAR 条
約における「水柱および海底面での CO2 流貯留の禁止」の採択は、加盟国の北海沿
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岸諸国にとっては海洋隔離ができなくなったことを意味しており、ロンドン条約の
場でも同様の提案がなされる可能性があるため、海洋隔離に対する理解獲得が極め
て難しいことを示した。2008 年には、本事業によってロンドン条約科学会合のサイ
エンスデーに「海洋酸性化の生物影響」に関する情報提供を行ない、海洋生物への
CO2 影響について正しい科学的理解を紹介したが、
出席者からは海洋隔離を禁止すべ

きとの反応はなかった。そのため、丁寧な理解促進を図れば、海洋隔離実施に対す
る合意が得られるものと確信した。しかし、2007 年から始まった鉄散布などの海洋
肥沃化法による大気中 CO2 削減技術に関する議論が、2008 年には、
「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る」との提案が採択さ
れるに至った。海洋隔離も海洋肥沃化と同様に温暖化対策技術の 1 つであり、かつ、
そのベネフィットを実証するためには実海域における海洋実験を必要とするため、
海洋肥沃化のロンドン条約の場における議論は、海洋隔離に対する国際的理解や海
洋隔離実験の許認可の獲得の可能性を検討する上で参考になった。海洋肥沃化の科
学実験に関する議論は現在も継続しているが、海洋隔離についても同様な議論を国
際条約の場において実施するには、今後相当な期間を要すると推測された。したが
って、2009 年度（平成 21 年度）の「二酸化炭素貯留隔離研究開発」事業への公募に
当たっては、当面、地中貯留技術開発に重点をおいて、海洋隔離技術と地中貯留技
術の開発を一本化することはやむを得ないと判断した。
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表５−５−２

国際法等における海洋隔離関連事項の流れ

年月
1996/11 LC18
1999/11 LC21
2002/8 海洋 PJ

海洋隔離

主な関連事項
・96 年議定書が採択
・海洋隔離の法的・政策的・制度面の検討を開始。
・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」が採択
（LC-LP.1(2008)拘束力無し）。
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* ・LOHAFEX の報告(リスク評価書の提出)。
・LC/SG -CO23,LP-CO22
(註）LC：ロンドン条約締約国会合、SG：ロンドン条約科学会合、OSPAR：オスロ-パリ条約、
CBD：生物多様性条約
海底下地層貯留

海洋肥沃化実験
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②平成 21 年度以降の対応
海洋隔離に対する国際的・社会的な理解の動向については情報収集を行ない、海
洋隔離の地球温暖化対策技術としての有効性や必要性の評価は継続することにした。
とくに、ロンドン条約の場において海洋隔離実験の許認可を得るための課題を明ら
かにするための調査は、研究開発項目「CO2 貯留隔離技術の有効性評価」の下で実
施するように計画した。平成 21 年度の計画では、「ロンドン条約における海洋肥沃
化実験の位置付け」を継続して調査している。また、平成 21 年度以降の対策として、
これまでに蓄積されてきた海洋隔離に関する技術を活用できる場を作るようにした。
とくに、本事業において開発した海洋生物への CO2 影響を観測する実験装置（ベン
チックチャンバー、ペラジックチャンバー）等は、海底下地中貯留の海洋への環境
影響評価に利用するように計画した。以上、海洋隔離の有効性評価の継続は、今後、
海洋隔離技術の開発を本格的に再開する機会を見極めるものであり、海洋隔離技術
の地中貯留への活用は海洋隔離技術を維持し、海洋隔離実験実施の可能性に備える
ものである。

以上
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第３章 評価
１．総合評価
CO2 の海洋隔離は、安全性やコスト等の課題から地中貯留候補地が限定される
場合、我が国にとって有効な技術の１つであり、長期的な視点からも保持すべき
技術である。
また、民間のインセンティブが極めて働きにくい本分野における事業は、国の
関与が必要不可欠である。
海洋隔離を総合的に研究しているのは本事業のみであり、成果は世界の最高水
準にあると判断される。特に、深海生物への CO2 影響評価や海洋中 CO2 挙動モニ
タリングに関しては、先駆的な研究開発成果を挙げている。
大規模 CO2 海洋隔離のケーススタディにより生物影響評価と併せて海洋隔離コ
ストを試算しているが、コスト試算は今後の海洋隔離の事業化検討にとって非常
に有用である。
海洋隔離に関しては国際的、社会的な受容性が低く、世界的には地中貯留を目
指す動きが主流となっており、海洋隔離技術に特化した研究開発を中断すること
は極めて残念なことではあるが、昨今の国際的な社会情勢や限られた研究資金を
有効活用する観点では妥当なものと考えられる。
一方、本事業によって得られた成果は、海洋隔離の可能性を実証する研究が少
ない中で、大変貴重なデータであるし、長期的な視点からも保持すべき技術であ
る。
また、事業を中断することによって、これまで相当な投資を行い構築された技
術に加えて、海洋隔離研究に携わってきた研究者がそれを継続できなくなること
で、人的な面からも技術の継承が懸念される。こうした技術や人的側面からもそ
の技術の継承のあり方、残し方なども充分検討する必要がある。
技術開発を中止・中断する場合の条件を明確にすることなど、事業の中止・中
断の透明性を持つことも今後の重要な課題である。
今後も情報収集は続けていくとのことであるが、海洋隔離に対する国際的な合
意を得るためには、より戦略的な情報発信が必要になると考えられる。

【肯定的意見】
○地質構造に恵まれない我が国における CCS において、海洋隔離はどうしても避
けて通れない技術であり、民間のインセンティブが極めて働きにくい本分野にお
ける事業は国の関与が必要不可欠である。
○2020 年頃の実用化を見据え、適切な開発項目が選定され、また、それぞれにほ
ぼ妥当な開発目標が設定されている。特に、深海生物への CO2 影響評価や海洋中
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CO2 挙動モニタリングに関しては、先駆的な研究開発成果を挙げており、評価す
ることができる。これらの成果は、大気中の CO2 濃度の上昇に伴う海洋表層の酸
性化の生物影響評価や CO2 地下貯留におけるリスク評価として、
CO2 漏洩時の CO2
挙動予測などに波及すると考えられる。
○海洋隔離技術に特化した研究開発を中断することは極めて残念なことではある
が、昨今の国際的な社会情勢に鑑みれば、適切な判断であった。
○国内において安全性やコストの課題から地中貯留候補地が限定される場合には、
海洋隔離は有効な技術となる可能性があり、国が主導して生物環境影響評価技術
及び CO2 希釈挙動等技術の蓄積を図ったことは評価できる。
○フェーズⅠ（平成 14〜18 年度）における CO2 海洋隔離能力の技術評価、環境
影響評価技術の開発および CO2 希釈技術の開発の 3 つの課題については、それぞ
れについて 2〜4 項目の具体的目標が設定され、すべての目標が達成され、研究開
発成果は国際レベルの学術論文として発表されている。海洋隔離を総合的に研究
しているのは本事業のみであり、成果は世界の最高水準にあると判断される。
○フェーズⅡは当初平成 19〜23 年度の事業として計画され、
海洋隔離の動向調査、
CO2 隔離に伴う生物影響評価、海洋中 CO2 挙動予測と隔離可能評価の３つの目標
が設定され、調査研究が開始された。しかしながら 2007 年 6 月の OSPAR（オスロ
ーパリ条約）における「水柱および海底面での CO2 流貯留の禁止決議」の採択、
2008 年 3 月の LC30（ロンドン条約締結国会合）における海洋肥沃化（鉄粉散布）
実験に関する議論など、
「海洋環境への影響可能性のある行為」に関する議論が出
るようになった。現在もこの議論は続いており、それがまとまるには今後相当な
期間を要するという状況になった。
このため海洋隔離のフェーズⅡは平成 21 年度
から「二酸化炭素貯留隔離技術研究開発」事業に統合されることになった。フェ
ーズⅡは平成 21 年度で実質的に中断となったのである。
したがってここでは平成
20 年までの目標達成度を評価することにした。当然のことながらすべての目標が
一部達成という評価になっているが、
平成 20 年度までの 2 年間の開発期間を考慮
すればフェーズⅡの事業化は妥当に進展したと評価できる。
○CO2 海洋隔離の国際・社会的合意獲得に向けた理解の促進を図った。
○生態系モデル改良や予備実験を通じて、CO2 隔離に伴う生物影響予測精度の向
上、知見の蓄積を図った。
○中〜大規模海洋モデルを改良し、海洋中 CO2 挙動予測精度の向上を図った。
○大規模 CO2 海洋隔離のケーススタディにより生物影響評価と併せて海洋隔離コ
ストを試算した。コスト試算は今後の海洋隔離の事業化検討にとって非常に有用
であり評価できる。
○京都議定書の約束期間以後の温暖化対策の国際的な枠組みを巡る協議の中で、
2050 年には温暖化ガスを世界全体で半減、
先進国で 80％減という長期目標が認知
されてきた。こうした中、CO2 分離・回収･貯留（CCS）は、EU（欧州連合）では
2020 年までの実用化を目指すなど、化石燃料を使用しつつ CO2 排出を劇的に減ら
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す手段として、現実味を帯びてきた。そうした中で、早くから CCS の実用化を目
指した同事業は先見性のあるものであり、
海に囲まれた我が国の条件を考えれば、
海洋隔離の実用化を目指すのは当然の技術戦略である。
○ただ、海洋隔離に関しては国際的、社会的な受容性が低く、実海域での実験さ
えできない状況である。そうした制約の中、社会的受容性を高めるための生物影
響調査と、海洋中での CO2 挙動予測に取り組み、海洋隔離の有効性を示す科学的
な知見を得られたのは評価できる。
○世界的には地中貯留を目指す動きが主流で、海洋隔離の可能性を実証する研究
成果が少ない中で、大変貴重なデータであろう。将来的に、地中貯留の立地確保
に難航する可能性もあり、そうなれば再び海洋隔離を目指す動きが活発化するこ
とも考えられ、いったん打ち切られた同事業が、その際の基礎データとして活き
ることもあり得る。
○CO2の海洋隔離は、地中貯留のポテンシャルが少ない我が国にとってリスクマネ
ジメントの観点からも重要なオプションと成り得る唯一と言える可能性を持つ技
術であり、長期的な視点からも保持すべき技術である。
○このオプションは、生態系への影響やCO2の経年的な挙動など技術面においても
不確定要素を数多く持った非常に難易度の高いものであり、さらに実行面において
は欧州など環境問題に非常に敏感な国々からは科学的な見地だけでなく心情的な
見地からも容易に受け入れ難いという、国際的な推進の難しさを持ったハイリスク
・ハイリターンのオプションであるが、我が国のリスクマネジメント的な見地から
高次な判断で推進されてきた技術である。
○この技術自体、もともと使う必要が無ければ使わないことを前提で進めてきたも
のと理解しており、科学的データを幾ら示しても実施におけるリスクを完全に払拭
することも困難であることも最初から認識されていたはずである。問題は、リスク
バランスであり、今後さらにCO2の増大が進んだときに、その影響による環境破壊
のリスクが増大する可能性も拭えない。そのときに、海洋隔離以外のオプションで
充分対応が可能であれば問題無いが、他のオプションでは不充分としたときに海洋
隔離のオプションの実施リスクは環境破壊の影響リスクと比較されることになる。
現在は、ただ海洋隔離の実施リスクをのみがフォーカスされている、将来は環境破
壊リスクの影響と海洋隔離のリスクの影響とが比較される可能性も考えられるは
ずである。そのときに、選択するオプションが無いということが本当に良いのかと
いうリスクマネジメント的な疑問が残る。確かに、現政権がCO2削減に対して大胆
に切り込み、大幅な削減目標を示したが、依然として実施の目処が立っていないと
言うのが現実であり、それぞれの国の綱引きが今後も続くことが懸念される。その
ような中で、CO2削減がどれだけ実現されるのか、されなければどのような環境破
壊が起こり得るのか、そのような政治的な背景からくるリスク要因も現実として存
在している現状で、我が国が持てる一つのリスクオプションである海洋隔離技術を
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捨ててしまって本当に良いのかという懸念がある。
○この技術は、海洋隔離がなくても地中貯留などにより安全性の高い方法で、経済
活動を大きく阻害することなくCO2の固定化が可能となれば、中止しても良いと思
われるが、その目処が立たない中での中断については、その中断による将来のリス
ク等や再開の条件も含めて検討しておく必要があると思われる。
○本技術開発が中断という中での評価となっていることを考えると、どうしても厳
しく評価せざるを得ないが、これまでの研究の成果は確実に積み重ねられてきてい
ると思われる。どちらかというと、なぜ中断なのかが明確に示されていないことに
対して疑問が感じられ、今までの継続の意味は何だったのかという疑問が拭い去れ
ない。
○本事業は当初計画から短縮されている。
それに伴った計画変更は適切に行われ、
それぞれの課題について実行者は十分な成果を出しており、特に「生物影響デー
タの収集」
、
「深海生物の CO2 影響研究」では極めて貴重なデータが収集された。
○大学、民間企業、公的研究機関が入った産官学連携の研究体制が組まれ、成果
を各方面に反映させやすい体制がとれていた。
○本事業の直接の成果は「二酸化炭素の海洋隔離」が実施されて初めて利用され
るものであり、
「事業化」のためにはそれを目的にした別の事業が必要であること
から、
「事業化についての妥当性」の評価は不可能である。しかし、このような実
施のための事業が行われた時に本事業の成果が利用されるのは明白であり、
「波及
効果」は大きいと評価した。
○この種の研究開発を民間のみで行うことは極めて困難であり、国の事業として
行うことは重要である。
○実際に海洋中で海底火山からの CO2 の濃度分布を測定できるようになった点は
高く評価できる。これを実際に注入した CO2 で行えれば素晴らしかった。
○生物影響評価手法やモデル構築は評価できるが、実際に CO2 を注入した場合の
評価やモデルの妥当性の検討が不十分である。
今後の研究が必要なところである。
【問題点・改善すべき点】
●海外での海洋隔離に対する世論の変化を予期することは相当に困難であったと
思われるとともに、本プロジェクトの趣旨から若干逸脱するように考えられる。
しかしながら、国際的な現状を踏まえると、今後、海洋隔離に対する風潮を変化
させるためにより戦略的な情報発信が必要になると考えられる。また、それに資
する情報が何であるかを取捨選択し、コミュニケーションツールを開発していか
なければならない。
「海洋隔離の有効性評価を継続し、海洋隔離技術開発の再開す
る機会を見極める」とあるが、より積極的なアクションが必要である。
●計画変更があったために、事業の当初目標のいくつかを達成できていないと判
断せざるを得ない。
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●シミュレーションでは注入開始から 200 年後の隔離効率が 88％と高い結果を示
していることから、大気中の CO2 濃度の急激な上昇を短期的に抑制可能であり、
温暖化対策技術として有効であることの認知に努める必要がある。
●海洋隔離の費用対効果を検討するにあたり、影響評価やモニタリングコストの
費用が示されておらず、地中貯留技術との比較評価を困難なものとしている。
●CO2 海洋隔離実験への合意を得るための情報発信・課題把握を行ったが、国際
ネットワーク構築には至らなかった。
●深海生物への CO2 影響評価にも着手したが、事業終了により生物影響予測計算
が未実施なのは残念である。
●同事業は本来、平成 23 年まで実施し、実海域での CO2 隔離の立地選定指針や実
験計画、管理計画などまで策定するのが、目標であった。しかし、平成 20 年度で
中断したことで、最終的な目標まで到達できなかった。
●国の CCS 戦略は、まず国際的な CCS の流れを念頭に、海底下での地中貯留の実
現に置かれている。このことを考えれば、海洋隔離のプロジェクトを中断するの
は、限られた研究資金を有効活用するうえから妥当であると思う。ただ、逆に言
えば、同事業による海洋隔離の生物影響や海洋中 CO2 挙動予測の研究成果が、海
洋隔離に消極的な国際世論を動かせなかったことも意味している。海洋隔離に否
定的な立場から見れば、海洋隔離を推進したい立場の研究者から生物影響や CO2
挙動予測で問題がないと主張されても、説得性に欠けるのは否めない。研究の枠
組みの中に、中立的な立場の国も研究者や環境 NGO（非政府組織）を引き込むな
ど、国際社会を本気で説得するような意気込みが見られなかったことは残念であ
る。ただ、これは同事業の問題というよりも、国の温暖化対策、CCS 戦略そのも
のの課題でもあるので、それを持って今回の事業自体を評価するのは適切ではな
いかもしれない。
●このオプションがなぜ消えたのかということに対して、合理的な説得性と納得
性が見えにくい。もともと実施難易度が高いオプションであることは認識されて
いた技術であるにもかかわらず、国際的な受容れの可能性が低いという要素だけ
で中断して良いものかどうか疑問である。再開の可能性もあるとはしているが、
当初より長期的な技術開発として実施されているものであり、中断による技術の
停滞がどのような影響を与えるのかが本当に吟味されているのか、一部の技術は
地中貯留に活用されていくと説明しているが、海洋隔離としてコアとなる技術は
継続されるのかどうか、非常に分かりにくい。
●また、中断することによって、これまで海洋隔離を研究されてきた研究者が研
究を継続できなくなることで、人的な面からも技術の継承が本当に大丈夫なのか
疑問も残る。これまで相当な投資を行って構築された技術の継承も含めて、中止・
中断においての意思決定を単に技術開発をやめるという側面だけでなく、再開す
る可能性があるのであれば、その技術の継承の在り方、残し方なども充分検討す
る必要がある。
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●技術開発を中止・中断するということ自体は悪いことではなく、むしろこれま
では中止も中断もなかなか決断できなかったことに比べれば、意思決定として中
止・中断ができるようになったことは大きな前進であると言えよう。 ただ問題
は、中止･中断をどのような基準で実施するのかということであろう。この中止・
中断については、特に先進的な技術に対して判断を行う場合は、最初に明確にし
ておく必要がある。つまり、技術開発の成功の条件や目標達成とともに、その技
術を中止・中断する場合の条件（Criteria）をも明確にすることが望ましい。そ
の中止・中断の条件は社会的な情勢とともに変化することもあろうが、その基準
が無いと中止・中断が恣意的に行われるという危険性も持つからである。目標の
透明性だけでなく、中止・中断の透明性を持つことも今後の重要な課題として取
り組むことが望ましい。
●個別課題については計画通りの成果を出しているが、全体的にはまとまりがあ
まり良くないように思われる。例えば、観測・実験によって得られた結果が数値
モデルにどのように反映され、その生態系モデルによって何が予測できるように
なったのか、あまり明確ではない。
●実際に二酸化炭素海洋隔離を実施した場合に環境影響評価をどうやるべきか、
その指針を出すところまでやって欲しかった。しかし、これにはもっと研究資源
（特に時間）が必要であり、事業実行者の責任というよりは、事業を中断しなけ
ればならなかったマネージメント側の問題であろう。
●参画機関に問題はないが、どの部分をどの機関に委託したのか明瞭ではない。
この事業は生物への CO2 の影響を調べるなど基礎科学的な研究をもとにしており、
事業全体としての成果にするだけではなく研究者個人の成果としても広く成果発
表をするべきであり、体制、マネージメントに工夫が必要なように思う。
●平成 20 年度で終了したことを考慮すれば、
かなり目標を達しているかと考える
が、目標が一部達成に止まっている以上、研究従事者の責任ではないが、事業の
評価としてはフルマークは付けられない。
●この種の研究では国内外の一般の人々に海洋隔離の安全性、有効性を認知させ
ることが最大の課題であると考えるが、この点の取り組みが非常に弱く感じられ
る。そのための仕組みが考えられていない。国際ネットワークにしても、どのよ
うにしてネットワークを構築しようとしているのか不明である。積極的な戦略が
ないとネットワークはできない。
●研究体制であるが、実際の排出源企業が参加していない点が問題である。電中
研は発電所とは別と考える。また、製鉄関係も入っていない。
●波及効果を考える時、このような CO2 回収、輸送、海中注入、モニタリングと
いったシステムを具体的にどのような体制で実施するのかが検討されていない。
回収は発生源企業が行うとして、輸送は海運会社？注入は？モニタリングを行う
企業はどのような企業か？こういった検討を同時に行っておかないと、実際には
システムは動かない。
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２．今後の研究開発の方向等に関する提言
海洋隔離技術はいずれ我が国だけでなく世界において議論しなければならない
技術である。海洋隔離に関する技術的資産、人的資産およびそのネットワークが
散逸することがないよう、これまで培ってきた技術の中で最低限継続して残すべ
きコア技術については、それを明らかにし何らかの方法で継続すべきである。
今後はロンドン条約締約国における議論を慎重に見極めつつ、これまでの技術
蓄積を活用できるよう、その保存を適切に行うとともに、関連技術に関する情報
収集に努め、また、積極的に情報発信することが重要である。

【各委員の提言】
○これまでに我が国が築き上げてきた海洋隔離に関する技術的資産、人的な資産
およびそのネットワークが散逸してしまうことを危惧します。海洋隔離技術はい
ずれ我が国だけでなく世界において議論しなければならない技術です。温暖化の
現状やその対策技術の開発状況を考えると、海洋隔離はいずれ見直される時期が
到来すると思われます。これまでの資産が霧散することのないように適切な措置
を検討いただきたい。
○また、温暖化や大気中の二酸化炭素濃度の上昇そのものを容認しなければなら
ない時期に至ったとき、海洋表層への二酸化炭素の溶け込みの影響を評価しなけ
ればならず、本プロジェクトでこれまでに培ってきた知見がより重要になると思
われます。
○海洋隔離技術は北海沿岸諸国においては実施が困難な状況であるが、温暖化対
策の手段として大きな可能性のある技術である。今後はロンドン条約締約国にお
ける議論を慎重に見極めつつ、これまでの技術蓄積を活用できるよう技術の保存
を適切に行い、情報収集に努めることが重要である。
○国内外の科学者の海洋隔離に対する理解を確保することが先決である。平成21
年度で実質的に事業中断となったが、成果は「二酸化炭素貯留隔離技術研究開発」
事業に対しても十分寄与するものと期待される。例えば、海底下CO2地中貯留の技
術開発においては万が一CO2が漏出した場合の海洋へのCO2影響評価を行う必要が
あるが、これに海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発に関する研究の成果が応用で
き、さらなる発展が期待できるからである。
○国際合意の形成が難しいこと、地中貯留の目途がついてきたことから、CO2海洋
隔離に伴う環境影響予測技術開発事業は終了となった。一方我が国周辺の海洋隔離
ポテンシャルは大きいことから、長期的視野に立った開発の継続が望まれる。当面
はCO2海洋隔離の有効性評価を行い、海洋実験の実施に向けた活動は継続すべきで
ある。
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○CCSへの期待は、欧米で着実に高まっているものの、現状は地中への貯留を想定
している。海洋隔離については、実海域での実験さえもできない状態を考えれば、
プロジェクトの道半ばでの中断も止むを得ないといえよう。ただ、火山国であるわ
が国は平坦な地層が少なく国内での地中貯留のサイトが限定され、人口密集度が高
いので、周辺住民からの反対も予想される。周辺を海で囲まれていることを考えれ
ば、CO2削減の最後の手段として、海洋隔離への期待は大きい。また、世界的には
地中貯留への周辺住民からの反対により、海洋隔離が再評価される可能性もある。
今回のプロジェクトの知見が失われることがないよう、細々ではあっても、大学や
公的な研究機関などで、研究が引き継がれることが望まれる。
○本技術開発は、我が国にとっても重要な技術だと理解している。現時点で中断と
判断されたことは残念であるが、これまで培ってきた技術の中で、再開するにおい
て最低限継続して残すべきコア技術については、それを明らかにし何らかの方法で
継続して残しておいて欲しい。特に継続性が重要な意味を持つもの、人材的に希少
であるものなどは、積極的に残す方法で検討して欲しい。
○ロンドン条約等の国際的な動向により本事業は中断され他事業に統合されたと
のことであるが、CCSの貯留先として海洋が有望な場所であることには変わらない
（少なくとも科学的には）。従って、中断するのではなく現状の後ろ向きな国際的
動向を打破するための事業として内容を変更しつつ、継続して欲しかった。
○本事業で得られた成果、データおよび「海洋酸性化」に関して急速に増加してい
る海洋生物に与える影響に関するデータをCCSの影響評価に利用できるようにする
ために、何らかの資金的援助が必要である。
○温暖化防止対策にはもうあまり時間的余裕はない。全体に計画がのんびりしすぎ
のように感じられる。戦略的にもっと多量の資金と人をつぎ込み、加速して研究開
発を進めるべきである。
○一般国民への広報はもっと力を注ぐべきである。研究者が中心のプロジェクトで
はこのような取り組みは難しい。何らかの組織的対応が必要である。
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第４章

評点法による評点結果

第４章 評点法による評点結果

「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」に係るプロジェクト評価の実
施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。
その結果は「３．評点結果」のとおりである。
１．趣

旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評価を
行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非
について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9 回評価部会
（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法について、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を
行っていくことが確認されている。
また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プ
ロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定
されている。
これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価
報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足す
る資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）
で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に
該当する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、
該当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を
付ける。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果
評点法による評点結果

（二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.88

0.35

２．研究開発等の目標の妥当性

2.25

0.46

３．成果、目標の達成度の妥当性

1.63

0.52

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.25

0.71

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

1.88

0.35

６．総合評価

1.75

0.71
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「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」プロジェクト評価（事後）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

○ 海洋隔離技術はいずれ我が国だけでなく世界に
おいて議論しなければならない技術である。海洋隔
離に関する技術的資産、人的資産およびそのネット
ワークが散逸することがないよう、これまで培って
きた技術の中で最低限継続して残すべきコア技術に
ついては、それを明らかにし何らかの方法で継続す
べきである。

対

処

方

針

○本プロジェクトで得られた成果については、実施者である財団法人
地球環境産業技術研究機構及び共に研究開発を行った大学、民間研究
所等に蓄積されております。
また、海洋生物への影響に係る研究は、沿岸域での地中貯留の技術
開発として一部継続しているところです。

○今後はロンドン条約締約国における議論を慎重に ○ご指摘をふまえ、今後もロンドン条約等の国内外の情報把握に努
見極めつつ、これまでの技術蓄積を活用できるよう、 め、積極的に情報発信するなど今後の施策に反映してまいりたい。
その保存を適切に行うとともに、関連技術に関する
情報収集に努め、また、積極的に情報発信すること
が重要である。
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