


日本海洋工学会の概要

海洋の自然を解き明かし、その本質を損なわないように利用、開発してゆく

開発工学が対象とする範ちゅうは極めて学際的で広範なものであります。従来

は、既存の工学諸分野がそれぞれの専門分野の海洋工学について学問や技術の

進歩を図り、多大の成果を上げてまいりました。

しかし、今後、海洋の調査研究や海洋の利用、開発をさらに実質化し拡大し

てゆくには、より深く未知なる環境に踏み込み、より高く、新しい目標に挑戦

してゆくことが必要であり、このためには広範な既存工学分野の有機的な協力、

既存工学分野間にある境界領域の発展、関係の深い先端技術を取り込むことに

よる海洋工学の高度化が是非とも必要となります。

そこで、海洋工学と関係の深い７つの学協会が協力して、上記の目的に沿っ

た活動をするために、「海洋工学連絡会」を１９８８年（昭和６３年）に設立致

しました。以来、海洋工学連絡会では、情報交換、学際的課題の発掘、共同研

究をめざして、それぞれの学協会の活動を紹介する３１且'の活動報告会、続いて

第１回から第１９回までの海洋工学パネルを開催してまいりました。

そして、平成１１年４月１口より名称を日本海洋工学会と変更し、学協会を

会員とする連合体学会としての体制を明確にし、それまで以上に海洋工学分野

での情報交換、学際l`'0課題の発掘、共同研究の実現につとめ、第２０回から第

３６回までの海洋工学パネルを開催してまいりました。また、日本の海洋工学

に関係の深い学協会に参加を呼びかけ、さらに充実した橘成にしたいと考えて

います。皆様方の積極的なご支援をお願いします。
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第３７回海洋工学パネル。プログラム

パネルテーマ：地球温暖化問題と海洋関連各分野における取り組み

【コンセプト】

地球温暖化の原因は二酸化炭素、メタン、－酸化二窒素、代替フロンなどの温室効果ガ

スであるといわれ、地球温暖化の防止は温室効果ガスの排出量を削減することが求められ

ている。京都議定書は温室効果ガス排出量の数値目標を設定し、削減方法を決めたもので

ある。京都議定書の平成１７年２月発効にあわせて様々な取り組みが、海洋工学諸分野でな

されてきた。今回の海洋工学パネルは、海洋工学諸分野の地球温暖化に対する取り組みと

その経過や課題を紹介し、今後の課題に対して、参加者の広範で深みのある意見表明と－

分野を超えた創造的見識を創出するために実施する。多くの方々に参加していただき、盛

んな議論が行われることを期待している。

１.地蝋温暖化問題の蝿外の動向、洞瀧湖サミットの結果逢踏まえて

水野勇史財団法人地球環境戦略研究機関気候変動領域市場メカニズムプ

ロジェクトプロジェクト。マネージャー

地球渦|暖化対策に対する関心がかってないほど高まっている。７月に日本で開催される

洞爺湖サミットにおいて主要議題となっていることから、国内において地球渦|暖化対策を

巡って様々な議論が巻き起こっており、サミット結果が今から大変注目されている。本講

演では、まず地球温|慶化問題を巡るこれまでの国際交渉の歴史を振り返り、現在の状況に

至る背景について説明する。その上で、地球温暖化に対する欧州、米国、途上国、そして

日本の最近の政策を紹介し、この問題をめぐる国際的な構図を説明する。最後に、洞爺湖

サミットの結果や成果を踏まえて、今後の国際社会の取り組みの方向、日本の地球温暖化

対策の見通しについて見解を述べる。

２．地球温暖化問題に果たす海洋工学の役割

湯原哲夫東京大学，識ステナビリティ学連撚研究機構特健教綴

地球温暖化の原因である二酸化炭素を削減し今世紀中に大気中濃度を安定化させるため

に提言される「長期エネルギービジョン」は、海洋の利用と開発および環境保全について

の具』体的課題とその実現を必要としている。

海洋エネルギーの利用では潮流。海流発電と波力発電が重要である。海洋深層水の持つ

冷熱エネルギーは火力。原子力発電の冷却水利用とその温排水による漁場の創成に寄与で

きる。排出する二酸化炭素を分離し，海底に隔離してゼロエミッション火力発電所の実現

も重要である。

排他的経済水域の熱水鉱床からのレアーアース・レアメタルの採鉱・生産、また海水から

のウラン。リチウムの採取は日本の産業の基盤の脆弱さを克服する。天然ガス・メタンハ

イドレートの採掘と生産もまた持続可能なエネルギー立国の基礎を与える。洋上プラット
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フォームによる天然ガス備蓄。流通・貯蔵基地は、東アジアにとって大きな課題である。

さらに世界的な原子力ルネッサンスの中で洋上原子力発電所は改めて重要課題であり，ま

た離島・深海・極地へのエネルギー供給源としての小型炉も有望である。

化石燃料の高騰と温暖化防止によるエネルギー政策の転換は，海洋利用と開発・海洋環

境の保全と創成に、新しい局面と機会を与え、海洋基本法と海洋基本計画がこれを推進す

る。

午前の部討論

海洋工学関連会議報告

３．航海計器を用いた省エネ航法の現状

嬢松一磨古野電気株式会社舶用機器事業部営業企画部部長

船舶における航海計器は、まずは航海の安全を最優先に装備されてきた。近年ではこれ

に加えて、さらなるセンサー技術や,信号処理技術の進歩、または船上での通信環境の改善

から、船上においても自船の周辺環境から、潮流、風向風速、気象、波の高さなどさまざ

まな情報が取得できるようになっている。これらの情報を組み合わせながら、より効率的

な航蹄設定や運行を試みる動きが加速してきている。

今回の講演では関連する航海機器の紹介とともに、これらを利用した効率航行に向けた

航海機器メーカーの取り組みを紹介する。

４．地球温暖化と環境対応型。省エネ型漁船機関

酒井久治東京海洋大学海洋科学部海洋環境学科准教授

漁船は，船内に搭載された内燃機関を動力源として，漁獲および運搬に従事するもので

ある。機関からの動力は，船釧体を推進させるプロペラ，漁労装置の油圧，鬮力を発生させ

る発電機などに供給される。使用される燃料は化石燃料であるＡ重油と軽i111であり，漁船

から排ｌＩＩＩされる地球温暖化物質や環境汚染物質は，その排気ガスが主要要因である。この

ため，環境対応型。省エネ漁船機関を考える上で重要なことは，原動機側としての燃料消

費量の削減と，負荷側としての負荷軽減対策の両面を考慮する必要がある。特に後者は，

船体，操業，管理，運用など，広範囲にわたっており，費用対効果を考慮した対応策が重

要である。

５．海水温上昇が魚群回遊に及ぼす影響

為石日出生社団法人漁業情報サービスセンター常務理事

最近、東シナ海に分布するサワラが青森県八戸沖で珍しく漁獲され、サンマ群が岩手県

で停滞し、サケマス三陸定置網漁の不振がみられた。また、巨大波浪や急潮現象が頻発し、

漁業施設、漁具などに大被害を与えている。このような現象に関係する要因として、地球

温暖化に伴う海水温の上昇、海洋の変動振幅の増大などが引き金になっている可能性が考

えられる。

また､地球規模の温暖化の傾向は､海洋水産資源の分布や生態系に大きな影響を与える。
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その具体例として、漁場の分布と環境要因との関係がいかに微細な構造と関係しているか

述べ、さらに短期・長期の温暖化現象に伴う海況変動と水産資源との関わりを見ることに

より、その影響の糸口を探る。

６．地球温暖化とリサイクル材海洋利用の方向性

三上信雄独立行政法人水産鐵合研究センター水産工学研究所水産土木工

学部漁港施設研究室長

近年、地球温暖化等の環境問題や世界的な資源の枯渇が懸念されており、資源の循環利

用により環境への負荷を餓小にする循環型社会へと転換が求められている。国においては、

循環型社会形成推進基本法の制定やバイオマス・ニッポン総合戦略の策定などにより、持

続的に発展可能な社会の実現を目指すこととしている。漁場整備をはじめ海域環境の保全・

創造などを目的とした水産基盤整備事業では、貝殻などの水産系副産物を中心としたリサ

イクル材の活用による漁村型循環社会の形成に取り組んでいる。ここでは、水産某轤薬備

事業におけるリサイクル材の活用事例を紹介し、今後の海洋におけるリサイクル材利用の

方向,性を示す。

午後の部討論
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会 挨拶|叢

日本海洋工学会

会長遠藤茂勝

皆さんおはようございます。大変暑い中、ご来場頂きまして誠にありがとうございます。

開会に当たりましてご挨拶とご報告をさせて頂きます。

海洋工学パネルは今回で３７回になりましたが､今年度から海洋工学シンポジウムを織り

込んできています。今年は３月１８，１１日に第ｚ０回の海洋工学シンポジウムを行うという

ことで開催させて頂きましたが、多数の参加者を頂いております。講演については１２３件

の講演があり、１７のオーガナイズド・セッションを設けました。参加者は２５２名を数えま

した。心から御礼を申し上げます。こちらの海洋工学シンポジウムは１年半の期間をおい

て開催することとし、海洋工学パネルとシンポジウムがその様な間隔で今後も開催されま

す。従って第２１回の海洋工学シンポジウムは来年の今頃、この会場で開催される予定とし

ています。是非またご参加頂ければと思います。

さて、本日はプログラムにありますように、「地球温暖化と海洋関連各分野における取

り組み」ということで講演を行うわけであります。

最初にご報告しなければならないことがあります。本日は午前中に３つの講演を予定し

ておりましたが、２番目の「気候変動・海面上昇の沿岸域への影響と適応策」というご講

演を茨城大学の横木先生にお願いしていました。しかし急なご病気の為、どうしても欠席

がやもうえないということになってしまいました。大変残念なことだと思いますが、ご病

気ということでご了承頂ければと思います。

プログラム上は午後の予定はそのままとして、午前中のプログラムでは２つの講演を行

います。また、全体を通して議論して頂くこととしていたので、その辺に時間をかけて講

演時間も少し延長して、ディスカッションについても多めに時間を取り、午前中のセッシ

ョンを進めたいと思っていますのでよろしくお願いします。

既に海洋基本法、海洋基本計画については皆さんご承知と思います。今まで狭小で資源

のない日本という位置づけでありましたが、非常に広大な排他的経済水域を有することに

なりました。これはアメリカの国士面積の約２分の１に匹敵する広さです。これを如何に

利用するかによっては､資源大匡|にも成りうるのではないかという時代になってきました。

その意味では、国あるいは産業界、学会が、それぞれの役割を果たすことがあるのではな

いかと思います。特に学会としては海洋に対する非常に広い分野があるので、それらの分

野で蓄積された多くの知見を応用に向けてどのように統合していくかが、この学会に課せ

られた課題ではないかと思います。その意味ではこれからの講演、そしてディスカッショ

ンを意義あるものにして頂ければと思います。今日は１件の講演ができませんがよるしお

願い致します。
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地球温暖化問題の内外の動向、

洞爺湖サミットの結果を踏まえて

水野勇史

財蘂団法人地球環境戦略ｲﾘ|:究機関

気候政策プロジェクトシニアエキスパート／ＣＤＭプログラムリーダー

地球温暖化対策に対する関心がかってないほど高まっている。７月に日本で開催される

洞爺湖サミットにおいて主要議題となっていることから、国内において地球温暖化対策を

巡って様々な議論が巻き起こっており、サミット結果が今から大変注目されている。本講

演では、まず地球温暖化問題を巡るこれまでの国際交渉の歴史を振り返り、現在の状況に

至る背景について説明する。その上で、地球温暖化に対する欧州、米国、途上国、そして

日本の最近の政策を紹介し、この問題をめぐる国際的な構図を説'）Ｉする。岐後に、洞爺湖

サミットの結果や成果を踏まえて、今後の国際社会の取り組みの方向、日本の地球温暖化

対･策の見通しについて見解を述べる。

－５－
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地球温暖化問題の内外の動向
洞爺湖サミットの結果を踏まえて

水野勇史

市場メカニズムプロジェクト｡マネージャー
財団法人地球環境戦略研究機関(IGES）
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今米国の動向
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きっかけはIPCC第４次評価報告書(2007年発表〕

◆IPCOとは｢気候変動に関する政府間パネル」

電第４次報告書作成には.世界4000人の科学者｡研
究者等が参加

01988年に設立､第１次報告書は1990年､第２次報告書
は1995年.第３次Ⅶ報告書は鋤01年､そして第４次報告

書は2007年

壷20年間に渡り.地球温暖化に警鐘を鳴らしてきた
藪第3次報告書→人為的な温室効果ガス排出による
地球温暖化の可能性が高い

壹第4次報告書→可能性がかなり高い(90％以上）
◆科学的事実が問題を提起し､社会につきつけた
壷サミット成果文書､ＭＥＭでもIPCCに言及"評価
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地球温暖化は国のリーダーが取り組むべき課題

◆英ブレア首相(当時)は､2005年のグレンイーグルス｡サ

ミットで温暖化問題を初めて主要議題として取り上げた

踵今月来日してサミット前に福田首相に提言

◆独メルケル首相は2007年のハイリゲンダム｡サミットで、

温暖化問題を最重要課題として位置づけ

霞｢2050年までに現状より半減を真剣に検討｣という文

言が議長総括に入る(日本も貢献）

蘆メルケル首相は､京都会議に環境大臣として参加

$仏サルコジ大統領が温暖化対策に本腰

蘆高速道路､空港の建設凍結？
霞大統領を争ったロワイヤル候補は元環境大臣
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きっかけはIPCC第４次評価報告書(2007年発表）

◆IPCOとは｢気候変動に関する政府間パネル」

壷第４次報告書作成には.世界4000人の科学者｡研

究者等が参加

01988年に設立､第１次報告書は1990年､第２次報告書

は1Ｍ年.第３次Ⅶ報告書は鋤01年､そして第４次報告
書は2007年

蕾２０年間に渡り．地球温暖化に警鐘を鳴らしてきた

壼第3次報告書→人為的な温室効果ガス排出による
地球温暖化の可能性が高い

壷第４次報告書→可能性がかなり高い(90％以上）

◆科学的事実が問題を提起し､社会につきつけた

壷サミット成果文書､ＭＥＭでもIPCCに言及"評価
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地球温暖化は国のリーダーが取り組むべき課題

●豪ラッド首相は就任した直後に京都議定書を批准

$米ブッシュ大統領は､2001年に京都議定書への不参加

を表明した後､一貫して温暖化問題に消極的

壼温暖化問題｡京都議定書は､大統領を争ったゴア元
副大統領の代名詞だった

◆マケイン候補､オバマ候補はどちらも温暖化対策に前向

き(国内排出量取引の導入含む）

蚕国際社会は20Q9年からの米国の政策を注視

壷温暖化問題の世界では､今年初めからブッシュ政権

は既にレームダック化(消極派からは現行政権のうち

に温暖化対策法案をまとめた方がよいという見方も）
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二

地球温暖化は国のリーダーが取り組むべき課題

O日本でも洞爺湖サミットに向け､福田首相宮らが積極的

に取り組んだ

壷2008年１月のダボス会議で、日本が国別総量目標を掲

げて取り組むことを表明

霞６月９日の福田ビジョン発表

萱長期目標､中期目標試算､国内排出量取引試行導入、

サマータイム圏環境税検討等

◆洞爺湖サミットが終わり､国内報道は減少するかもしれな

いが､世界の潮流は止まらない
壼洞爺湖サミットで温暖化問題が解決する訳ではない

壷世界は2()09年末のＣＤＰｉ５(コペンハーゲン)を注視
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地球温暖化は国のリーダーが取り組むべき課題

●豪ラッド首相は就任した直後に京都議定書を批准

$米ブッシュ大統領は､2o０１年に京都議定書への不参加

を表明した後､一貫して温暖化問題に消極的

壼温暖化問題｡京都議定書は､大統領を争ったゴア元

副大統領の代名詞だった

◆マケイン候補､オバマ候補はどちらも温暖化対策に前向

き(国内排出量取引の導入含む）

蚕国際社会は20Q9年からの米国の政策を注視

薮温暖化問題の世界では､今年初めからブッシュ政権

は既にレームダック化(消極派からは現行政権のうち

に温暖化対策法案をまとめた方がよいという見方も）
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地球温暖化は国のリーダーが取り組むべき課題

O日本でも洞爺湖サミットに向け､福田首相宮らが積極的

に取り組んだ

蘆2008年１月のダボス会議で、日本が国別総量目標を掲

げて取り組むことを表明

壷６月９日の福田ビジョン発表

壷長期目標､中期目標試算､国内排出量取引試行導入、

サマータイム圏環境税検討等

◆洞爺湖サミットが終わり､国内報道は減少するかもしれな

いが､世界の潮流は止まらない

富-洞爺湖サミットで温暖化問題が解決する訳ではない

厘鈩世界は2()09年末のCDPi5(コペンハーゲン>蓬注視
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の交渉の歴史

◆1991年に国際交渉開始(IPCC第１次報告書を受けて）

◆1992年に｢気候変動枠組条約｣を採択

軍｢共通だが差異ある責任｣(前文）

壺｢先進国が温室効果ガス排出を削減する｣(4条2項(a)）

◆1994年に気候変動枠組条約発効(50カ国の批准）

塚2000年以降の目標に関する議論を開始

◆1995年にCOP1(独メルケル環境大臣が議長）
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都議定書以降）

◆1997年にＣＯP3で｢京都議定書｣を採択

◆2000年11月のCOP6(ハーグ)で運用ルールに合意できず

壷米国大統領選挙で選挙結果未確定の状態

◆2001年３月にプッシュ新大統領が京都議定書を離脱

◆2001年11月のCOP7でマラケシユ合意を採択

壼詳細な運用ルールが決まり、京都議定書の批准条件

が整った

◆2005年２月に京都議定書発効(米国、豪州抜き）
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地球温暖化問題の交渉の歴史

◆1991年に国際交渉開始(IPCC第１次報告書を受けて）

◆1992年に｢気候変動枠組条約｣を採択

軍｢共通だが差異ある責任｣(前文）

壺｢先進国が温室効果ガス排出を肖|l減する｣(4条2項(a)）

◆1994年に気候変動枠組条約発効(50カ国の批准）

塚2000年以降の目標に関する議論を開始

◆1995年にCOP1(独メルケル環境大臣が議長）
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地球温暖化問題の交渉の歴史(京都議定書以降）

◆1997年にCOP3で｢京都議定書｣を採択

◆2000年11月のCOP6(ハーグ)で運用ルールに合意できず

壷米国大統領選挙で選挙結果未確定の状態

◆2001年３月にプッシュ新大統領が京都議定書を離脱

◆2001年11月のCOP7でマラケシユ合意を採択

壼詳細な運用ルールが決まり､京都議定書の批准条件

が整った

◆2005年２月に京都議定書発効(米国、豪州抜き）
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の歴史(ポスト京都に向けて）

◆2005年のCOP/MOP1で､ポスト京都の交渉開始

薮2007年のCOP/ＭＯＰ３で結論を得る

◆2007年12月のCOP13で｢バリ゜ロードマツプ｣を採択

毒2009年末のＣＯＰ１５(コペンハーゲン)までに､2013年以

降の国際枠組みに関する合意を目標

薮交渉には､米国と途上国も参加

壷会合期限の翌日夕方に劇的な決着
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2013年以降の国際枠組みの見通し

◆コペンハーゲンでの合意を目指した国際的な熱意は高い

◆合意の相場観としては､先進国には総量目標.新興国

（中国､インド等)には原単位目標又は何らかの目標､そ

の他の途上国には目標を設定しないこと

壷先進国の総量目標は､少なくとも京都議定書以上

◆｢交渉の場｣は国連気候変動枠組条約のＣＯＰ

電世界の環境大臣,環境関係者が集まる

蚕小島蝦国を含めた途上国も参加(150カ国以上）

壺交渉開催地はヨーロッパ中心(UNFCCC本部はボン）

◆2009年の合意は必ずしも容易ではない

壷米国の新大統領就任後1年経っていない
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地球温暖化問題の交渉の歴史(ポスト京都に向けて）

◆2005年のCOP/MOP1で､ポスト京都の交渉開始

壷2007年のCOP/MOP3で結論を得る

◆2007年12月のCOP13で｢バリ゜ロードマツプ｣を採択

壼2009年末のCOP１５(コペンハーゲン)までに､2013年以

降の国際枠組みに関する合意を目標

壷交渉には､米国と途上国も参加

壷会合期限の翌日夕方に劇的な決着
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2013年以降の国際枠組みの見通し

◆コペンハーゲンでの合意を目指した国際的な熱意は高い

◆合意の相場観としては､先進国には総量目標､新興国

(中国､インド等)には原単位目標又は何らかの目標､そ

の他の途上国には目標を設定しないこと

壷先進国の総量目標は､少なくとも京都議定書以上

◆｢交渉の場｣は国連気候変動枠組条約のＣＯＰ

壷世界の環境大臣,環境関係者が集まる

壷小島蝦国を含めた途上国も参加(150カ国以上）

壺交渉開催地はヨーロッパ中心(UNFCCC本部はボン）

◆2009年の合意は必ずしも容易ではない

壼米国の新大統領就任後1年経っていない
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米国における

◆民主党オバマ候補

壷2020年までに温室効果ガスを1990年レベル､2050年

に1990年比で80%肖Ⅲ減すべき

壼国内排出量取引制度を導入すべき

O共和党マケイン候補

壼2003年１０月、2007年１月に国内排出量取引法案

(キャップ＆トレード型)を提出

壷2008年５月、選挙公約として､キャップ＆トレードで

｢2020年までに1990年レベル｣を表明

◆2020年までに1990年レベルは､2005年比15％減に相当
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二

米国におけ

◆2008年の新政権後は､米国の温暖化問題に対する姿

勢は180度転換する

壼米国変化の見通しが日本の姿勢を転換させた？

壷２月５日に共和党マケイン候補がほぼ確定

◆キャップ＆トレード型国内排出量取引が導入される可能

性大

◆米国は自国の目標を策定してから、国際交渉する

竜他国に対して同様の取組を求める

念同様の取組を行っていなければ貿易措置？

◆遅くとも2010年までには目標｡制度が決まっている可能

性大
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米国における気候変動政策の動回

◆民主党オバマ候補

壼2020年までに温室効果ガスを1990年レベル､2050年

に1990年比で80%肖Ⅲ減すべき

匿国内排出量取引制度を導入すべき

゜共和党マケイン候補

蚕2003年10月、2007年１月に国内排出量取引法案

(キャップ＆トレード型)を提出

壷2008年５月、選挙公約として､キャップ＆トレードで

｢2020年までに1990年レベル｣を表明

◆2020年までに1990年レベルは､2005年比15％減に相当
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米国における気候変動政策の見通し

◆2008年の新政権後は､米国の温暖化問題に対する姿

勢は180度転換する

電米国変化の見通しが日本の姿勢を転換させた？

蚕２月５日に共和党マケイン候補がほぼ確定

◆キャップ＆トレード型国内排出量取引が導入される可能

性大

◆米国は自国の目標を策定してから、国際交渉する

竜他国に対して同様の取組を求める

念同様の取組を行っていなければ貿易措置？

◆遅くとも2010年までには目標｡制度が決まっている可能

性大
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欧州におけ愚 動向

◆(短期)欧州排出量取引は第２段階(2008～12年)へ

壷2007年の取引額は５兆円以上

蘆前年比倍増

＄(長期)2G50年までに１９加年比６０|～80輔減

塚2007年３月のＥｕ首脳会議で決定

◆(中期)2020年までに1990年比20％減

◆他の先進国が同様の約束をして､主要途上国が責任

に応じた取組を行うのであれば30％減

壷同じく2007年３月のEu首脳裳議で決定

蓬i1i蘂鍵JI1in;荒淫エ塗z竜素:ル２bUMl生7脚25日9繩剴O瀬

蕊蕊蕊蕊灘

艀鮒轤
亘

iiilll1l鑿i:i：町鮒'``A鮒MMW１
１M.13.ｎｌｄＷ`…陸

9吋■:巨申

欧州におけ 政策の動向

◆欧州排出量取引第２フェイズでは､排出枠は各国が企業

に無償割当していたが鰯第３フェイズでは欧州委員会が

配分

壷配分方法はオークションを基本(最初は全体の60％か

ら始め､2020年には全量オークション）

壼ただし国際競争産業には別途措置

竜国境調整措置も検討(同等の取組をしていない国から

の製品輸入者に､排出枠の提出を義務づける）
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欧州における気候変動政策の動向

◆(短期)欧州排出量取引は第２段階(2008～12年)へ

壷2007年の取引額は5兆円以上

壺前年比倍増

＄(長期)2鯛0年までに199〔)年比６０|～80輔減

E雷-2007年３月のＥｕ首脳会議で決定

◆(中期)2020年までに1990年比20％減

◆他の先進国が同様の約束をして､主要途上国が責任

に応じた取組を行うのであれば30％減

壷同じく2007年３月のEu首脳裳議で決定
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欧州における気候変動政策の動向
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◆欧州排出量取引第２フェイズでは､排出枠は各国が企業

に無償害Ｉ当していたが､第３フェイズでは欧州委員会が

配分

雷配分方法はzl--クションを基本(最初は全体の60％か

ら始め､2020年には全量オークション）

壼ただし､国際競争産業には別途措置

軍讓国境調整措置も検討(同等の取組をしていない国から

の製品輸入者に.排出枠の提出を義務づける）
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欧州における気候変動政策の見通し

◆欧州域内の方針はほぼ確定

壼排出量取引を強力に推進していく

◆世界にどのような影響を及ぼすかが焦点

匡鈩先進国に対しては排出量取引のリンク

壷国際炭素行動パートナーシップ(ICAP)を設立し､排

出量取引の標準化を図っている

辱'OAPには､欧州国に加えて､米加の州政府､豪、

NZ等が参加(東京都も加盟を検討）
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政策の動向中国｡インドにおＩ

◆中国はGDP当たりエネルギー消費量を､2010年までに

2005年比で20％肖Ｉ減(年４％)目標を掲げている

霞2006年は1.3％改善にとどまる

◆中国の研究者によれば｢2030年より前に排出量をピー
クとし、以降は大幅肖11減を目指す」

ウインドは積極的な姿勢を占める情報があまりない

壷1人当たりGDP､１人当たり排出量は中国より低い

虚インドの現在が｢低炭素社会」

$バリCOP13でも最後まで抵抗を示したのが中国インド

壼しかし最終的には｢行動｣に合意

薮米国現政権は中国･インドの参加を条件としていた
が､新政権はこれを条件とばしていない
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欧州における気候変動政策の見通し

◆欧州域内の方針はほぼ確定

塚排出量取引を強力に推進していく

◆世界にどのような影響を及ぼすかが焦点

壼先進国に対しては排出量取引のリンク

壷国際炭素行動パートナーシップ(ICAP)を設立し､排

出量取引の標準化を図っている

壷IOAPには､欧州国に加えて､米加の州政府､豪、

NZ等が参加(東京都も加盟を検討）
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中国｡インドにおける気候変動政策の動向
◆中国はGDP当たりエネルギー消費量を､2010年までに

2005年比で20％肖Ｉ減(年４％)目標を掲げている

壼2006年は13％改善にとどまる

◆中国の研究者によれば｢2030年より前に排出量をピー

クとし、以降は大幅肖ﾘ減を目指す」

●インドは積極的な姿勢を占める!'青報があまりない

壷1人当たりGDP､１人当たり排出量は中国より低い

isテインドの現在が｢低炭素社会」

◆バリCOP13でも最後まで抵抗を示したのが中国｡インド

壼しかし最終的には｢行動｣に合意

盾藪-米国現政権は中国･インドの参加を条件としていた

が､新政権はこれを条件とばしていない
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日本における気 の動向

◆京都議定書目標達成計画(2008年３月改定）

壷経団連自主行動計画の拡充等

､地球温暖化対策法改正

電算定｡報告｡公表制度の対象拡大等

◆省エネ法改正

電事業所単位から事業者単位へ､等

o福田ビジョン

◆国内排出量取引制度の検討が本格化

蘆官邸､環境省､経済産業省が鯛5～7日に相次いで

検討会を立ち上げ

霞中間報告で環境省が4つの制度案を提示

愈｢試行jの具体的な内容は？
－－鋪37瞳i1;i鐸誼筆パネル露ji漁鑓ｳFl25嵐ii露警蕊inIfj．。＿Ｐ鐘:：
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洞爺湖サミット

●長期目標

霞Ｇ８は､2050年までに世界全体の排出量の少なくとも

５Cl%削減を達成する目標を､UNFCCCのすべての締

約国と共有し採択することを求めることで合意

◆中期目標

’琴G8は､全ての先進国間で排出量の絶対的削減を達

成するため､野心的な中期の国別総量目標を実施

することで合意

◆セクター別アプローチ

壷中期目標の策定と各国の排出削減を進める上で有

用な手法との評価を得た。
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社会へ⑩影響
◆地球温暖化対策､つまり温室効果ガス排出削減は、

長期的かつ不可避の課題

電全世界的､社会的､政治的､経済的､経営的課題

霞対策の必要ｌ性は高くなることはあっても.低くなるこ

とはまずない

壼日本ではサミット開催が大きな節目となっているが、

サミットが終わるとなくなる問題ではない

◆短期的には技術開発｡普及

…｢排出量｣＝｢排出源単位｣×｢活動量ｊ

壺｢活動量｣を減らす施策は打ち出しにくい

壷効率改善､そして追加的な技術を経済的に成り立た

せるため．炭素排出に価格をつけること
・蟻

-.-ﾂﾞﾀﾞｰｻｌｌｉｉ鷺
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社会へ⑩影響

◆長期的には､社会構造､ライフスタイルの変換が必要

電インフラ整備､都市構造(環境モデル都市）

電低炭素排出でも高い｢生活の質(ＱＯＬ)｣を得られる価

値観

蕾｢化石燃料･を使う活動｣は減らしていくこと

◆これまでも起きてきた産業構造.事業構造の転換

蘆｢石炭｣｢繊維｣｢情報｡通信」

雷50年後に、内燃機関で走る車はもうない？

竜100年後には､高炉による製鉄はもうない？

◆通常の人間生活の視点を超えており．だからこそ｢政策」
が必要
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◆地球温暖化対策､つまり温室効果ガス排出肖|｣減は、

長期的かつ不可避の課題

壼全世界的､社会的､政治的､経済的､経営的課題

霞対策の必要ｌ性は高くなることはあっても.低くなるこ

とはまずない

壼日本ではサミット開催が大きな節目となっているが、

サミットが終わるとなくなる問題ではない

◆短期的には技術開発｡普及

壷｢排出量｣＝｢排出源単位｣×｢活動量」

…｢活動量｣を減らす施策は打ち出しにくい

壷効率改善､そして追ｶﾛ的な技術を経済的に成り立た

せるため､炭素排出に価格をつけること
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◆長期的には､社会構造､ライフスタイルの変換が必要

壷インフラ整備､都市構造(環境モデル都市）

壺低炭素排出でも高い｢生活の質(ＱＯＬ)｣を得られる価

値観

壷｢化石燃料.を使う活動｣は減らしていくこと

◆これまでも起きてきた産業構造.事業構造の転換

壷｢石炭｣｢繊維｣｢情報｡通信」

-50年後に、内燃機関で走る車はもうない？

壷100年後には､高炉による製鉄はもうない？

◆通常の人間生活の視点を超えており．だからこそ｢政策」

が必要
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OCDMEU-ETSは新しい｢政策」

壼既に何兆円レベルの経済価値が動いている

$CDMの制度設計時は､この制度がうまくいくという見通し

があったから進めたのではない

◆企業の炭素排出にキャップを設定するというEU-ETSが、
現実として導入されるという確信があったか？

◆排出枠藍オークションにかけるということが現実となると
いう確信があったのか？

◆炭素制約､炭素価格は.今そこにある現実
電今日の非常識は､明日の常識
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御静聴有り難うございました。
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◆CDM､EU-ETSは新しい｢政策」

壼既に何兆円レベルの経済価値が動いている

#CDMの制度設計時は､この制度がうまくいくという見通し

があったから進めたのではない

$企業の炭素排出にキャップを設定するというEU-ETSが、
現実として導入されるという確信があったか？

◆排出枠藍オークションにかけるということが現実となると

いう確信があったのか？

◆炭素制約､炭素価格は.今そこにある現実

竜今日の非常識は､明日の常識
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地球温暖化問題に果たす海洋工学の役割

湯原哲夫

東京大学サステイナビリティ学連携研究機構

地球温暖化の原因である二酸化炭素を削減し今世紀中に大気中濃度を安定化

させるために提言される「長期エネルギービジョン」は、海洋の利用と開発お

よび環境保全についての具体的課題とその実現を必要としている。

海洋エネルギーの利用では潮流。海流発電と波力発電が重要である。海洋深層

水の持つ冷熱エネルギーは火力。原子力発電の冷却水利用とその温排水による

漁場の創成に寄与できる。排出する二酸化炭素を分離し，海底に隔離してゼロ

エミッション火力発電所の実現も重要である。

排他的経済水域の熱水鉱床からのレアーアース・レアメタルの採鉱・生産、ま

た海水からのウラン・リチウムの採取は日本の産業の基盤の脆弱さを克服する。

天然ガス。メタンハイドレートの採掘と生産もまた持続可能なエネルギー立国

の基礎を与える。洋上プラットフォームによる天然ガス備蓄・流通。貯蔵基地

は、東アジアにとって大きな課題である。さらに世界的な原子力ルネッサンス

の中で洋上原子力発電所は改めて重要課題であり、また離島・深海。極地への

エネルギー供給源としての小型炉も有望である。

化石燃料の高騰と温暖化防止によるエネルギー政策の転換は，海洋利用と開

発。海洋環境の保全と創成に、新しい局面と機会を与え、海洋基本法と海洋基

本計画がこれを推進する。

－１７－



日本海洋エ学会第３う回海洋エ学パネルZOO8年７月25日於日本大学駿河台1号館2階

｢地球温暖化問題'二果たす海洋工学の役害Ｉ」

東京大学サステイナビリティ学連携研究機構特任教授湯原哲夫
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ＣＯz大気中濃度500ppmで安定化

持続可能な長期エネルギービジョンに於ける海洋利用と開発の果たす役富
（海洋基本法の以下3つの施策が該当する）

(1)海洋資源の開発及び利用の推進(3)排他的経済水域の開発の推進(8)海洋産業の振興及び国際競争力の強化
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ゼロエミッション布炭火力発露所

④冷懲:廷ﾈﾙｷﾆｰ(発徽所）
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⑤エネルギー褒瀦の採取
海水からのウランンリチiうムの採蕊

⑥LNG洋上蕊入れ基地／貯藻｡流通塾ijil1
（洋上立地は世界的な励向）
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小型炉／舶用炉
③稀少金瞬の採取

熱水鉱床からの鍵源採取

！ ○基盤穂築:排他的経済水域における資
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エネルギー･サステナビリティのｓ条件

(1)化石燃料燃焼によるＣＤ可排趨量を地球の圏然吸収能力以下

仁すること。￣

(2)再生可能エネルギーの使閑を持続可能轍量以下にすること
(3)原子燃料を枯渇性燃料から持続可能な燃料へ転換すること

２マイルストーンはトリプルワイフテイー(Triple5G）
(1)E1本のエネルギー自給率(２０％)、 上石燃料依存率(80％)、イ

エネルギー効率(35％）

を2030年までに共に５０軸にする。（＝トリプル･フイフテイ)。エネ
ー

ルギー｡サステナビリテ･そ－への道程。

０８１２で ：

大気中の二酸化炭素濃度の概算
2060年人為的排出量年63億0ﾄン

自然吸収鑓年31億C#鳥,

年32総(y､息増加一i､５ppm〆年増加…大気中議穣量(7300蝋C卜:,370ppll)）

①毎年63繕０ﾄﾝを;00年間：370ppm+l5ppmXlOO＝520ppm

②６３億Cし（2000年)-31億Cトン(2100年）－４５０pplln

⑧化石燃料比率２０３０年67％､2050年50％､２１ｓ0年33粥(60億Cﾄﾝ)-＞560ppm
鯵2030年化石燃講67%、あとは２i００年３１億Ｃｌ:目指して…５(x}p慢鰯
⑤2050年化石燃料50《Xj、あとは2100年31億C･,目指して～520ppm

Ｒｎ（
八
乙
延
）
Ⅷ
詞
華
僻
遁
二
一
鞠
Ⅱ

7０

③
⑤

④

、
ｍ
、
ｍ

ｐ
ｐ
ｐ
ｐ

ｐ
ｐ
ｐ
ｐ

Ｏ
０
０
０

６
２
０
５

５
５
５
４

証０

田0

４０

ＢＩＢ

０
０
０

２
１

②

Ｉ１ｉｉｌｉ議蕊i蝋i蕊議鱗繍鍵繍:鱗;{｛議議ii鍵繼
２０００函BrIU ２０５０

西暦

Ｚ１ｎＩ９

４

－１９－



サステナブルなエネルギー構成③
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MlH1原子力
溝化石燃料

蝋

や地球のCO2自然吸収能力
F氏
2004実績203Ｃ Zmu51Q ２１００

西暦年

トリプル５０：化石燃料依存率50%,エネルギー効率50%'自給率50％
サステナブル:化石燃料による二酸化炭素を地球の自然吸収能力以下にする。

するエネルギー構成。濃度がほぼ500ppmで安定化大気中ＣＱ ■
■

２００７．７.ユ９Ｔ:Ｙｕｈａｒａ

中庸な成長(2.5%/年)と省エネ効果(1％/年)を見込んだ

世界のエネノレギー供給構成侮り

2000年12030年12050年’2100年１備考年

|①人口(億人） 6０１８０１１００１１２０

成長率２５%(2000亀2030),2.0%(2030~2050),Ｌ5%(2050

~2100）

②GDP(兆US$） 9９．７3２ 6７－１ 2１０

③総エネルギー供給
（TPES:億toe）

1４０ 1８７ 2379１

原単位改善率１%/年

化石燃料／原子力／再生可能エネルギー

(A)671M:17%:17%(8)50%:25%:25％（O)33%:33%:3３
④化石燃料総湿(徳toe）
（構成タイプ）

9３４ 9３．５ 7８２Ⅷ

(８） (O）(A）

石油40%(2030),３０%(2050人20%(2100)ガス/石炭＝１

大気中CO2搬鹿500ppmレベルで安定
⑤CO,排出量(億0-t） 6４ 7９ 7門 ６１

⑥CO2/GDP（０t／Mll）’２００１１０８１７３１２９１２０００年日本5８

石油／総化石燃料量

40%(2030）３０%(2050）２０%(2100）
石油埋蔵:Iiml900{iiiito6(１．２９兆bbl)-2()０３０GJ－

⑦石油（年間/徳toe）
（累積/億toe）

3７ 1７3５ 2８

1０８０ 1730 2冊616

⑧原子力(Mtoe）
（総エネルギー比率】

2３．４ ４６[８ 7８２6１８

(33%）(7%） (１６．７%） (25%）

⑨原子力発電量(TWh）１２，５９４１９．０００１１８,０００１３０，０００１２６０６kcal/kwll

稼働率85%、年(lIl新設約20基ベース
IEAWEO2004の2030年世界の総発顛設備は7103GＷ

⑩原子力発電設備(６W） 2．４１２ 4.02937Ｃ 1．２０５

ウランの資源量：確認埋蔵量4.540千Ｗ(回収コスト

$130/kg以下）究極埋蔵量14,400千tＵ
⑪ウラン燃料(千tU/年】

累積(千tU）

7606７ 図610 450

4.400 1１．２００ 41,40Ｃ

５

2000年実績値は｢EDMC2006-省エネセンター｣より

－２０－

年 2000年 2Ｃ 0年 2050年 2100年 備考

①人口(億人） 6０ 0 1００ 1２０

②GDP(兆US$） 3２ .１ 9９．７ 210 成長率２５%(2000‐2030),2.0%(2030~2050),Ｌ5%(2050

~2100）

③総エネルギー供給

(TPES:億toe）

9１ １０ 1８７ 237

原単(立改善率１%/年

④化石燃料総風〈徳toe）

(構成タイプ）

8０

(）

４ 93.5

(８）

78.2

(O）

化石燃料／原子力／再生可能エネルギー

(A)67'M:17%:17%(8)50%:25%:25％（O)33%:33%:3３

⑤CO2排出量(億0-t） 6４ ３ 7３ 6１ 石油40%(2030),３０%(2050),20%(21UO)ガス/石炭＝１

大気中CO2搬鹿500pI〕I､レベルで安定

⑥CO2/GDP（０t／MlII） 200 )８ 7３ 2９ 2000年日本5８

⑦石油（年間/徳toe）
(累積/徳toe）

妬
一 3７

1０８０

2８

1７３０

1７

2855

石油／総化石燃料量

40%(2030）３０%(2050）２０%(2100）
石油埋蔵錘19001繭ｔｏc(１．２９兆bbl》-2()０３０GJ‐

⑧原子力(Mtoe）

(総エネルギー比率）
６．８

(7%）

23.4

(16.7%）

46.8

(25%）

78.2

(33%）

⑨原子力発電量(TWh）

⑩原子ﾌﾟｺ発電設備(６W）

2,594

370

9.000

1,205

1８，０００

2,412

30,000

4.029

2606kcal/kW11

穂lIiI)率85%、年ＩｌＩｌ新設約20基ベース

IEAWEO2004の2030年世界の総発廼設備は7103GＷ

⑪ウラン燃料(千tU/年）

累積(千tU）

切
一 230

4．４００

450

１１’２００

760

41,400

ウランの資源量：確認埋蔵量4.540千tU(回収コスト

$130/Kg以下）究極埋蔵量14,400千tＵ
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火力発電の熱電効率／開発競争の激化
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Ｕ
卍

蝋霧
化石燃料をクリーンに､高効率に使うこと(効率40%から60%へ）
●ガス化技術(石炭､Ljiイオマス）

輕2i議趨iiiilI(ji錘iZH圖離上
鰹複合サイクル発電(天然ガス､石炭ガス化､ガスタ…-ピン､燃料電池）

核燃料サイクルの確立と高速増殖炉の実用化
⑱高速増殖炉FBR,小灘炉の商業化〈溌録k朏溌震繭)…
③使用済燃料のリサイクル(枯渇燃料源から持続可能な燃料源へ､プルトニウム､海水ウラヱ）

再生可能エネルギーシステムの大規模導入、
特に大容量二次電池ツチウムイオン電iilとの連係

●太陽光.風力による自立分散型電源.洋上騒力発電導入
●プラグインハイブリッドから電気自動車.さらには燃料電池車

③地域籔筑財鳳H域!』灘j:黙蒸蒸ム(分散･協調システム）
③安定な再生可能エネルギーの活用

1．

Ｚ

３．

バイオマス燃料(草木､海箪･蕊）地熱． 海流｡灘流⑩波力エネルギーの活用！

4．循環型産業システム
③鉄鋼ﾘサイクル（スクラップ鉄から高品質鉄鋼,超鉄鋼）
⑥化学リサイクル･プロセス／紙｡パ､セメントリサイクル
Ｑ0コジェネレーションシステム(熱電供給)と．プロダクションシステム
鋤産業間連携エネルギーコンビナート／カスケード利用

０８．１２６ 、

－２２－



危機とその克服-海洋の果たす役割2005年８月＃1海洋技術フォーラム幹事会湯原

B:海洋の果たす役割 O:海洋開発の重要課題A:日本をめぐる危機

結果閲'四

,持続可能な大規模な食料.生産の場

･深厨水。湧昇流による豊かな漁場
･海水淡水化による水誕源の供給
･護獅・深海微生物の産出の塒

・大規棋で．持統可能な沖合養賦システム

･海洋深層水の鋤合的利用（広い海噸で漁墹創成、
海水淡水化）
･海洋バイオ技術のＭＩＩ苑と新築創成技衡の開発

･タンパク源不足

,穀物の供給不安
･瓢lIll1KTの減少

･人口燗、

,水問題、
･食生活の向上

１．食料

・排他的経済水域における斑源探索と産菜ポテン

シャルマップの作成
･在来・非在来型燃料磁淑のINI完技術
・海洋エネルギーのHIl錨と実用化技術

･在来・非在来化石燃料の供給

･班かな海洋エネルギー／洋上エネル

ギーの供給
・エネルギー自給率の向上

･在来型化石燃料

の偏在と枯渦性
．低い自給率

･需給の孤迫と価格の

高11Ａ

･産業の失速
･ＩＨＩ易収支の怨化

2.エネル

ギー

,海底からの箕諏開発と産繋技術の強化
･海水からの賀源採取と実用化技術

･価格商肱と供給不足 ・海底の鉱物箕源採取

･海水中の鉱物資源採取
･希少金風などの安定供給

･金属賛源の需給
稲迫

3.資源

･海域水徹琿の管理と共生
･生物多難性の維持

･海峨浄化・憾復エンジニアリングと生態系の回
復

・統合的な海洋気候変励の観測・予測・監視シス

テム
･禰斑型海事産栞と地jl2新亜案システム

,排ガス．排水、

廃棄物発生

･化学物質の大量
排出

,海域汚染

,赤ｉＭ・青潮の頻発
,沿岸漁業の危磯
,蹴埖の悪化と荒廃

４環境

･海洋生物の維滅、畷

瑚磁の撞煽
･異常気象の頻発

･海洋生物ダイバーシティの維持
･CO2の吸収と気候変動の纏和

・CO2吸収の促進技衡と海洋隔離技術の開発
・統合的な海洋生物多様性の変容のIKHj爵．監授シ
ステム

･混室効果ガスの
排出

5.温暖化

･排他的経済水域における産菜活動の

安全確保
･食料・エネルギーの安全と安定硫保

゜巨大波浪・津波・興椎海蝕の予測・監視･回避

技術システム
･安全で蚊争力ある海港鉄銃合一体型の輸送シス
テム

･次世代型個巷・流通・生産システム

･経済水域での椎

茎侵、
．テロ・海賊の銅

･邪故の珊加とリスク

の地大

･沿岸災害・海難の頻
発

6.安全と

権益

危機とその克服は世界的課題､先導してこれを克服することによる国際貢献が期待される
０８－１２６ １１

2004.4湯原

危機:プラザ合意(1985年９月Z２日)からバブルとその崩壊
海洋開発と海洋産業は資源･エネルギーの輸入促進により壊滅的な打撃を受けた

斎されたもの その結果 克服すべき課題危捜

。高すぎる円

（諸悪の根源はプラ
ザ合意）

為替相場と購買力平価と

の乖蝋

闇篭より搬入、輸入促鰐
内需拡大策とバブル招来

と崩壊

生産拠点の海外移蛎

・国内の工業生産力の縮小

'金融危機と不良債権の山

,輸入食品、輸入木材の支配

･農林沸慶業の競争力低下と衰退
・海洋開発の停滞

･海洋産業の壊滅

,金融・財政の健全化

･地方経済の再生と産業基競の再構築

･工兆ル祭Ｈ黛撒自給率向よ

･森林・海域の鼠蝋回復
･産業立国科学技術立国

･海排鳶廟の再棚雛

産業競争力の低 ,雇用の喪失

(若年傭の筒い失業率）
,理系離れ

財政赤字増大

階層化と閉塞状況

不安定な社会
産業技術の低下

民営化と独立採算の推進

競争原理の轍入

社会の流勤性の推進
研究開発、技術開発の活性化

下

〔輸出産業の危機）

。化石燃料への高い

依存率と価格不安定

・原油高騰、石炭高鵬

・灘易収支の臘化

･経済の不安定性増大

,地球温暖化防止対策の停滞

環境悪化と赤潮・宵潮による

沿岸議殖の危機

不安定な経済運営

不安定な国民生活

食料・資源。エネルギーへの不安

・エネルギー安全保障

．（Lビル100ドル勝代の恵服
･脱石油と簡効率なガス・石炭利用技術

･再生可能な新エネルギーの大規模導入
･原子力エネルギーの確保と依存

プラザ合意により、輸出製造業(受注製品)は大きな打撃を受け､資源･エネルギーの｢自主開発」
は鈍化し、「輸入｣基調へ。製造業は大きな打撃を受け､とくに輸出製造業(受注生産)は生き残
りが経営の中心課題になる。

－２３－

A:日本をめぐる危機

原因 結果

B:海洋の果たす役割 O:海洋開発の重要課題

1.食料 ･人口潮、
･水問題、

･食生活の向上

・タンパク源不足

･穀物の供給不安
･諏澱量の減少

,持続可能な大規模な食料.生産の場
･深廟水。湧昇流による豊かな漁珊

･海水淡水化による水誕源の供給

･擾翔・深海微生物の産出の鰯

･大規模で．持統可能な沖合饗砿システム

,海洋深層水の鋤合的利用（広い海噸でNi墹創成、

海水淡水化）
,海洋バイオ技術のNil苑と新難創成技衡の開発

２エネル

ギー

･在来型化石燃料

の偏在と枯渦性

．低い自給率

濡給の孤迫と価格の

Ｈ１瓜

避難の失速

ｌＭ易収支の怨化

正来・非在来化石燃料の供給

M1かな海洋エネルギー／洋上エネル
Ｂ－の供給

エネルギー自給率の向上

排他的経済水域における斑源探索と産菜ポテン
'ヤルマップの作成

庄来・非在来型ＩＭＩ料澱淑のINI完技術

海洋エネルギーのNil蝿と実用化技栂

ａ資源 ･金属斑源の需給

逼迫

･価格商腿と供給不足 海底の鉱物箕源採取

何水中の鉱物資源採取
箭少金風などの安定供給

･海底からの箕諏1ｌＷ兜と産繋技術の強化

･海水からの箕源採取と実用化技術

4.環境 ･排ガス．排水、

廃棄物発生

･化学物質の大量

排出

海域汚染

･赤ｉＭ・青潮の頻発
･沿岸漁業の危磯

,琿塊の悪化と荒廃

･海域水徹琿の管理と共生

･生物多様性の維持

･海峨浄化・憾復エンジニアリングと生態系の回

便

･統合的な海洋気候変､１１の観測・予測・監視シス
テム

術Zn型海事産栞と地jl2新亜案システム

５温暖化 ･逼塞効果ガスの

排出

･海洋生物の維滅、鯛

瑚磁の撹側；Ｉ

異端気象の額発

･海洋生物ダイバーシティの維持

CO2の吸収と気候変動の綬和

CO2吸収の促進技術と海洋阿鮭技術の開発

廃合的な海洋生物多穐性の変容のIKHj爵・監授シ
,テム

6.安全と

権益

･経済水域での樵

共侵加
･テロ・海賊の顎

･耶故の聡加とリスク

の地大

･沿岸災害・海難の類

宛

･排他的経済水域における産菜活動の

安全確保
･食料・エネルギーの安全と安定硫保

･巨大波浪・津波・只椎海蝕の予測・監視･回避

技術システム

`安全で皿争力ある海港ﾑﾘ(dﾌﾟｾ合一体型の輸送シス
テム

･次世代型愉蓄・証通・生産システム

危機 斎されたもの その結果 克服すべき課題

｡高すぎる円

(諸悪の根源はプラ

ザ合意）

・為替相場と購買力平価と

の乖蝋

・闇篭より蝋入,輸入促鷲

･内需拡大策とバブル招来

と崩壊

･生産拠点の海外移蛎

・国内の工業生産力の縮小

,金融危機と不良債権の山

,輸入食品、輸入木材の支配

農林水産業の競争力低下と衰退

・海洋開発の停滞
・海津産叢の壊滅

・金融・財政の健全化

･地方経済の再生と産業基競の再構築

･エネ｣し三F=･食縦自給率向上

･森林・海域の鼠蝋回復

･産業立国科学技術立国

･海排立廟の再棚蝋

・産業競争力の低

下

(輸出産業の危機）

雇用の喪失

若年傭の筒い失業率）

理系離れ

財政赤字増大

階層化と閉塞状況

不安定な社会

産業技術の低下

民営化と独立採算の推進

競争原理の轍入

社会の流1M1性の推進

研究lMl雛、技術開発の活性化

。化石燃料への高い

依存率と価格不安定

･ljF油高鵬、石炭高鵬

,灘易収支の臘化

･経済の不安定性増大

,地球温暖化防止対策の停滞

･環境悪化と赤潮・宵潮による
沿岸護殖の危機

'不安定な経済運営

･不安定な国民生活

,食料・資源｡エネルギーへの不安

・ニネルギー安全保障

･八kビル100ドル勝代の恵服

･脱石;Ｍ１と簡効率なガス・石炭利用技術

･再生可能な新エネルギーの大規模導入

･原子力エネルギーの確保と依存



貿易収支と化石燃料の輸入額推移（～2006年度）

1998年実績2003年実績2005年実績2006年実緬2007年実績

＄64,2＄1２．８＄29.3＄５１．４＄⑤ｇｏｏ/ＩｌＤｂ１
１３１円１１６円１１０円１１６円《１騒円

１.原油価格＄/bｂｌ

２通関ﾚｰﾄ￥／＄

輸出3.貿易収支

（兆円）

5０６ ３４．６１６５．７ 75.3ｌＢ３・圏兆円
輸入 3６．７１４４４１５６９ 67.2１７３．１兆円

収支 1４．０ 1０２ 8．１１１０．１８兆円８－８

4.燃料輸入総計（兆円】慰入総計（兆円）５．６９．４１４．６１８．７Ｚ０．３兆円
(兆円)｜単位数量｜価格数量｜価格数量｜価格数量｜価格数量｜価格(兆円’

’百万トン１３１１０８００１６７１０．７４３１８１１１.５０９１７７１１．６０６１８ｓ’１．７２８

９．４

石炭

原油百万KＬ２５５２．９３０２４５５．３２８２４８８．８２０２４６１１．５３２２４２ｉ２回３９５

石油製品力・ソI〃等0.533０．９９５１．４７７１．８６６１．９８術
HＰＧ 百万トン’１４１０．３２５１１１４１０.５４３１１４１０．６８６１１４．５１０９４１１灯３．８１０－９９２

ﾛNＩＦ 百万トン’４９１１．０１６１５９１１．６９５１１５８１１．９８５１６２１２．６５９１６７１３１４０

5.所得収支(兆円） 7．２ ８３ '１４ 1３７

２００７３ＴｙＵＨＡＲＡ

｢海洋基本法」

○目的:海洋の平和的｡積極的な開発｡利用と環境保全の調和をはか
る新たな海洋立国を実現する。

○基本理念

(1)海洋の開発と利用は我が国経済社会の存立基盤

海洋環境が良好に保たれることは人類の存続基盤

開発。利用と環境保全の調和をはかる海洋立国の実現

(2)海洋の安全確保は重要、取り組みを積極的に推進

(3)海洋の開発。利用。環境保全のため，科学的知見が重要,充
実を図る゜

(4)海洋産業ば経済社会の発展基盤，国民生活の安定性向上の
基盤、健全な発展を図る

(5)海洋の開発，利用，保全を総合的かつ一体的に行う

(6)海洋に関する施策の推進は国際協調の下に行う

－２４－

1998年実績 2００ ｷﾞ実績 2005年実績 2006年実緬 2007年実績

1.原油価格＄/bｂｌ $１２．８ >、３ ＄５１．４ $64,2 $⑤ｇｏｏ/iＤｂＩ

２通関ﾚｰﾄ￥／＄ １３１円 i円 １１０円 １１６円 １ 騒円

3.貿易収支

(兆円）

輸出

輸入

収支

5０．６

3６．７

1４．０

､６

､４

､２

6５．７

5６．９

8．８

7５．３

６７．２

8．１

Ｅ３

７３

１０

圏兆円

1兆円

８兆円

4.燃料輸入総冒卜（兆円 ５．６ ９．４ 1４．６ 1８．７ 超０ 3兆円
（兆円） 単位 数量 価格 数量 価格 数量 価格 数量 価格 数量 価格(兆円）

石炭 百万ト 1３１ ｑ８００ 1６７ 0．７４３ 1８１ 1．５０９ １７７ |、６０６ １８６ １“７２８

原油 百万Ｋ 2５５ 2．９３０ 2４５ 5．３２８ 2４８ 8．８２０ ２４６ 1１．５３２ ２４２ ｉ２ｐ３ｇ５

石油製品 ガソ'し ｑ５３３ 0．９９５ 1．４７７ Ｌ８６６ １画９８勺

LＰＧ 百万ト １４ 0．３２５ '４ 0.543 1４ ０．６８６ 1４．５ 0．９４１ ｉ３ｐＢ Ｏｐｇｇ２

LＮＧ 百万トン ４９ 1．０１６ 5９ 1，６９５ 5８ 1．９８５ ６２ 2．６５９ ６７ ３潟'1４０

5.所得収支（ 兆円） 7．２ 8．３ １１－４ ３７



2007.8＃3海洋技術フォーラムＷＵＨＡＲＡ

｢海洋技術フォーラムの提言」 海洋基本法の理念

1．海洋立国： (1)

母
心
、 △．

が 立基盤

海洋環境が良好に保たれることは人類の
存続基鵬

鶏iifB1：雛．鬘蕊鐵鱗 婿 調和券はかる海

洋立国の実現

2．海洋新産業創造戦略：
(2)海洋の安全確保は重要、取り組みを積極
的に推進

■Ⅱ

(3)海洋の開発・利用・環境保全のため，科
学的知見が重要充実を図る。｡奪議i雰議等電子力開発｣,｢宇宙開発」

体

展墓孵．国民生(4) 会の

守宇'件向上 方
己

灸-－3．推進と海洋人材の育成;

・一元的な推進戦略に沿った実行。

遁蕎蕊i雷i;薑塞|iii{篝勢識藥芦教育
警辮霧金､i窪鵠臺讓としての地政

海洋の開発．利用．保全を総合的かつ－(5)

lZkHhに行う

(6)海洋に関する施策の推進は国際協調の下
に行う

議員立法｢海洋基本法｣(ZOO7年７月２０日施行）

１２の基本施策6つの理念

海洋の開発及び利用と海１．
① び利用の推進

『
』

洋督源の
洋環境の保全との調和による

海洋立国
②海洋環境の保全

3）排‘他的経済水域の開発の椎准

④ 海上輸送の確保
２

⑤海洋の安全の確保

⑥海洋調査の推進

⑦海洋科学技術に関する研究開発
の推進

3.海洋に関する科学的知見

の充実

海洋産業 健全な発展の４．

の強化

⑨沿岸域の総合的管理
⑩離島の保全

⑪国際的な連携の確保及び国際協
力の推進
⑰海洋に関する国民の理解の増進

5.海洋の総合的管理

ａ海洋に関する国際的協調

筆者註:海洋立国とは海洋の開発と利用を中核とする海洋産業立国、
それが国民生活の安定性の向上をもたらす。

－２５－



海洋基本計画
海洋基本法１２の基本的施策 海洋基本計画における主な海洋施策＊１

1．我が国における海洋保謹区の設定の推進

２．大陸棚延長のための対･策の推進

3．外国船による科学的調査｡賀源探査への対応

1）海津賛】風の 皿

②海洋環境の保全

6１ 1絲済７Ｋj或の開葬の

④海上輸送の確保

⑤海洋の安全の確保

⑥海洋調査の推進

４．エネル －．鉱物瀞)頂の計画彫

５安定的な国際海上輸送の確保

ａ海洋の安全に関する制度の整備

単技術に 索關繋の樵准 ］怒済水域等での一体的な調香の椎推７ ７

８．海洋に関する'情報の一元的管理・提供

⑨沿岸域の総合的管理

⑩離島の保全

⑪国際的な連携の確保及び国際協力の推進

⑫海洋に関する国民の理解の増進

9．海洋に 究開祭の椎推

１ｏ、沿岸域の総合的な管理

１１．海洋管理のための離島の保全・管理

*1:平成２０年３月内閣官房総合海洋政策本部事務局

http://www､ｋａｎｔｅｉｇｑｊｐ/jp/singi/kaiyou/I《ihonkeikaku/O80318sisal(u・ｐｄｆ

海洋基本法研究会提出資料東大環境海洋エ学専攻

海洋政策大綱《素案》へのコメント

強調すべき基本的視点

湯原２００６.ﾕﾕﾕ６

1．海洋立国：

海洋立国とは､海洋産業立国のことであり、日本の現状から､政策大綱
の中核は､海洋新産業創造戦略におく｡排他的経済水域における産業
活動があって、はじめて海洋権益がある。

2.海洋新産業創造戦略：

海洋関連予算を拡大し､海洋産業立国への大規模投資として､新産業
戦略に振り向ける｡海洋産業のための基盤技術開発と総合的エンジニ
アリング開発を重点的に実施すべきである。
自主開発と事業開発を基本に､持続可能で､国際競争力ある利用技
術によって､将来の食料｡資源｡エネルギー国環境の危機に備える。

3．目標･規模の設定と一体的推進

海洋新産業創出のための、公的研究開発資金を宇宙･原子力並みに
引き上げる。

民間中心のイノベーション゜プロジェクトに投資する｡施策と予算は省庁
の枠組みを超え，中長期に渡る基本戦略とロードマップに従って,継続
することが肝要である。

－２６－



海洋基本法研究会提出資料200011.16TYUHARA

海洋基本法／海洋政策大綱によってもたらされるもの

｢海洋新産業の創出｣(案）

･排他的軽済水域に於】ずる産蕊活動により、資源・エネルギー‐食料を生産する。
･海洋産業を支える革新技鋳の開発を行い慧争力ある海洋科用技術を曇蘂する。
･瓊境と調和した持続可髭な海洋新産蘂を灘出する。

(1)海洋産業ポテンシャルマップの創成事業

（織鏡的．広汎な資源鑿査・調査惑鍵⑲展鰯と、海洋資源マツゾ作成）

(２１慧雰可能な海洋生物資馴生鰯鍵(海洋ﾊﾞｲｵ･食議蝋大蝋灘合鍵
(3)海底/海水（熱水鉱床一．ﾊﾟﾙﾄﾘｯﾁｸﾗｽﾄなど）からの鉱物資源の生産事鬘
(4)国産技術による自主鱒発「原油。ガス・メタンハイドレート」の生産事業
㈲海洋エネルギー（潮流。臓流。波力な獅仰利鬮と地域織蹴工＊ルギー供給辮
蕊

(6)洋上生産基地（資源一エネルギー．食料生産、環鏡観測基鐘、CO2海摩蘇留事
業）とその活用事業

(7)海洋繕報産藥（総合的海洋琿域保全・モニタリング。異常筑謹予測鶴灘事漿）

､欝蝋：ilj鰐`１１翁蕊雲ｻﾞﾋﾞ藻iii,繍繍｣蟻iii鶴i;iii;艤戴jii鑿ｉｌ『；
溌鯛出す輪。

ロ海洋鬮運予算を、宮（蕊法)の科学技術鋼究に加え、民間産蕊の事業開発を先導
する大型プロジェクトに投入して、海洋議産蕊を実現する。

海洋技術フォーラムからの｢１０のマスタープラン｣の提案
一海洋基本計画への提言－２００７．９５於東京大学

◆総括表

予算規模

(５年間）
政策目標テーマ

海洋産業ポテンシヤ国民の共通財産である海洋資源の玄

ルマップのための『海の国勢調査』

海底熱水鉱床開発金属鉱物資源の国内資源の安定供給

灯ス･メタンハイドレートの自主儲
エネルギー資源－，＿が＿へ,パー＿…，－－－

国民の共通財産である海洋資源の効率的利用

のための『海の国勢調査』
７５０億円

１３０億円

ガス･メタンハイドレートの自主開発により

エネルギー安全保障の強化を図る゜
１．６７０億円

安定的な食糧提供と海洋生物資源に立脚した

新しい海洋国家の創造
海洋生物資源

新しい海洋国家の創造

多様で、安定した再生
海洋エネルギー

の確保

広大な排他的経済水掴
海洋技術開発

閑の拠点形成と洋上基

海洋国家として存立す
海洋情報管理

整備

海洋環境保全・創成豊かな獅洋環境の創成

４００億円

多様で、安定した再生可能エネルギー供給源

の確保
３００億円

広大な排他的経済水域における海洋開発・利

用の拠点形成と洋上基地の構築と運用
フ５０億円

海洋国家として存立するための海洋情報基盤

整備
６５０億円

６００億円

海洋輸送,海上交通の安全確保と高効率化に

よる国民の生命線の確保
海事イノベーション

海洋国家基礎創造プ

ログラム（日本版シー

グラント）

８５０億円

人材育成と基礎基盤研究の促進、海洋教育と

啓蒙．地域海洋新産業の基盤創出
５００億円

６．６００億円

－２７－



i宮本は潜在的超大重 ’潅在的可能性:マンガン団魂鉱Ｉ塵簔保有

黒鉱型海底熱水鉱潔は撞騨第一位

ｺﾊﾞﾉ畔｡リッチウラスト蕊世界第二位
断た'亀議簸劉⑩爽鶴鱗燃禰戦,恐〕3J溌撚が必i愚蹴鞠

総騨郷ｌｂｌｉｌｌ
－－割nｍ■０gJO■pdl印肉?■都山岡'Bｆ

卍唖.別

､▲

御
㈹
朔
、
。

､r凸Ｗ
Ｆ

’１

さきで！

志－－鋲箸＝AQ-R鼻詞ﾛﾆﾑ罰一.＝￣｡。．。~

ｺﾊﾟﾉﾚﾄ画リッチ･クラスト

麓緯度海域の水深300-2500mの浅山
屋本の這重繍大躍翻に大籔分蛎

冨バルト鶴ニッケル､銅､マンガン
嚢金篭レアアース類

１ｺ0~Ｅ１００丘４４心意？癖ＰＥ

ｖ白h9Jも】1HACﾘＴＵｕ･…､密｛蝿色々P2g･錦９

熱鍾型海魅熱水iMii床
水深700=L7DOmの背弧海溌､海洋柱
島弧蕊

臼毒の彊EZ廷有望鉱沫

金斡銀､銅､蝋鉛蝿鉛

山崎哲生:海洋技術フォーラム･シンポジウムZOO8.6.Z６

熱鑓型海懸熱水熱潔開溌；迄剛ずた役灘劇鐵金懲繊

一墓轤蕊備s鐸とパイロット事業薯牽の役割･資金分担一
露露回’６０億円 別途

樫誓麟鞭摺

PT￣ⅣJU－■＝●凸ニーペ君田

早い段階からめ民２０値Ｆ１

蕊
;壷。BＶＪ

ﾛ
Ｓ不可プー了苞〒■③.

Ｉ採鉱蝋蝋鱸１３０億191

５低刊

０塾盤整櫛鰻購５瀞パイロット串鏡段珊ｌｏｌＭｉ；

`鰯一期「産業蕊i露i11liW」５年間（2008～2012）
（１）鉱床探赫（２）採鉱爽醗
（３）Ｘ１Ｍ轍鮒臘蝋Wli（４）鵜!i;i:総;ＷＩｍｉ
（５）轍蝋生蝋シ汎デム(〃股針と戯作（５）箪蕊識杜繊黛と避鹸・人輔MM雛（繍縦主雛の鮒出）

,第二期「パイロット事鍵」の５年閲（2013～2017）で商樂生産を滞始

(↑)艤鬮､ｳ1M鰯露うり醗？…寳 禰;M1天然ガス・鏡蝋跳物灘源槻輔（Jlo6M雛）
ＤＯＲＤ等

（２）ノウハウがなく加速する必襲がある罰分は､責金は官、マンパワーは民

｜採鉱技蛎｜ 造船謹識会社、マリコン簿

（３）裏藥化の鍵となる部分は、賀金もマンパワーも曇

Ｉ燥薬技蛎ｉｉ選鉱型鍵技遮-,1経済性評懸１諏社･鍾山会社、ファンド解

山崎哲生:海洋技術フォーラム｡シンポジウム2008.626

－２８－



財源の確保
1．特定財源の設定｢海洋特会」 Ｚ。「海洋ファンド｣の創設

（基盤構築） （民間事業支援）

将来,排他的経済水域(EEZ)からの「アジア・ポンド｡ファンド｣の活用、
生産が見込めるが､現在は海外か 「ソブリン･ウェルフェア｡ファンド

ら輸入している「食料(海産物)、 （国富ファンド)」(保有外貨準備の
運用)の設定等による海洋ファン

資源(非鉄金属)，エネルギー(鉱物 ドの創設。
資源)」を対象に、 民間で事業として､成り立つものを

「海洋開発促進税｣を設けて､排他ファイナンス面から支援する。
的経済水域の利用｡開発圏保全に充

アジアにおける国際協力。
てる｢海洋特別会計｣を設置する。

輸入額と年間増加率と増加額

2005年’2006年｜年間増加率増加額’品|言

水産魚介獺 156 1５７

非鉄金属(鉱物`製品） ４５５１４３％増､137兆F３１６

化石燃料(石油LNG/LPO,石炭)’１４５６１１８６６１２８％増、４１兆円

計 '9.3兆円’’248）K円

財務省貿易統計より作成

火力｡原子力発電所からの温排水臺鷲gWUHARA
年間約1700億ﾄﾝ↑石油換算1億2千万ﾄン

発電設

備機能

稼働率発電雷 表層水

温との

温度差

温排水 廃熱量

力量麺 量 *４

力*１ *患

△Ｔ

単位 億kＷｈ ｡Ｃ 億V年万kＷ 9'６ Ｍtoe

火力 '1６，８７３ 5,584 4４ ７ 9３６ 6５．５

原子力 4，５９１ 3，２００ 8０ ７ ８１１ 5６．７

計 ２１，４６４ 9，７８４ 1，７４７ 1２２２

*1,＊２:出典｢EDMC,２００３」
*３：40(火力)～７０(原子力)t/s/100万ｋＷ
*４：Mtoe＝1013kcal百万石油換算ﾄン

７【
し｡

－２９－

品目 2005年 2006年 年間増加率,増ｶﾛ額

水産魚介類 ,5６ |､5７

非鉄金属(鉱物｡製品） j８ 4.55 43％増j３７兆円

化石lMli料(石油LNG/LPO,石炭） １５６ 18.66 28％増、４１）|i円

計 1（ )》|i円 248）k円

発電設

備機能

力*’

発電電

力量悲２

稼|動率 表層水

温との

温度差
△Ｔ

温排水

量
＊３

廃熱量
*４

単位 万kＷ 億|(Ｗｈ 恥
。

Ｃ 億t/年 Ｍtoe

火力 1６，８７３ ５，５８４ 4４ ７ 936 6５．５

原子力 4，５９１ 3,200 8０ ７ 811 5６．７

計 ２１，４６４ ９，７８４ 1，７４７ 1２２．２



海洋における基礎生産と魚類生産の推定量

（Rythenl969）

エネル

ギー

転移
効率

養
階
数

栄
段
の

年間の

魚類生産

平均

基礎生産
魚類生産面積

(生重量、万ト

ン）
(ｇＣ．ｍ-2.
年-1）

(ｍｇＣｍ－２ｏ
年-1）

(Ｘ106k㎡） (％）

9２
外洋 ５０(1) ０５(１）3３２ ５ １０ ２０

5％

７』序ハ
ロ

、
。
’ １００(2) 340(680）1５ 9，０００2６６ ３

４％

③ (J垂､）36,000(７

2,000）
湧昇 300(6)0４ 1５ 2０

注:面積の％は全海洋に占める割合:（）内の数字は外洋を1とした時の割合。
栄養段階の数とは食物連鎖の段階の数のこと｡各生産量は炭水化物を炭素(c)に換
算した数値になっており、上付きのマイナスの数字は｢当り｣という意味。

エビ

（出所)高橋正征､吉田秀樹「海洋深層水,２０００(コスモトウーワン)」

2`06.61画.ＹＵＨＡＲＡ

地域新産業創造戦略と海洋新産業
T・地域風)自立分散エネルギー供給

。｢風力､海洋温慶差､海流｡潮流など髪剰用した海洋エネルギー砂効率的な利用
技術と洋上エネルギー基地の開発(篝団遮)」

。｢分散型エネルギーシステムの辮築｣(繍鬮窯エネルギー戦略）
地域の劉立鍬散鋤灘生可能態ネルギー、

マイク区グリッド＆バッテリ･キヤパシター等の蓄電組み込み

・エネルギー鯵ステム新鱗蕊(蝋林水露議や汐スチム愈鱸爾製蹟〉

2.持続可能な大蝋櫻鶴殖

”蕊騨流､深醗水と舗剛所温排水､漁欝纐威
”沖脅綴緬､脚避蝋

・深溌水と海水淡水化蕊蕊

3.灘鯛麗蟻;CO2海洋隅離蕊業､海藻ノミイオマス燃料､森林再生(人工林再鑓）
4.EEZにおける海底からの稀少賛源､慥石燃料資源の探査と生産

愚｡地域の海洋新産業を支える.海洋知論クラスター形成

－３０－

面積

(Ｘ1061<㎡）

平均

基礎生産

(ｇＣ･m-2．
年-1）

栄養

段階
の数

エネル

ギー

転移

(％）

魚類生産

(ｍｇＣ.ｍ-2.
年-1）

年間の

魚類生産

(生重量、万卜

ン）

外洋 332
９２．

５％
50(1) ５ 1０ ０５(1) 2０

沿岸 2６．６
７．

４％
100(2) ３ 1５ 340(680） 9，０００

湧昇 ０．４ 300(6) 1.5 2０
36,000(７

2,000）



２００５２～

青森県におけるエネルギー立地とエネル
ギー分野の露蕊振興短向けた取り組み

，原子力立地(再処理工鶏､発電爵）を活かし、高度先端技術の地域霞
蕊への波及をハ…脳、ソフトiii識で蝋す。

・地域の特色豊力))ij;再生可能ｴﾈﾙｷﾞ資源(森隷バイオマス、地熱､潮
流太艤光･風ﾌﾞ]）の活用と製品蕊蕊システム製品蕊漿の展観（翼
髄に鍵ﾂﾞ<）

‘省エネルギー技術とi識型産業を進勅て､ｴﾈﾙｷﾞｰ瓢用効躍を高め
蜥術の蝋蕊と鍵繊推進ﾂﾞ･魁。地鰯鰹蕊鰯蝋辮力と露蝋蝋6,溌鱗ビ
カ態徽拍る。

，地域産業クラスターと新産業創造戦淵迩組み合わせ、さらにＩM1的クラ
スターと紗迩蝋により、地域産蕊にイノベーションを起こす。

,Tnpie5cを藪本理念に、地域魔業の活性と灘喜難の創蕊をはかる卿

記者会見する三村知事(左)と東大大学院の平尾工学系研究刺.長

東大から青森県地域エネルギー産業振興への提言 ZOO７年３月湯原

１．再生可能エネルギーの活用と地域新産業の倉I戒
（加藤信介，仁多見俊夫，湯原哲急

(1)自立分散グリッド，地産地洲エネルギー、小規模エネルギーシステム製造

(2)農林水産業／製造業が地産エネルギーを得る仕組み、地域の雇用創出とエネルギー供給

(3)的を絞った、特化された知的クラスターの拠点形成とグローバルなネットワークシステム

（環境研究所に相当する新エネルギー産業研究拠点形成と地域大熊研究機関とのnetwork）

(4)地域の総合商社機能の強化、プロデューサー人材の登用‘カーブアウトベンチャー

地域漉源・エネル

ギー源

青森県で期待される鑪例 雇用を産み出す地域新産業

・森棒再生一林産業再鯛築一集成材製

造一木造中展住宅ピル建設
．－気迩概システム

･高機能な主伐・間伐システム（仁多児俊夫）

･新・木造建築（加藤信介）
・エネルギー自給する集成材製造所

森林

，潮流・海流発蝿
･地域河川、河口における小水力発姻

潮流発禰システム製造拠点
小規模水車発電

潮流・海流

大規模瀧電所併設の安定した風力発

騒所

洋上風力発轍システム

・大容避二次麺池製造拠点（Ｕ,NaS,etd

・新エネルギ一・マイクロ.グリッド・シス
テム（大容遥護鰹併股）

風力

,小規模な地域熱電供給、新妻先生の

ＥＩＭＹ(Energyinmyy3rd）
･重油代替の熱エネルギー供拾

･バイナリー発霞システム

･小規模で可搬な弼削蝿製造拠点
・ヒートポンプ勢浩拠点

地熱

・温排水を利活用する湧昇流誘起によ

る沖合漁場創成

（新水産,難航漁蕊）
・重油代替の広域左漫室栽培

･大規模沖合漁場のllll成噸紫

・深層水総合利用事業

(海水淡水化、供水壊紫）
･省エネ・省水盤鑿

発電所温排水

2.マイクログリッド高度化と地域の蓄熱／蓄電システム(浅野浩志,鹿園直毅）
3.産業間連携(熱利用連係)エココンピナー卜｡．プロダクション(堤教司）
4.原子力分野の技術開発推進と地域産業基盤･人材育成(田中知）

ロ､

－３１－

地域漉源・エネル

ギー源

青森県で期待される鑪例 雇用を産み出す地域新産業

森林 ・森棒再生一林産業再鯛築一集成材製

造一木造中藤住宅ピル建股

．－気通衝システム

･高機能な主伐・間伐システム（仁多兄俊夫）

･新・木造建築（加藤信介）

・エネルギー自給する集成材製造所

潮流・海流 潮流・海流発蝿

地域河川、河口における小水力発魍

潮流発禰システム鯉造拠点

小規模水車発電

風力 ・大規模弼電所併設の安定した風力発

電所

洋上風力発砿システム

大容抵二次麺池製造拠点（Li,NaS,etd
新エネルギ一・マイクロ．グリッド・シス

ム（大容量茜鰹併般）

地熱 ･小規模な地域熱電供給、新妻先生の

EIMY(Energyinmyy3rd）
-重油代魅の熱エネルギー供拾

バイナリー発霞システム

小規模で可搬な銀削機製造拠

ヒートポンプ製造拠点

発電所温排水 ･温排水を利活用する湧昇流誘起によ

る沖合漁場創成

(新水産,難航漁蕊）

･重油代替の広域な温室栽培

･大規模沖合漁場の11Ｉ成蛎業

・深層水総合利用事業

(海水淡水化、供水壊錐）

･省エネ・省水農業



2007.ﾕﾕﾕ自民党海事立国推進議員連盟に於ける湯原講演

国民の生命線の確保:アジアに展開する｢安全で､安定した､高効率な海事産業力の構
築｣:海事産業･海洋産業の担い手造船｡海運図荷主の連携

1．国際拠点形成｡主導的な安全確保と国際協調;国交省と経済産業省
・海外拠点形成による安全の確保と東アジアエネルギー共同体の実現
・エネルギー輸送の安全確保と国際ネットワークシステム構築と海外拠点形成
・アジア石油備蓄流通基地､及びガス田開発と天然ガスネットワークの織築､マラッカ海峡回避ルートの確保
・海外港湾の高機能化と専用港湾によるエネルギー物流の安全と効率の確保

２束アジアのシームレス物流の形成／高効率港湾とバックヤードシステムのアジア標
準モデル形成

”港湾改革と海運一陸運一新交通システムの接合イノベーションと物流システム
・アジアゲートウェイの構築(大深水港,メガフロートコンテナーターミナル)と新スポークス概念にもとずく次

世代ネットワークご新ハブアンドスポークス
・外航一江運一陸運(鉄道,モノレール／バックヤード）

ａ総合的な海上安全の観測｡監視システムの構築:海保総務省､経済産業省1国交省外務省
（多機能で総合的統合的システム,省庁超えた利用と民間による運用）
・高度な専用衛星(軍事衛星並みの精度)による海象｡海難,海賊側テロの徹底フォローと追跡厚防御システム
・沿岸･津波の異常事態時の対応機能

・国際的な沿岸警備条約との連動:国際管理が重要なファクター
･排他的経済水域の監視旨管理｡観測の衛星一ブイーROV/AUＶ
・データ管理と供給を民間に任せる。

4.アジアを主導する｢資源国際循環システム｣の構築:環境省,国交省‘経済産業省
,シップリサイクルによる国際資源循環体制の形成と発展途上国の産業インフラ整備の支援
・海洋汚染､環境汚染の防止と保全
・国内リサイクルシステムの機能不全と廃棄物の国際移動の顕在化》

(単位:10億トン､年）

②資源量
(可採年数）

計①+②

(可採年数）

年間消費量 追加発見①埋蔵量

(可採年数）
Ｅ=
－

塁一(2002）

石油在来 150(４１年） 145（３９） 295（８０） 3.68

非在烹 336（９１） 519(141】183(５０） 1824

ガス在来 141(64年） 420(192）279（127） ２１９

非在来

水和物

450(205）192(８７） 258（118） 387

18,759

石炭’1,003(419年）’2397(1002）｜MOO(1422）’２，３９１２i846

化石燃料総計'11669(28年)l3j415(414)’５’084(615)’8.26123,815

ｳﾗﾝ’５７(82年）’203(293）’260(375）｜ｑ６９４１１５Ｃ

9８００12,152目朋 ３３９１ 15550

IIASA-WEO1'Globalenergyperspectlve"(1997),IEA-WEO2004､EDMO-07から筆者作成
9０

－３２－

①埋蔵量

(可採年敷）

②資源量

(可採年数）

計①+②

(可採年数）

年間消費量

(2002）

迫力ﾛ発見
已

竪』

石油在来

非在来

150(41年）

183(５０）

145（３９）

336（９１）

295（８０）

519(141）

3,68

1,824

ガス在来

非在来

水和物

４
１

１

64年）

87）

279(127）

258(118）

420(192）

450(205）

2.19

387

１８’759

石炭 1,0（ (419年） 2,397(1002） MOO(1422） 2,39 21846

化石燃料総計 1,6（ |(28年） 3,415(414） 5,084(615） 8.26 23,815

ｳﾗﾝ ５ 82年） 203(293） 260(375） 0.694 150

FBR 3.391 12,152 15,550 9β00



2008.1場原『＃３日中環境エネルギー物流フォーラム」

１．２１世紀後半に憧界人口は100億人に達し 竪皆先遥鬮入l‘す愚と

一人当りのエネルギー消費４ﾄﾝ/年(OECD平均､石油換算)として
世界のエネルギー需要-400億ﾄﾝ/年(石油換算)－現在１００億ﾄﾝ/年

２．化石燃料-の全資源量，ウラン資源量の枯渇|生（400ｲ意ﾄﾝ/年消費）

全化石燃料

（石蝋十石
油十ガス）

総瞬メタンハイ

膜レート

ウラン

(嵩遮懲砿
炉）

埋譲鍾十資源週

一可薗油換蝉ﾄﾝｰ ５割Ｅトン １９兆トン :６劃ｋトン ４０割隆トン
(ＸＩＡＳＡ－ＷＥＯ－１９９７）

桧潟する年数

(４００億ﾄﾝ／年）
１２５年 ４７５年 400年 、Oひ年

麺．蝋騨の再生勵雛エネルギーの賦存魅(４００徳ﾄﾝ／年との鋪'比）
ＲＩＴＥ統合評価悪デルＤＮＥ２１による分析煽簿から作威

7ｋカ．地熱 風力 バイオマス ﾌﾎﾐ陽光

発電量ｋWh／年 １５兆kWh/ｙ１８兆kWh/ｙ ２９０兆kWh/ｙ

石油換算ﾄﾝ/年 ３２億ﾄﾝ/ｙ１１７億ﾄﾝ/ｙ１４０億ﾄﾝ/ｙ ６２０ｲ意ﾄﾝ/ｙ

９０億ﾄﾝ/年

海流｡潮流の資源ポテンシャルを考慮していない

｢ﾉﾐ`生酒年に満たざれども千年援を蟇う｣－小平浪平(日立の創設者)－

海洋国家基盤創造プログラム(E|本版シーグラント）

,|臓瀧II1mIIiiMii鯛
列Ill1lii1iliiii蝋imiiiMllULZ6D■DIh1

轤鱸轤露
,A鰯灘､鶴im1i蝋､鱸1$

蓬騨蕊Wi蝋伊
麗より…

黙:蝋燭 ■■

麺ムニＩ

職

年間１

■

ｒｍＱ－Ｕｕｕｒ種
1

海洋科学技術及び海洋産業発展の基盤となる人材を育成し、国民の理耀を
増進す瀞ため、海洋の教育②啓発に関す総事業を戦略的かつ計画的に推進

地
域
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洋
新
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業
創
出

警蕊”啓発プ画拭覇幽の郷！
”学会・協会の地域活動

．
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ロ全国の海洋関連施設･船舶溌溺用した
体験型の理解増進イペンドの企画Ⅲ開催の

基
礎
研
究
と

教
育
・
啓
発
。

…
・
Ｉ
‐
○

｡テレＥ番組〃映画の製作
･インターネットを通じた広報活動

プログラム（海洋知的クラスターの形成）3Mlh域，毎】

地域の再生と振興のため、地域の経済基盤となり得る海洋新産業の創成を、

地域の産学官連携を通じて促進．
海洋エネルギー、海中・海底からの資源採集、深層水利用の漁場創成、沖合養殖、藻・深海微生物か
らの新薬創成、に｡Z海洋隔離。海域保全・浄化等に係る鍋起業計画、実証パイロットPiを愁定

－３３－

全化石燃料

(石旗十石

油十ガス）

メタンハイ

ドレート

ウラン

(嵩遮懲砿

炉）

総齢

埋藏及十資源量

－可Ey油譲L蝋E'､ﾝ－

(XIASA･-ＷＥＯ－１９９７）
５兆トン １９兆ﾄン １６兆トン ４０兆トン

籍潟する年数

(４００億ﾄﾝ/年）
１２５年 ４７５年 400年 7ｐOひ塑iＥ

水力・地熱 風力 バイオマス 太陽光

発電：鬘ｋWh/年 １５兆kWh/ｙ Ｓ兆kWh/ｙ ２９０兆kWh/ｙ

石油換算ﾄﾝ/年 ３２億ﾄﾝ/ｙ １７億ﾄﾝ/ｙ ４０億ﾄﾝ/ｙ

９０億ﾄﾝ/年

６２０ｲ意ﾄﾝ/ｙ



海洋国家の条件ZOO377TYUHARA

5つの海洋力をバランスよく具備する事が海洋国家の基本要件

1．海洋資源力：
海洋に豊かな資源､エネルギー､水産物を有していること。

2.海洋産業力：
な資源力を利用しうる、

震繍労菫kF÷ﾄﾞｾﾞｾﾞ鱗塵蹴繍
3.海洋文化力：

海洋の科学､地球の科学で世界をﾘｰﾄﾞする｡海洋文学､海洋観光､海洋教育に
より国民が海洋に親しみ､楽しんでいる事。

4.海洋環境力：
海洋の環境保全と淘洋に於ける生物多様性を健全に維持できる能力。

5.海洋軍事力：
自らの軍事力と自立した外交力を有して、

(1)自らの海域､排他的経済水域を他国によって侵害されない、
(2)世界に張り巡らされた我が国商船隊の海事ネットワークを他国の軍事力に
よって阻害されないこと。

0８１２６ gF8

海洋国家の品性

1．海洋文化の尊重と真理探究

科学振興政策の基本に海洋の神秘に対するI|童

’|景を尊重し､海洋に潜む真理の解明を奨励する。

2.海洋環境の保存

環境政策の基本に海洋美の保存､海洋生物の

多様性維持と持続可能性の追求をおく。

so海洋と人類の共生

海洋政策の基本に､海洋と人類の共生をおく。

0８１２０ 3４
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どジ灘ン/《

海ＪＩｉｉ鑿にある

東大教養学部総合科目＃１湯原教授｢持続可能社会実現のための海洋開発
：食料〃資源･エネルギー」
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午前の部討論

司会一本日の午前のセッションの司会を務めます、日本海洋工学会運営委員で大阪府立大

学の山崎です。本日の午前の部では水野勇史様に「地球温暖化問題の内外の動向、洞爺湖

サミットの結果を踏まえて」を、湯原哲夫様には「地球温暖化問題に果たす海洋工学の役

割」のご講演を頂きました。会場の皆様から講演に対するご質問、ご意見、感想をお願い

いたします。

木下一東京大学生産技術研究所の木下です。温暖化問題やエネルギー問題がすごく大事な

ことだということは、私もそう思っています。今日のお話しは市場メカニズムを中心にさ

れました。市場メカニズム無しにいろいろな議論をしても物事は動かないので、市場メカ

ニズムをベースにして物事が動いていくということだったと思います。しかし、市場メカ

ニズムだけでは違うのではないでしょうか。それはあるべき姿を市場メカニズムだけに求

めていると、エネルギープロフイット・レシオがとても悪いものに走っていくこともあり

えると思います。その方向は違うと言えるように指導しなければいけないし、別の価値観

を中長期的見方で､今の経営者は儲かるかもしれないが３０年後には儲からないというよう

に政策の誤りをリードしていく必要を感じています。政策のミスリードが市場メカニズム

の中で動いた場合、その辺を冷静に市場メカニズムから離れた形の科学の情報も大事だと

思いました。

水野_ありがとうございます。確かに私は市場メカニズムを自分でやっているので、強調

し過ぎた感もありますが、市場メカニズムの流れだけで解決できるものではないので、長

期的な技術開発、教育研修を総動員しなければ解決しない問題だと思います。一方で、市

場メカニズムがこれだけちやほやされる－つの理由が、それだけ大きな問題であるため、

何かをやるようにといって解決できないのです。従って、乱暴な言い方ですがチャックを

掛けてしまえば、後は皆さんで考えてくださいとなってしまいます。実際にいろいろな人

がいろいろな手法を考えて、政策が顕在化するのを期待するのが市場メカニズムです。市

場メカニズムは短期的なものになりやすいのですが、だからこそＥＵが今の段階からＺＯＺＯ

年までの排出キャップを決めようとしたのです｡そうすると１ｏ年先がどうなるかがどうな

るかが分かります。そして廃案になりましたが、アメリカが提出した法案は、２０５０年まで

のキャップが書いてあるのです。長期的にどうなるかを示して、その中で智恵を使って考

えてくれということを目指しているのが市場メカニズムです。

為石一漁業情報サービスセンターの為石です。地球の淵1暖化がＣＯ２による温室効果から始

まるという話の中で考えると、サミット的なことが非常に重要になってきて、我々一人一

人がＣＯ２の排出に気をつけなければならないという考え方になります。そういうことを考

える中で、例えば、今はＣＣＺだけが悪者になって言われていますが、地球温暖化の原因が

定量化され、ＣＯ２の増加が原因の８０％を占め、他の原因が２０％であるので、ＣＯ２を削減し

なければダメなんだというようなことが言えるのでしょうか。地球システムの自然の治癒

能力を上げる論議を展開するような考え方はあるのでしょうか。
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水野一サイエンスの部分はあまり詳しくありませんが、私の理解ではその議論は続いてい

ると思います。そしてある意味では２０年間続けられてきたと思います。その結論が人間の

人為的な活動で、大部分がＣＯ２が温暖化を引き起しているというものです。科学的には決

着が着いたと考えています。

前田一日本大学の前田です。洞爺湖サミットに絡めて地球温暖化を含めた内容を短い時間

でまとめてお話し下さりありがとうございます。先程ＥＵの見通し目標という話題があり

ましたが、数m値目標を出されることに少し違和感を覚えました。というのも、この話の根

拠は全てIPCCの４，０００人の科学者だという話でした。この予測のための計算モデルは今ま

でにたくさん提案されており、その中身を見せてもらうと、温暖化の方向に収敵するよう

にモデルを工夫しているようです。手直しをしないと全球が真っ白になる、凍ってしまう

というような種類のモデルであります。ある意味では複雑系でカオスの世界で、実は解が

あるかどうかも分からないような世界のことをやっているはずですから、見通し目標とい

われても、それが本当に信用できるか常に疑念があります。

温暖化問題は経済も全部絡む話です。これから先の２０５０年の経済動向を予測出来るかとい

うと殆ど不可能です。サブプライム問題すら予測不可能であんなことになりました。ある

意味では見方によってはカオスの世界と複雑系の世界と言われ、急に思っても見なかった

ような現象も起きえます。そうなってくると、］Pｃｃの結論はにわかには信じられにくく、

これにあまり縛られるのはどうかと思います。この問題は国際的な取り決めであり、我々

の世界では国連海洋法がこれにあたります。国連海洋法は条約と慣習法がごちや混ぜにな

った世界です。深海底マンガン開発などでは、南北問題により先進国と新興国の思惑が入

り乱れており、こういった問題は一体どういった方向に行くのか混沌としています。

そうなってくると、これを守れない場合はどうするか、ペナルティはどうなっているか。

結局、国連は中央集権の制度ではないので、最終的にはバラバラになるのではないかと思

います。あまり強制的にこだわってやるのはいかがなものかと思います。経済界でも各社

が右へならえをしないと村社会から外されるので、皆さん'怖がってついてきます。これが

ペナルティを払わなくても済むとなれば、そんなについては来ないでしょう。最終的には

我々の市民生活に下りてきたときに、我々としてこれは本当に信用できるのか、ついてい

けるのか、非常に懐疑的に見る見方もあります。こういった問題についてどのようにお考

えでしょうか。

水野一対策シナリオを特}こに'.心に読みましたが、私もＩＰＣＣの分厚い報告書を全部読んだ

わけではありません。確かに仰るとおり、読めば読むほど訳が分からなくなります。いろ

いろなシナリオがあり、私は何年までに何年比を削減するとどうなるといったことを知り

たかったのですが、モデルにより現状の排出量の前提が違っていて、すごく幅がある中で

書いてあります。私はピンポイントで数字が欲しかったのですが、逆にそこが科.学だと思

うのですが、なかなか科学の世界でこうだと言えないので幅があい全体とすると訳が分

からなくなると思えました。．但し、一つにはどのシナリオを見ても温暖化を引き起こして

いるし、止めるためには減らさなければならないとしています。その幅はいろいろな数字

－３７－



があります。しかし、最低でもこのくらいだというものがあります○私もＩＰＣＣの数字が

このまま引用されるのは違和感を感じますα例えば政治的に２０２０年までに先進国は４０％

削減しろと言われていますが、それは無理な話です。それがそのまま政治的に引用される

ことはないだろうと考えています。

但し、私は個人的にはどのくらい削減すると何℃上昇に抑えられるというのは確かに分か

りません。これはある意味まだまだ解明不足だと思います。ただ、何℃上昇したら生物が

どうなりそうだ、自然がどうなりそうだということは、何℃上昇したらどうなるという話

なので、これは結構リーズナブルなのかと思います。そこからこれだけ削減しなければな

らないという言い方は怪しいのです。しかし、政治的には三段論法のように来られると説

得力があるので、ＥＵはそれをうまく使っていると思います。

もう一つのご質問のペナルティの問題ですが、これはよく聞かれる話で、京都議定書を守

れなかった場合のペナルティは、守れなかった場合に何がおきるかは、基本的には何も起

きません。ご指摘の通り国連は中央集権ではないので主権を侵害できません。そのぐらい

の問題です。しかしながら、国際的に約束したもので、それが守れなかったということで

しかないということです。それはある意味、人間が生きていく上で日本に全く影響がない

かというとそうでもないし、それなりの抑止力や努力を促す施策になっています。￣応、

措置はあり、ペナルティとして次の約束期間から守れなかった分の３割増しを引き、遵守

行動計画を作って提出するようにいわれます.もう－つは、当分のあいだ排出権を売るこ

とができないということがあります。日本も制度上は売ろうと思えば排出権を売ることは

できます。大きくこの３つの措置が規程されています。

司会一何かペナルティやお金に換算したものにしないと人間は守れない、目標達成ができ

ないということは間違いないと思います。市場メカニズムに一抹の不安があり、例えばこ

の市場メカニズムで食糧が高騰し誰かがどこかで儲けるとすると、排出権や枠組みも何か

最初の値の付け方によって誰かがポロもうけするのではないかとも考えられ、システムと

して何がフェアなのかの部分がはっきりしていないような気がします。その中で温暖化の

話は待ったなしの状況になっていて、ある意味で試行錯誤があり、誰が儲けてもしかたな

いと思って始めなければいけないのかどうか、ものすごく思い悩む所です。その辺りにつ

いて個人的な意見でも結構ですが何か頂ければと思います。

水野_特に最近はエネルギーに次いで食料の価格が上がって投機を引き起こしているとい

う見方があり、暴走する場面もあるでしょうし、誰かが暴利を貧るようなこともあり得る

と思います。確かにそういう側面がありますが、他の政策であればフェアかというと、フ

ェアの定義もありますが、何かの政策を言うと全くフェアでないと言う人が必ずいて、フ

ェアなものはあり得ないのです。その中で、私が市場メカニズムの利点を話す時には、効

率改善を促すこともありますが、活動量すらも抑える効果があるのです。それは端的には

ガソリンの価格がここまで上がると、ガソリンの消費量が減ります。みんなが智慧を使っ

て使わないようにするのです。これは教育啓発や規制で減らそうと思っても、とても減ら

すことは出来ません。それが生活を直撃することもあるので、必ずしも諸手をあげてバン

ザイと言う状況ではないと思います。総量を抑制するための方策としては、大変魅力的な
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方策であると思います。しかし、新しい問題も抱えているということはもちろん考えてい

ます。

大内一大内海洋コンサルタントの大内です。基本的にこれまでの話は、人間の人口が増え

て生活が向上したという中での話でした。温暖化やエネルギー問題は結局は人口増加が原

因であり、中国であれば一人っ子政策を行っていて、これがいいかどうかは分かりません

が、世界的に最も根源である人間の数を減らせればこのような問題はなくなります。そう

いうことには世界の首脳は言及しないのか。それとも世界の首脳といっても、やはり自国

の経済・産業を後に持っているので成長拡大を前提にしているのか、減らすといった議論

は行われているのか、またその気運があるのかお伺いします。

水野一公式には基本的に行われていません。人を減らすということは倫理的になかなか議

論しにくい話であります。但し、中国は一人っ子政策を取っているので、中国政府は公式

に「わが国は一人っ子政策を取ったことにより、もしそれを取っていなかった場合と比べ

てこんなに減らした」という主張を行っています。人口問題や温暖化問題は避けて通れな

い問題だと思います。

因みにこれらの問題に対していろいろな意見を言う人もいます。中国は一人っ子政策を行

ったことを主張しますが、インドはどういう主張をするかというと、インドはベジタリア

ンが多い国です。肉は生産過程でＣＯ２を沢山出します。ですから国民全員がベジタリアン

になれば世界のＣＯ２を減らせるのだという、自分の国を我田引水的な主張を行っていま

す｡そういう意味では一人っ子政策をとってベジタリアンになれば－番いいと思いますが、

なかなかそれを国連の場で１１ﾐiii切って議論する状況ではありません。

前田一湯原先生、海洋開発、海洋産業という意味でいろいろとバラエティに富んだ世界を

紹介して頂きありがとうございました。しかし、これらを日本として戦略として行うには

明らかに総花的過ぎて、全部をやるのは無理な話だと思います。日本としてきちんと基本

計画や戦略を立てておけば、日本としてどういうところに焦点を絞って事業を行うかを決

められます。海洋立国、海洋国家、海洋大国といろいろな言葉を使っていますが、その定

義は極めて暖昧です。モデルとしてどういうところを目指すか。例えばノルウェーを目指

すのか、或いはオランダ、アメリカを目指すのか。そういうベンチマークをちゃんとやっ

た上で、集中と選択という言葉がありますが、戦略を決めていかなければ結局･何も出来ま

せん。しかし、内容としてはそれぞれ重要なことは間違いないのですが、ある意味では今

日伺ったことは夢物語としか受け取れないのです｡実は３０年iiiに既に殆どのアイデアは出

されているのです。その当時からテクニカリー・フィージブルとは言わ財r［ていますが、経

済的、社会的障害のために実際には実現しないで来ています。その問題点を全部洗いなが

ら次のステップをやるとすると、問題点をもう一度クリアにすべきで、その上で集中と選

択でやっていかないと国家予算でもそんなにばらまけません。そういうことをやらないと

非常に難しいと思います。項目として全部挙げるのはいいのですが、これからやるのは先

ず焦点を絞ってどこをやるかです。海洋技術の集中と選択は英語ではShrinktoGrowと言

います。次に伸びる為に－度縮んで、伸びるという前提で最終的にはみんなの花を咲かせ
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るるということで元気が出るのです。そういう意味の集中と選択をやらないと、これから

非常に難しいのではないかと思います。結局は物語だけで終わってしまうこともあり得る

し、聞く側もああそうですかで終わってしまいます.

産業で言うのであれば、国としての産業規模は海洋産業としては海洋立国と言われるが、

海洋だけで食っていけるはずはないのです。例えばそれを３％にするか、５％にするか、１０％

にするか、ある目標値を決めてやるようにしないと、今のように総花的なやり方では何年

経っても結局はそのままではないかと心配します。

湯原-20年前と同じだということについて少し話を,付け加えさせて頂きます。例えば海洋

エネルギー一つを取っても、バッテリーが実用化しているという現実は、環境が全然変わ

っていると思います。私はそれを申し上げたかったのです。ですから２０年前の海洋エネル

ギーの位置づけとは考えられないくらいのことが起きているということは、環境ではなく

海洋エネルギーの質そのものが変わっているのだということを申し上げたいと思います。

前田一エネルギーの貯蔵という観点でいえば、それはおっしゃるとおり電池の進歩は大変

なものです。しかし全体の海洋産業や海洋のテーマとしては、基本的にはテクニカリー・

フイージブルであることは間違いありません。

海底パイプラインについて日本に技術はあるのでしょうかといわれますが、それは大変な

技術があります。パイプラインを作っているのは殆どが日本なのです。そのエンジニアリ

ングもF|本鋼管と新|]鋤が行っていましたが、産業としてやっていけなくなったので日本

鋼管は手を引いているのが実態なのです。ところが今、デイープ・オーシャンやデイープ

・ウォーターのディープ。シー・オイルがものすごく盛んで、パイプラインの需要は沢山

でています。日本としては民間で何かやれといわれても非常に厳しい状態の時に国がサポ

ートをしないといけません。国内では儲からないが海外で儲けさせるといった官と民の仕

分けで一番の問題点を洗いざらい出した上でやらないと、いつまで経っても総花的なとこ

ろから脱却出来ないのではないかという気がします。

湯原_私が総花的な話を行ったので申し訳なかったと思いますが、やっている方々はそれ

ぞれ総花的ではないと思います。新日鐵から東京大学に来られた相原先生が海底パイプラ

インの研究会をやられ、かなり積極的な活動を行っています。

前田一サハリンから'1本にパイプラインを持ってくるなど、石↑''1会社は実際に鋼:業を行っ

ているので、それなりの技術もありますが､それはI-NGのグループに潰されたというのが

真相だと思います。そういう裏話も含めてうまくいかないのは何かを洗い出しておく必要

があると思います。

湯原－ご意見はもちろんよく分かりますが、産業政策面での璽点化を図るには誰が何をや

ったらいいのでしょうか。それは誰がリードしてどういう風に進めていけばいいでしょう

か。その辺りをアドバイス頂ければありがたいと思います。
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前田_皆さんで議論して下さい。

湯原一海洋技術フォーラムを中心に随分いろいろなことを、出来ることを全部行ってきま

した。例えば資源のレアメタルレアアースの問題で経済産業省の方々と話すと、資源が

１０倍になった。それからどうするかというと、国としてはとにかく南アフリカやカザフス

タンに行き、陸上の鉱山の権益をとにかく押さえることが政策的に最優先であると言って

います。それに対して私は言葉を持ちません。あえて持つとすれば、やはり日本の産業政

策そのものが未だにフローの経済に基づいたものであるのです。ところが排他的経済水域

で資源を開発するということは、ストックの経済政策を転換しなければいけないのです。

そういう政策の転換は、非常に大きな産業政策の転換になります。そこで誰がどうリード

するかというところが一番難しいところです。海洋の資源開発にしても、エネルギー開発

にしても、産業政策の根幹のところのチェンジがいると思います。私だけではないと思い

ますが、海洋技術フォーラムにしても、海洋基本法に携わった人たちはそこのチェンジを

要求しているが、実際の行政の施行・施策を行う行政側がそこにチェンジ出来ないといっ

ています。もちろん局長等はそのことはよく分かっているが、今の財政基盤、予算制度、

官庁の仕組みでは不可能だと言われます。前田先生はどのように壊していけばいいか、ど

うお考えですか。

前田一それは先ほど国の予算の配分、各省庁の縦割りの壁を破れないため、１００億円すら

省庁間で動かせないというのが日本の一番の問題点です。国の制度を変える必要もあると

思います。制度や法律の面と、財政の面、技術の面を融合させて進めざるを得ません。そ

れはフリー・ノンリニア（強非線形問題）だと思います。やるのであれば政策研究大学院

大学などがあるので、そういうところでちゃんとやればいいと思います。そうしないと進

まないと思います。最終的にはポリテイカリ。フイージブルに持っていかなければなりま

せん。

それはいろいろな議論があると思います。その前にもう一つ、技術という世界で言うと技

術が何故青たないかの点は、別途担当している我々がその世界におり、問題点を感じてき

ています｡今までの海洋開発は1970年代から日本は経団連が一生懸命声をかけた歴史があ

い悩みや失敗事･例を沢山持っています。これを持ち寄って次にどうステップアップする

かを議論しなければなりません。しかし、その情報収集が殆ど出来ていないと思います。

これは水産の世界でも造船の世界でも、海洋石油やどの世界でも同じです.それぞれ我々

は専門に分かれすぎているので、なかなか共同で議論出来ませんが、こういう学会を超え

た世界であれば議論が出来ます。これがこの学会のいいところだと思います。いずれにし

ても問題点をお互いに出し合ってやっていくしかやりょうがないと思います。

司会一海洋基本法ができ、海洋基本計画ができ、平成２０年度中に何をするか明示されてい

ることが－つあります。当面何に政策的な資源やお金を投じるべきかが海洋基本計画には

書いてあります。それは熱水鉱床の開発とメタンハイドレートの開発です。これをどう進

めるかは、平成２０年度中に計画を策定することになっています。逆に言えば学会単位でそ

れに向けて第一番|〒Iにこういうところをこうしていくべきだと、省庁に向けて発言してい
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くことが我々がすべきことだと思います。

前田一ShrinktoGrowの場所がそこであるということが分かりました｡それであればなおの

こと､昔のマンガン団塊プロジェクトが国のプロジェクトで１７年かけて150億円ほどを使

いましたが、建前上は成功したことになっています。しかし、最後の最後には実海域の試

験が出来なくてX-120という高性能な高張力鋼パイプの実海域実験が出来ずに、日本とし

ては貴重な貴会を逃したのです。ものすごく無駄なことを行っているので、それを振り返

ってこれを参考にして創造的な失敗事例にするようにしないといけないと思います。パイ

プラインでも日本はＸ－８０のような高張力鋼パイプをどんどん製造出来る技術を持ってい

ます。外国ではこれを使って疲労試験を一生懸命やるという状況になっています。日本の

技術がどんどん外国に持っていかれ、日本の技術がどんどん萎んでいる状況です。メタン

ハイドレートにしても、以前のマンガン団塊プロジェクトを参考にしながら是非過去の経

験を活かしてほしいと思います。

司会一重々分かっています。そのつもりで私も発信していますが、なかなか聞いてもらえ

ないというか、逆に言うと皆さんを含めて学会単位で、産業界も含めて、今が勝負だとい

うことで支援して頂くことが大切だと思います｡ディスカッションが今日だけの話でなく、

平成20年度ｒＩＬ１に海洋エネルギー･鉱物資源開発計画を策定するということになっているの

で、これをターゲットにした何かシンポジウムを開くのも一つのアイデアだと思います。

そこにどういうふうに意見を集約していくかもあります。ご意見、議論を頂きありがとう

ございます。

佐藤一日本大学海洋建築工学科の佐藤です。今日の話にはいろいろなことが含まれていて

非常に勉強になりました。先ほどの議論で－つ、私の昔の個人的な経験をお話すると、２５

年くらい前にノルウェーが自分たちで海底油田を開発し始めたころの話です。その頃携わ

っていた時に、その時は石油がｌバレル１０ドルくらいの時代でした。その時に北海油田が

開発されてｌバレル30～４０ドルというくらいに政府計TiI1iが出ていました｡それでアメリカ

人やMobil社の石油関係者が何を言っていたかというと、「ノルウェーは気違いに近いな」

と言っていました。それほどの長い期間投資すれば途中で挫折するというのがメジャーの

人たちの考えです。しかし、現地のノルスケハイドロという会社と一体になって自前の技

術でやるという方針を立てていました。どういうことを行ったかというと、スタパンゲル

にデリックタワーが建っていて、「そこで石油が取れるのか」とljHいたら、「そこは研究

所で油田を開発する技術者を育てるために今からやっているのだ」といいました。「アメ

リカや他の技術をできるだけ使わずに自分たちでやるのだ」という長期戦略で、人も育て

るというものでした。そこが非常に大切なところで、プロジェクトが現実になるのがこれ

から先の５～１０年先です。－番必要なのは多分技術者或いは現場の技能者であり、研究者

ではないのです。それを今のプランの中に、また予算の使い方もそこに入れておかないと

いけないと思います。

この会場には大学関係者や研究者が多いようなので、これからそれを見据えたときにどう

いうカリキュラムを設定するかは、世界を見て現場を見て、カリキュラムはプロジェクト
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と一緒で、一旦決めるとそれで動かざるを得ない非常に重要なものなので、ハード的な技

術やその裏にあるそれに携わる人たちをどう拡げていくかもお願いしたいと思います。

中村一水産工学会の中村といいます。大変貴重なご講演をありがとうございます。当然の

ことですが、これからエネルギーが必要だということで、炭素エネルギーの節約というこ

とで代替エネルギーやその方向のいろいろな努力の殆どがその話題になっています。先程

自然吸収のキャパシティーが３１億トンＣ／年という話でした、例えばバイオ燃料は、今ま

で森林で長期に貯留していたものを破壊して、バイオ燃料作物の耕作のために数年という

短期の炭素サイクルの中に入れてしまうわけです。つまりこれは自然吸収能力を削減した

ような話です。バイオ燃料は必ずしもそう賛成する燃料ではありません。ましてや食糧を

バイオ燃料に変えてしまうということはとんでもないことなのです。結局そうなると自然

吸収を増大させるには海洋だけになります｡その場合､海のＣＯ２吸収)磯能について生物的、

化学的、物理的な吸収機能がいろいろと働いていますが、それについて自然吸収機能を増

やす努力は、逆に言えば化石燃料を節約する努力と同時に同じウエートで、いや、それ以

上に行わなければいけないと思います。長期にＣＣＺを吸収する能力を増やすような研究や

努力は殆ど行われていないと思いますが、これに関する知見をお持ちでしたら教えて頂き

たいと思います。

湯原－私はその面には暗いので申し上げられませんが、海洋技術フォーラムに加わってい

る人たちは海藻や藻類で増やせると言っているし、三菱総研の方達もあるプロジェクトで

それを増やすことを提案しています。量的にどの程度可能で実現できるかどうかは分かり

ませんが、検討している人は何人もいます。

司会一幅の広い講演でしたのでまだまだ質問がいろいろあると思いますが、時間の都合も

ありますので午前中のセッションはこれで終わりとさせて頂きます。どうもありがとうご

ざいました。
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海洋工学関連会騒報告

PACONzOO8（発表者：日本大学増田光一）

PACON2008はハワイ・ホノルルのアラモアナ・ホテルにおいて６月１日から５日まで

開催されました。参加者は主催者側のリストから約１６０名でした。やはりアメリカの参加

者が一番多く、次が日本からの参加者が多い順でした。日本人で目立ったのが大学関係者

でした。また大学院生の発表も非常に多くありました。論文数は１２８編です。PACONの

システムで２年に１度を本大会とし、昨年もハワイで開催されましたが、その大会はテー

マを絞った地域大会でした。

PACONの大会では論文のアブストラクトで講演を行い、講演したものの中からセッシ

ョンの司会者と理事会が論文を選定し､最終的に論文を載せたジャーナルが発刊されます。

ちょっと残念なことは、ここのところ参加者が偏ってきて、常連の参加者が目立つように

なってきたことです。来年はシンガポールでの開催を計画していましたが、シンガポール

支部の活動があまり活発でないということから、来年の地域大会は中止になりました。次

の大会となる再来年の大会は、ハワイ島のコナで開,催されます。

今回のテーマとして「EnergyandClimateChange」を掲げ、アジア・太平洋地域について

エネルギーと気・侯変動に関する問題を議論しました。基調講演では特にアメリカの

RenewableEnergyの実用例がかなり発表されました。特に波力発電はイギリスが進んでい

ると思っていたのですが、アメリカも|随分とプロトタイプの実験を行っている写真が紹介

されました。そういったことでエネルギーに関しては各国ともかなり関心が高く、論文数

が多かったという印象を受けました。

毎回のパンケットにおいてサービスアワードという表彰を行っていますが、論文提出に

貢献の大きかった人や優秀なスチューデント。ポスターセッションに対し表彰が行われま

した。

全体としてエネルギーに関する発表が多く、活発で有意義な討鐵識が行われました。また、

ハザード関･係、気候変動について中国からの参加者が積極的に発表していましたが、それ

ぞれの国のエゴみたいなものが出ていた気がしました。

OMAＥ（発表者：日本大学増田光一）

ＯＭＡＥは６月２０１１から－週間行われました。会場はポルトガルの首都リスボンから列

車で１時間くらいの所にあるエストリルというリゾート地でＩ)i催されました。会場は建築

的に見てもモダンな建物を会場として使用していました。

論文数は650編、参Ull者７１０名で、例年のＯＭＡＥに比べ非常に盛会でした。論文数も多

かったし、参加者も多かったと思えるので、おそらく主Ⅷ催者は黒字になったものと思いま

す。今回の特徴として日本からの吉田宏一郎先生と前田久明先生のスペシャル。シンポジ

ウムがあり、日本人の参加者もアメリカ、ノルウェーに次ぐ３番目で、５０名近くが参加し

ました。どちらのシンポジウムもほぼ満席でした。前田、吉田スペシャル・シンポジウム

の論文数は２４編あり、OceanSpaceUtilizationSymposium（ＯＳＵ）の'１'で発表が行われまし

た。最近のＯＳＵは１１本人だけということが多かったのですが、今回は随分外国の方も参加

していて、なかなか充実したシンポジウムでした。
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最近のＯＭＡＥの手法としては、著名人のシンポジウムを開き盛況でした。今回はNick

Newmanのシンポジウムが開かれました。こういったスペシャル。シンポジウムを開くこ

とにより人を集める方法を採っています。

OCEANＳ（発表者：大阪大学高木健）

４月８日から１１日まで神戸で開催されたOCEANS'０８／ＭＴＳ／IEEE／KOBETECHNO

OCEANiO8の報告を致します。本会議では名誉組織委員長として神戸市長と元三菱重工業

の難波様をお招きし、私は実行委員長を務めました。

テーマは「VoyagctowardtheFuture」というもので、会議名が長くかつ主催者も多かっ

たのですが、基本的にはアメリカ側のOCEANSはIEEEとＭＴＳが行うということで、日

本サイドはConsortiumoftheJapaneseOrganizersとして、Ｉ]E]E]E／ＯＥＳ日本支部、ＭＴＳ日本
支部、（独)海洋研究開発機構、テクノオーシャン。ネットワーク、（財)神戸国際観光コン

ベンション協会、（財)地球科学技術総合推進機構がグループとなって主催しました。

前回2004年にOCEANSとテクノオーシヤンは共同開催しましたが､その後OCEANSが

年２回開,催の体制になり、春にアジア・パシフイック＆ヨーロッパラウンドを行い、秋に

北米ラウンドを行うこととなりました｡そのため前回は約７００名の参加者を集めましたが、

今回は２０カ国、４２１名の参加でした。もともとの想定が400名だったので、若干上回る人

に来て頂きました。論文発表数は２０カ国から２１２編、スチューデント・ポスターは１７編

が集まりました。展示会は海外からも参加があるということで78社、１３５小間の出展があ

りました。その他に新しい試みとして、水中ロボットコンテストを実施しました。こちら

は見学者も多く、人気のイベントとなりました。ただ残念なのは、日本の場合、参加する

学生が少なく、これから多くの参加者を集めたいと考えています。またテクニカル・ビジ

ットも開催しました。同時開催行事として(独)海洋研究開発機構、国士交通省から船を出

していただき、3,800名の参加者がありました。

新しいイベントとしてＧＥOSSワークショップを行いました。これはIEEEが従来から主

催しているＧＥOSSのワークショップで、今回の会議の前日に開催しました。大会後には

東京でＧＥOSSが水に関する会議を行いました。また、大会と併せて港湾空港技術の講演

会、CDIＴ講演会も行われました。

今回の特徴としてKeyNoteLectureとして、ＯＮＲのナンバー２に当たるＤ工WalterJohnse
を呼んだことと、日本側は総合海洋政策本部事務局長の大庭様に来て頂き、日米の海洋政

策の話をしてもらったことです。また、もう一件は日本の若手研究者として、（独)海洋研

究開発機構の氏家様に地震に関係する地層の話題を話して頂きました。

IsOPE（発表者：大阪府立大学山崎哲生）

７月６日からｌｊＥｌまで、カナダ。バンクーバーのシェラトン。バンクーバー。ウォール

センター。ホテルでISOPEZOO8が開催されました。先ほど増田先生からの報告にもありま

したが､今年はＯＭＡＥが頑張ったせいか日本人の参加者が少なく、ＯＭＡＥより参加者が少

なかったのではないかと思います｡公式データは出ていませんが､韓国からの参加者が120

～130名で一番多く、「|本は２番目になってしまい、３桁に乗らなかったのではないかと思

います。
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アブストラクトが850編、マニュスプリク卜が７２０編でしたが、実際に発表されたのは

450編で、オーラルは42編でした。セッションの数からすると、セッションを立てすぎて

－つ当たりのペーパー数が少なく、合同セッションになったものもいくつかありました。

今回決まったことで一番大きな事は、２０１０年に北京で開催する事になりました。大阪、北

京と続く事は異例なのですが、に|言１国の石油公社がフルスポンサーとしてつくことになり、

それで北京開催が決まりました。

オープニング・セッションで４つのプレゼンテーションが予定されていましたが、最後

のロシアからのプレゼンテーションがキャンセルされたため、急遼カナダの大西洋岸のオ

イル。ガスチャレンジのプレゼンテーションが行われました。当日のプログラムには載っ

ていたのですが、正確なタイトルと発表者が分からなくて申し訳ありません。まだまだロ

シアからはこういうところに出てくるには不確定要素が残るかなと思います。プレナリー

・プレゼンテーションは４つあり、特に注目されたのはテキサスＡ&Ｍ大学のキム先生が

ジン・チヤン。アワードを受けて講演を行い、かなりの人が聴講しました。

2009年のISOPEは６月２１１１から２６日まで大阪の国際会議場で開催されます｡今は大阪

の実行委員会が頑張って活動を始めているので、まずアブストラクトを送って頂き、是非

皆様の参加により日本からの参加者を－番にし、また国内開催ですから大学院の学生には

いいチャンスだと思います。

会場のバンクーバーから車で２時間のところにウイースラーがあります。ここは２０１０

年のオリンピック冬季大会を關･催するところです｡バンクーバーも２０１０年のオリンピック

・カラー一色で、関連のおみやげばかりが目につきました。

OTC（社団法人国際海洋科学技術協会北村哲郎）

ＯＴＣはOffShoreTechnologyConferenceの略で、化石燃料の研究者、関係者による国際会

議です。５月にアメリカのヒューストンで開催されました。ヒューストンは石油産業のメ

ッカで、ブッシュ親子とチェイニー氏がこの国際会議を始めたのですが、1969年にアポロ

月ロケットが打ち上げられたときに始まりました。もうすぐ４０年を迎えることになりま

す。

WaveofChangeは今年のテーマで、若い人を育てるという意味でＷａｖｅという言葉を兼

ねているのかとも思いました。１９８２年に100,000人が入ったのがピークで、我々日本の新

日鐵や造船、鉄鋼の全部が参加した時`代がありました。今回は論文数３００編で、本来はテ

クニカルセッションは木曜日を最終日とし午前中で終わるのを、今年に限り午後も行いま

した。その後にクロージング・レセプションがあり非常に楽しめました。

テクニカルセッションでメタンハイドレートについて午前、午後に分けて２日間実施さ

れたのは注目でした。日本から産総研、JOE、ＪＯＧＭＥＣの大デリゲーションが参加し、半

日の１セッションに７件程を発表したのですが、２８件の内、１２～１３件が日本からの発表で

した。７日午前は資源量、午後は室内実験で、８日午前が生産、午後がメタンハイドレート

の物性研究というテーマでした。大きなプロジェクトの関連発表にはブラジル、アンゴラ、

カスピ海等と新しい名前のキイケ、マラオマップモップの発表がありました。

注目の新技術としましてＬＮＧのフローテイング･ターミナルがその１つに挙げられると

思います。昨年のＯＴＣではＬＮＧのセッションが|随分多かったのですが、今年は、洋上夕

■■■■
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一ミナルについて１セッションあり、わが国でもＪＯＧＭＥＣが現在研究に取り組んでおられ

ます。ＬＮＧタンカーとフローティング・ファシリティとを繋ぐシステムです。フローティ

ングですから船と船を繋ぐダイナミックなLNG移送管が必要で､フレキシブル且つクロジ

ェニック（極低温）の技術が必要で、-162℃の極．低温で使えるホースを開発しています。

日本は非常に高い技術を持っているので海外のメーカーは警戒しています。フランスのテ

クニップ、ユーザーであるガスドフランス（フランス）、ネクサンズ（ドイツ）がありま

すが、ネクサンズは管を二重にし、それぞれの管の問を真空にするといった特殊な技術を

開発しています｡次のスライドは船と船を並行にしてＬＮＧを送る方法と、タンデムといっ

て船を縦に並べてホースを浮かす２方式を図示しています。アメリカで一般になっている

のは海上に施設を作り、海上からは海底パイプラインで繋ぐシステムです。２番目の注目

技術として挙げておきますのは、わが国のメタンハイドレート開発技術で、東部南海トラ

フ海域のメタンハイドレートの資源量評価を東京大学の増１１１先生が書かれた論文を次のス

ライドでご紹介しておきます。

展示では日本企業は例年の「濱中製鎖工業」と数年前からの「横浜ゴム」と現地企業の

「東芝」でした。リライアント・センターに隣接した展示会場の巨大建築リライアント・

スタジアムは全て中国の部品メーカーが展示会場として使っており、中国は石油ガス関連

でも裾野産業が育ったという感じを受けました。

OTC'０８アワードでは、個人賞はジェームス゛レイ氏で、シェル石油の環境部門を退職し

た方が受賞されました。企業はスタットオイル゜ヒドロでノルウェーの会社です。オマン

ランゲという巨大なガス田を開発し、英国へも需要の４分の１程にも登るガスを供給して

います。大水深で海底仕上げでパイプラインで搬送する卓越したイノベートな技術を使っ

ています。
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地球温暖化と環境対応型。省エネ型漁船機関

酒井久拾

東京海洋大学海洋科学部海洋環境学科

１．はじめに

漁船は，船内に搭載された内燃機関を動力源として，漁獲および運搬に従事する船舶である。

その動力は，船体を推進させるプロペラ，漁労装置の１１１]圧，電力を発生させる発電機などに供

給される。使用される燃料は化石燃料であるA重油と軽油であり，漁船から排出される地球温暖

化物質や環境汚染物質は，その排気ガスが主要要因である。このため，環境対応型・省エネ漁

船機関を考える上で重要なことは，原動機側としての燃料消費量の削減と，負荷側としての負

荷軽減対策の両面を考慮する必要がある。特に後者は，船体，操業，管理，運用など，広範鮒

にわたっており，費用対効果を考慮した実施が重要である。ここでは，１)漁船機関の概要，２）

環境対応型漁船機関，３)省エネ漁船機関について説明する。

5霧号Ｚ③S爽訳③T少E”

;雛蕊溌麟鍵灘霧鍵鰯鰍鱗ｉｍｉ〃
:蕊蝿。醗議鱸・蝿鰯職艤繼

２．漁船機関の概要

漁船とは，網や釣針により魚介類を漁獲

する船舶である。このため，漁船からは，

図-1に示すように，船体を推進させるため

のディーゼル機関からの排気ガス，魚介類

の鮮度･保持のための冷凍装置からの冷媒，

通常活動からの油，ゴミ，汚水，パラスト

水など，が排出される。このため，これら

の排出物質が，海洋環境を悪化させる直接

的および間接的な原因になり，しいては漁

獲量の減少に直結する危険性も考えられる。

したがって，漁船漁業における環境圧力を

常時緩和させる対策が求められる。

漁船の機関システムは，図-2に示すよう

に燃料油を消費する原動機であるディー

ゼル機関が搭載される。船体を推進させる

ディーゼル機関は主機と呼ばれ，前端部か

らも出力が取り出され，漁労甲板機械用の

油圧ポンプを駆動する。

田．.=§.■

図－１漁船と大気，地球，海洋環境の関係

漁湧甲板機械

;動力
i照明
Ｉ航海

i通信
i制御

？

図－２漁船における機関システムの一例

機関出力は，搭載される漁船の総トン数により，その上限が漁船法によって決められている。

たとえば，３０トン未満では機関出力の上限は1,010ｋＷである。

～ご～亀一
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もう一つは，発電機を駆動させるディーゼル機関であり，補機と呼ばれる。発電機からの電

力は，船内電気負荷である動力，照明，航海，通信，制御系統の各機器に給電される。なお，

漁船ではボイラはほとんど搭載されず，燃料を消費する装置は,上記のディーゼル機関のみで

ある。

燃料油は，軽油（JIS；２号）またはA重油（JIS：１種2号）が使用される。燃料タンクに貯蔵

された燃料油は，液面レベルが機関の設置レベルより高い場合はそのまま機関に供給される。

逆の場合は，移送ポンプにより重力タンクに送られる。小型船では重力タンクから機関へ，大

型船の場合は清浄･機に送られ，サービスタンクに貯蔵され，機関に供給される。なお，機関に

直接装備される燃料油供給ポンプは，燃料消費量のおおよそ3～5倍の流量を吐出するため，余

剰油はサービルタンクに戻るものが一般的である。

図-3には，170トン型樽掛けまわし式底曳漁船の1航海（70時間）におけるエネルギー消費の

実態を示したものである。主機では消費エネルギー全体の91％を消費し，残りの9％が補機で消

費される。最終の区分では，全体の64％が廃エネルギーとして捨てられている。これは，

ディーゼル機関の特性上，熱効率が30～40％にしか達しないことから，きわめて妥当な数値と

言えよう。,仮に，これらのエネルギーが回収されても，漁船では熱源としての利用は使い道が

なく，動力エネルギーとしての回収技術は確立されていない。次に多くのエネルギーが消費さ

れる区分は，操業時である。このことから，漁具抵抗の軽減，油圧装置の効率化が課題と言え
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図－３１７０トン型樽掛けまわし式底曳漁船のエネルギー消費の実態

3．環境対応型漁船機関

船舶から排出される大気環境，地球環境，海洋環境の各汚染物質は二酸化炭素船舶から排出される大気環境，地球環境，海洋環境の各汚染物質は，二酸化炭素（CO2），窒

素酸化物（NOx），硫黄酸化物（SOx），粒子状物質（PM），揮発性有機化合物質（VOCS），オ

ゾン層破壊物質，廃棄物等の船上焼却，バラスト水などである。わが国では，これらの排出物
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質による影響を緩和するために，平成17年５月１９日より新たな規制が施行され，船舶からの大気

汚染を防止しようと努めている。

３．１二酸化炭素（CO2）

l)概要

燃料油である軽油Ａ重油がディーゼル機関内で燃焼すると，燃料中の炭素（燃料の８０％）

が燃焼し，二酸化炭素が排出される。これは温室効果ガスに指定されたものである。

Ｃ＋０２＝ＣＯ２

排出量は，主機および補機の燃料消費率がおおよそ０．２０５および0.230kg/kWllであることか

ら，Ａ重油のCO2排出原単位を2.9kg-CO2/kｇとすると，060～O67kg-CO2/kWｈになる。

2)影響

空気中の二酸化炭素の増加は，太陽光が地球に入射すると，地表面により反射される赤外線

を吸収し，大気温度の上昇を招く。

3)規制

船舶における二酸化炭素の排出規制はない。

4)対策

ディーゼル機関で使用される燃料消費量の削減に尽きる。これを実現するため，原動機側で

は燃費の良い省エネ型機関の導入，負荷側では減速運航や搭載物の軽減などの省エネ運航や消

費電力の節減を実施する必要がある。

Ｉ

３．２窒素酸化物（NOx）

l)概要

燃料油がディーゼル機関内で燃焼すると，燃料に'二'の窒素や空気中の窒素が燃焼し，一酸化炭

素（KO）や二酸化炭素（NO2）が生成される。これらを総称してＮＯｘと表記され，ノックスとい

う。燃料中の窒素化合物から生成されるものをフューエルNOx，燃焼空気中の窒素から生成され

るものをサーマルＮＯｘという。ディーゼル機関から排出されるＮＯｘはそのほとんどがサーマ

ルNOxであり，ＮＯｘ中の９０%以上がNOである。

2)影響

ノックスは，大気汚染の原因になり，太陽光の紫外線に反応すると，オゾンやダイオキシン

を生成し，光化学スモッグの原因になる。

ＮＯ２＝ＮＯ＋０，０＋０２＝０３

なお，酸性雨はこのオゾンは主原因といわれている。

3)規制

規制対象は，平成12年１月１日以降に建造に着手した国際航海に従事する船舶や，平成17年５月

１９日以降に建造に着手した国内航海に従事する船舶に搭載される130kW以上のディーゼル機関で

ある。ディーゼル機関は，国際大気汚染防止原動機証書（EIAPP証書）の交付を受けたもので，

船内にEIAPP証書および原動機取扱手引書の備え置き，原動機取扱手引書に従って運転しなけれ

ばならない。

2005年に制定された規制値は，機関から排出される窒素酸化物を単位機関出力あたり，１時間

当たりの質量［g］で表したもので，図-4に示す。なお，横軸は機関の定格回転数である。
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２次規制は２０１１年に予定されており，

規制値はおおよそ2005年の-15%～-25%で

議論されている。漁船向けディーゼル機

関は後述するミラーサイクルの導入によ

り実現可能を言われている。

３次規制は２０１５年に予定されており，

M1q
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０
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規f別値はおおよそ2005年の-80%で議論
EnginespeedN[rpm］

されているが，ハードルが非常に高いと図－４ＮＯｘの規制値

いわれている。Ｎ<130１７０９/kWh

4)対策130<N<200045N－０．２９/kWｈ

出される窒素酸化物は，シリンダ内2000<Ｎ９．８４９/kWｈ

の燃焼ガス温度とトレードオフの関係

にあることから，対策としては燃焼温度の低減と後処理に大別される。

燃焼温度の低減

①噴射時期遅延（タイミングリタード）

点火時期を遅らせることにより，燃焼ガスの温度を下げる。

②ミラーサイクル（吸気弁の早期閉止）

吸気弁を早期に閉止することにより，圧縮空気温度を下げる。

③排気ガス再循環（EGR）

排気ガスの一部を吸入側に戻すことにより，燃焼速度を下げる。

④コモンレール（噴射時期の電子制御）

電子制御弁による燃料噴射により，噴射の時期，量，回数を制御し，燃焼ガスの温度を下

げる。

⑤エマルジョン燃料

燃料に水および添加剤を混合させた乳化燃料を使用し，燃焼温度を下げる。

⑥水。蒸気噴射

燃焼中のシリンダ内に水・蒸気を噴射し，燃焼ガスの温度を下げる。

後処理

⑦選択接触還元（SCR法）

排気ガス中へ還元剤としてのアンモニアを注入し，無害の窒素や水に分解する。

３．３硫黄酸化物（SOx）

l)概要

燃料油がディーゼル機関内で燃焼すると，燃料中の硫黄が燃焼し，一酸化硫黄（ｓｏ）や二酸

化硫黄（SO2）が生成される。これらを総称してＳＯｘと表記され，ソックスという。

2)影響

大気汚染の原因になる。

3)規制

船舶で使用される燃料油は，海域ごとに硫黄分の濃度など品質基準が定められた。バル

ティック海では硫黄分1.5％以下，それ以外の海域では4.5％以下の燃料油を使用する。なお，
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EU域では，パルテイック海のほか，北海および英`仏海1喋も規制対象区域である。また，国際航

海に従事する総トン数400トン以上の船舶では，燃料油供給証明書（保存期間3年間）および試

料（燃料が消費されるまでの期間，ただし最低１年間）を一定期間船舶内に備え置かなければ

ならない。

4)対策

燃料中の硫黄成分を除去すれば解決かのうである。現在，石油会社から低硫黄燃料油が発売

されているが，燃料価格の押し上げに直結するので，船舶への導入は進んでいない。更に，油

を脱硫，分解してより軽質で低硫黄の柚に改質するには水素が必要であり，かつ同装置を通す

ために油を高温，高圧の状態にする必要がある。このため，精製段階でのCO2の排出量が大幅に

増加すると言われている。

5)今後の規制動向

今後の燃料油中の硫黄分規制についてはいろいろな案が議論されている。

Ａ案；現行規制を維持する。

Ｂ案：特別海域の規制のみ，2010年までに1.0％，2015年までに０５％に引き下げる。

Ｃ案：全海域での留出油の使用，2012年までにＬ0％，2015年までに0.5％に引き下げる。

米国：沿岸海域および港湾での規制を強化する予定であり，今後港湾で停泊中の船舶では発

露機関の使用も禁止されるものと思われる。

３．４粒子状物質（Ｍ

１)概要

燃料油がディーゼル機関内で燃焼するとき，高温による炭素の焼けや不完全燃焼により発生

する黒煙（すす）や，可溶性有機物と呼ばれる炭化水素などの微粒子状の物質である。特に

ディーゼル機関から排出されるものをＤＰＭ（DieselParticulateMatter）という。

2)影響

大気汚染やぜんそくの原因になる。

3)規制

船舶における排出規制はない。

4)対策

Dieselparticulatefilter（DPF）は，トラックおよびバス用に開発されたフィルターであ

る。首都圏ではディーゼル大型車にその設置が義務付けられているが，船舶では排気量が桁違

いに大きいため，その開発は困難といわれている。

また，NOxの低減対策を述べたエマルジョン燃料の導入がある。燃焼時に燃料中の水が水蒸気

になるとき，数千倍の体積膨張を伴う。これにより，燃料柚の微粒子化を促進させるので，ＰＭ

が低減できる。

３．５揮発性有機化合物質（VOCS）の規制

l)概要

原油，石油製品，ＬＮＧなどの貨物油や燃料油のベーパー化（気化)，ディーゼル機関内の燃料

油の不完全燃焼，潤滑油の未燃焼により生成する。特に大型船舶用２サイクル機関から排出さ

れる。
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2)影響

大気汚染や光化学スモッグの原因になる。

3)規制

指定された揮発性物質放出規制港湾において貨物の積込みを行う一定以上のタンカーやLNG船

は，揮発性有機化合物質放出防止設備の設置および使用が義務付けられている。

4)対策

上記の一定以上のタンカーやLNG船では，荷物油の積み込み，積み下ろし時に，荷役パイプ系

統以外に揮発ガス循環用パイプ系統を設置し，貨物油の移動に伴う揮発ガスの放出を避けるシ

ステムがある。

３６オゾン層破壊物質の規制

l)概要

冷凍装置および空調装置に使用される冷媒や消火器に使用される消化剤が空気中に放出され

ると，長時間かかってオゾン層に達し，オゾン層を破壊する。オゾン層が破壊されると，オゾ

ンホールが生じ，紫外線の地表面への到達量が増加する。

2)影響

紫外線の増加により，人体への影響として皮膚がんが増加するといわれている。

3)規制

いかなる船舶も，オゾン層破壊物質を使用する設備を平成17年５月19日以降，新たに船舶に搭

載して航行することが禁止されている。ここでいうオゾン層破壊物質とは，ハロン（消火剤）

CFC（R-l2）（冷媒），ＨＣＦＣ（R-22）（冷媒），ＨＢＦＣ（代替ハロン消火剤）である。なお，ＨＣＦＣ

については，平成31年12月30日までの間，当該物質を含む設螂備を新たに船舶に搭載することが

できる。

4)対策

今後の冷媒としては，塩素分子を含まないオゾン破壊係数が低いHFC（Rl34a，R404C）がある

が，温暖化係数が高いので，当面の対策と考えられる。それと平行して，自然冷媒であるアン

モニアによる3元冷凍サイクルが実用域に達しており，-60℃の凍結温鼈度を必要とするマグロ延

縄漁船向けに導入されるものと考える。

３．７船舶での焼却

1)概要

船内で発生する－部の廃棄物を焼却すると，ダイオキシン等を発生する危険性がある。

2)影響

大気汚染や光化学スモッグの原因になる。

3)規制

船上において，焼却が禁止される物質は，①油，有害液体物質等の貨物の残留物，②ハロゲ

ン化合物を含む精製油，③ポリ塩化ビフェニル④ポリ塩化ビニル（船舶発生油等焼却設備で

焼却する場合を除く。），⑤鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物，が指定されている。

4)対策

それ以外のゴミ，可燃性廃棄物，船舶内で発生する油等を焼却する場合には，技術基準に
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適合する船舶発生油等焼却設備で焼却しなければならない。なお，船舶発生油等を焼却する場

合は，排他的経済水域を越えて)航行する船舶では平成12年１月１日以降に設置された設備，排他

的経済水域内のみを航行する船舶では平成17年５月19日以降に設置された設備であることが規定

されている。

３．８船舶検査

上記の規制項目および同対策を担保するため，総トン数400トン以上の船舶では，当該装置が

技術基準に適合していることを確認する船舶検査を受けなければならない。定期検査に合格し

た船舶には海洋汚染等防止証書が交付される。また，国際航海に従事する総トン数400トン以上

の船舶には，ＩAPP証書が付・与される。

４．省エネ漁船機関

省エネ漁船機関とは，エネルギー消費が節減できる漁船向け機関のことである。その特性は

単位出力あたり１時間あたりの燃料消費量を質量［g］で表された燃料消費率（g/kWh，ｇ/PSh）

で評価され，燃料消費量が少ない機関といえる。また，保守が容易，故障しない，更には大漁

である，などの要因が加わる。
船舶の排ガス規制開始

漁船機関の技術動向の現状は,漁船機関に

関する規制が多い，漁船機関の選択の自由度ｆｌ７０の
匹
へ

が少ない，漁船機関の市場はきわめて小さい， 望１６０

研究開発費が多くない，などの背景があり，偶ト
１１m(１５０
浜

漁船用機,謁独自の技術革新はあまり多くなく, 菜
簔１４０

陸上用機関の技術革新による影響力N大きいと

対応期間’
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それを踏まえて，現在までの20年間の漁船図－５漁船用機関の燃料消費率の変化

用機関の燃料消費率の動向を示したものが図－５

である。陸上における排気ガス規制が導入されると，その対応として，NOxやPMの低減策として

圧縮比の増加，吸気圧力の増加が区'られ，最高圧力の増加が増加し，結果的に燃費の向上が得

られた。

次に，2005年５月に実施された船舶用は排気ガス規制では，対応策として上記の陸上用機関の

技術の応用が図られ，排気ガス規制をクリアするとともに燃費の向上も図られた.それを裏づ

けるように2005年の規制開始のおおよそ5年前からの対応により，燃料消費率が徐々に向上し，

各機関ともある一定の成果が得られた。
戸

2011年におけるNOxの２次規制では，更なる

NOx,低減対･策が求められる。前述したように熱

効率を犠牲にするミラーサイクルなどの導入

により，規制値に適合させることを考え合わ

せると現状の燃料消費率の更なる向上はあ
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西暦
なお，図-5に示した各トン数向け漁船機関

は，漁業法で許容された出力を有するもので図－６２０トン搭載機関の性能変化
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ある。一方，漁業法で許容された出力は，年々増加の一歩をたどっている。その動向を示した

ものが，図-6に示すものである。

図－６は総トン数２０トンに搭載可能か機関出力の変化を示しとともに，燃料消費率および燃料

消費量を付け加えたものである。

機関出力は，約20年間でおおよそ50％の増加が見られ，燃料消費率も9％改善された。しかし，

燃料消費量は40％も増加していることがうかがえる

５．漁船の節燃費対策

主機および補機の負荷低減対策は，主機に関わる減速運航から，補機に関わる蛍光灯の節

電まで多種多様なものがある。ここでは，いくつかの例を挙げて説明する。

５．１減速運航および搭載物の軽減

巻網漁船に見られるような排水形漁船では燃料消費量は船速の3～4乗に曳縄漁船で見られ

るような滑走型漁船では船速の2～２５乗に比例する。このため，港から漁場までの往復に要す

る燃料消費量は，排水型では0.5ktの減速で約20％減，LOktで30％減，滑走型では1ktの減速で

約7％減，２ktで14％減の削減効果が得られる。また，搭載物については，排水型では１トンの増

加で1.5％増，２トンで3％増，滑走型では１トンの増加で4％増，２トンで8％増の影響がある。こ

のため，往復時の減速，船内の不要物の撤去は，燃料消費量の削減に大きな効果がある。

2)船型および推進系の改良

パドックフロー型船型とは，図-7(a)に示すように，舵がなく，船尾形状を滑艤らかな曲線で構

成したものである。これによって，プロペラに流入する水流の乱れが少なく，推進効率の向上

が期待できる。ただし，この船型では，従来のプロペラを使用することができないので，図に

示すポット型プロペラが必要である。遠洋マグロ延縄漁船に採用された。

二重反転プロペラとは，｜司図(b)に示すように，プロペラの後部に，もう一つのプロペラを舵

に取り付けたものである。一対のプロペラによりプロペラ後流の回転損失を回収するシステム

で，推進効率の向上が期待できる。海外巻網漁船に採用された。

'－－－
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(a）パドックフロー型船型およびメカポッド （b）二重反転プロペラ

図－７省エネ効果が高い船尾船型および推進装置

3)油圧システムの最適化

１台に油圧ポンプに複数の油圧モータが接続されるシステムでは，油圧ポンプの能力が油圧

モータの能力を大きく上回っているため，駆動される機械システムが低出力の場合，エネル

ギー損失が拡大する。これを防止するため，油圧ポンプにシングルメインまたはリングメイン

方式と呼ばれる定圧可変容量型の採用も考慮する必要があろう。
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4)LED集魚灯

従来のハロゲン灯および高輝度放電灯（HID）に代わり，発光ダイオード（LED）を発光素子

に利用した集魚灯である。LEDは消費電力が極めて低く，効率的な配置により消費電力が格段に

軽減される。特に，北海道のサケマス流網漁船では，裏漁業としてサンマ棒受網漁業を従事す

る場合が多い。このとき，集魚灯一式と700kW程度の発電機関がその期間だけ搭載されることを

考えると，従来から設置されている船内発電機のみで給電可能になり，経費削減効果も期待で

きる。実用化に向けて更なる実施試験が進められている。

5)冷凍負荷の軽減

冷凍処理にかかわるエネルギー利用が多いマグロ延繩漁船を一例にとると，セミドレス

（ＧＧ：鯛，内臓を除去したもの）の代わりにフイレー（三枚下ろし）で凍結する方法や〕魚艫

設定温度の上昇（たとえば-60℃から-40℃への上昇）など，冷凍負荷を軽減する方法が考えら

れる。これらの方法は漁業会社単独で実施できるものでなく，流通，販売も含めた業界全体の

対･応の必要であろう。

6)機関の通常整備

近年の燃料価格の高騰を受けて，機関の通常整備の実施を省エネ対策に位置づける報告が多

く見られる。そこで，下記の各項目が燃料消費量に及ぼす影響を調査した。その結果，①燃料

噴射弁の噴射圧力の変動は，１年間の運転で約１０％低下したが，燃料消費量には変動が見られ

なかった。②吸気弁および排気弁の夕ペットクリアランスは，１年間の運転で両弁とも0.1ｍｍ

減少したが，燃料消批量には変動が見られなかった。③過給機フィルタの汚れは，１年間の運転

で汚れが増加しても，燃料消謎量には変動が見られなかった。④｜年間運転された機関の潤滑油

と新品潤滑油を使用した機関の燃料消費量の比較では，変動が見られなかった。このことから，

適切な機関整備であっても，過度な実施は燃料消費量の削減に寄与しなかった。

６．まとめ

環境対応型・省エネ漁船機関について現状を説明したが，これらを考える上で重要なことは，

原動機側としての燃料消費腿の削減と，負荷側としての負荷軽減対策の両面を考慮する必要が

ある。特に後者は，船体，操業，管理，運用など，広範囲にわたっており，削減効果は前者に

比べて大きい。特に，船体形状，船体外板，操業形体，減速運航，搭載量軽減などは効果が大

きく，中程度のものは省エネ機関への更新，油圧システムのマッチング，インバータによる省

電力対策などであり，そして省エネにあまり寄与しないものとして機関整備，節電などがある。

したがって，それらの実施については，費用対壜効果を考慮した実施していくことが重要である。
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海水温上昇が魚群回遊に及ぼす影響

為石日出生

社団法人漁業情報サービスセンター

１．はじめに

人類は過去２つの危機を乗り越えてきた．その一つロの危機は，古代における自然界にある動物を

狩猟する食糧生産であり，その不安定で原始的な食糧危機であった．この危機は，狩猟することから

｢|らが生産する農耕生活へ切り換えることによって乗り切ってきた．第２の危機は欧州を'二１.心とする

1700年代に人口の爆発的な増加と当時｢小氷河期時代」の到来と言われた寒冷化による食糧危機であ

った．今，迎えようとしている第３の危機は,温暖化という気候の長期変動と人口増加による食糧生産

の不安定化の危機である．この危機は，人類自らが招いた可能性も高く，今後人類の英知によって克

服されなければならない

このように，人類の危機はある意味では食糧の危機でもある．海洋は地球全体の７０％を占め，多く

の食糧を人類に供給してきている海洋から得られる食糧を水産資源というが，この資源は他の鉱物

や石油資源とは，短期間に再生産が可能な点で異なる．

食糧危機を乗り切るために，豊かな海であることが必要であるこの豊かな海の指標は，水産資源

の増減によるが，その最も基礎となるのが基礎生産量である．この基礎生産量は毎年変動し，その地

球規模の定量化は非常に困難である．植物プランクトン（クロロフイルーａ）量は，この基礎生産量

の指標となるが，この量は海洋観測で最も困難な観測要素の一つである．これに代わる豊かな海の指

標として，我々日本人にもっとも身近な魚にマイワシ資源がある．多くの大衆魚が動物プランクトン

を食べるのに対し，マイワシは植物プランクトンを直接摂取することが可能な魚であるこのためこ

の資源量は，・他の魚の追従を許さないぐらいに増加する．

したがって，マイワシ資源が豊な時代は漁業が盛んな時代でもある．しかし，この資源の増減が５０

～70年の長周期で，しかもその増減に世界的に同じ傾向を持つことはあまり知られていない．この原

因は，地球規j模の長期の海洋気象変動と関係している可能性が高い．

本稿では，マイワシ資源を梅の豊かさの指標として，海洋の水温上昇の影響を検討してみる

２．温暖化による海洋への影騨

一般的に温'暖化による海洋への影響は，水温が上昇し赤道付近の高水温が平均的に'三１本近海まで北

上してくると単純に考えがちであるが，海流や風の応力等を考慮するとかなり複雑になる．水産分野

においては，約２０年前に地球温暖化に伴って水産資源に応答する海洋現象を，１９２３年以降の海洋観

測の結果により統計解析や事例検証ならびにシミュレーション等の数値実験により解析した結果を出

している’)．

それによると，主に４項目の結果にまとめられた．それは，①黒潮が直進流路になりやすい，②海

－６０－



面への風の応力が減少する，③三陸沖大型暖氷塊が形成されない，④前線帯の渦度勾配が減少する，

である．

これらの項目とマイワシ資源(漁獲量)との関係を述べることによって，今海洋では温暖化によって

どのような現象が発生しているかを診断する

地球圏韓速度遅い速い速い遅いい

３温暖化による黒潮直進流路とマイワシ資源

温暖化が進むと極地方から徐々に高温化が進

む傾向があるこれは，赤道から極地方への熱

輸送が小さくなることを意味している．このた

め風速が小さくなり，海流全体の流量が減少す

る黒潮の流量が少ない時には，数値実験によ

り黒潮が直進流路になり易いことが示された．

この現象は，実際に統計的にみると（図１）

1989年以降黒潮は蛇行から直進パターンに変

化し，それ以降直進型で経過している（図２)．

温暖化の海洋への影響は，この直進パターンか

ら見ると温暖化が限界点に達し,１９８９年以降突

然顕著に現れた可能性が高い同時に親潮の強

い南下も，三陸沖の大型暖水塊も見られなくな

っている．

一方，マイワシは－尾で３万粒～４万粒を産

卵するそれが成長し，８月から１０月に体長

１４ｃｍ程度の当歳魚として初めてまき網船の漁

獲対象になる．道東や三陸に産卵量の００２％ぐ

らいの量になって帰ってくる．これをまだ人間

が漁獲していない初期資源と言い，その年に産

まれた資源の大きさを表しているこの段階の

量が今後の資源の動向を予測する上で重要であ

る（図３）

１９８８年は４５０万トン淵渡され，史上最高の

漁獲を示したが，この年の秋に初期資源の当歳

魚になって帰って来る量はほとんど無かった．

何らかの海洋の自然変動により卵・稚仔が多く

死滅したと考えられる．この年の４５０万トンの

豊樵(は,前年の１９８７年に生まれた１歳魚,１９８６

図１
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(１

年生まれを２歳魚，１９８１年生まれを７歳魚とする団塊の世代の漁独によるものである．

１９８８年に発生した卵稚仔は黒潮水域に多く分布していたが,なぜか道東沿岸や八戸沿岸には当歳魚

としてほとんど来遊していないそこで，黒潮から北海道の間の東北海域で稚魚の川遊で･何かが起こ

っているはずだと仮定して原因追究を試みた．その結果分かったことは，親ﾊﾞﾘ1第一分枝の南下傾向に
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違いが発見されたことである．すなわち，１９８７

年以前は親潮先端部のかなり頻繁に強い南下が

みられたが,１９８８年以降からほとんど強く南下

しなくなった(図』．

前述したように，黒潮が直進型の時には親潮

の南下が見られない温暖化により黙り|が直進

型になりやすい状態になり，それにより親潮の

南下が弱い時代に入ったとすれば，温暖化がマ

イワシの減少を招いた可能性も高くなる．

Ｉ

ｆ

Ｉ

４．温暖化による風の応力減少とマイワシ資源

マイワシ資源の変動が豊かな梅の指標になることはすでに述べた．このため，地球規模の温暖化が

海洋に及ぼす影響をマイワシが微妙にキャッチしているこれは，マイワシの漁獲量変動の輿１床深い

不思議ないくつかの点からも伺える．

１つには産まれも育ちも異なる太平洋のマイワシと日本海のマイワシが，若干の位相にずれはある

ものの，資源の増減が一致する．さらにマイワシ系群の連携のないヨーロッパマイワシ゜チリマイ

ワシ・カルフオルニアマイワシ・極東マイワシについても，この増減傾向が地球規模でほぼ一致する

点にある2１

２つ目にこの増減の周期はもっとも短くて５０年，長くて１００年，平均７０年程度の長い周期を持っ

ている．

３つ目にマイワシの漁獲量は他の魚種に比べ非常に多い点にある．マイワシの漁獲量は４５０万トン

にまで達しているこの量は，ニシン御殿の建設されたｉ痔代のニシンが９０万トン，サバが多くても

150～160万トン，サンマは一番多いときに６０万トンで，それらの魚の一番多いH春期の全ての漁獲量

を合計しても４５０万トンには及ばない．

４つ目に，長さ２０cm程度のマイワシが７年間（カツオの大きさで７年間）もの長寿であり，２歳

魚以降毎年６回も産卵可能であること．

５つ目にマイワシの鯛絶は非常に長くきめ細かいので，マイワシは他の浮魚には見られないもっと

も低次元で量の多い植物プランクトンを直接摂取することが可能な点にある．

このように，マイワシは地球規模で植物プランクトンなど,低次生産の増減を微妙にキャッチし，資

源が増加を始めると人間の漁獲と関係なく増加

し，減ると漁獲に関係なく減少する．この増減

は地球規模の変動であり，その周期も平均７０

年もの長期に亙り，その量は他の浮魚の追従を

許さない

温暖化による水産資源への影響は，マイワシ

の餌となる植物プランクトン量を地球規模で定

量化し，温暖化の傾向と植物プランクトン量の

傾向とを比較検討･する必要がある

一方，温暖化は地球規模での風の応力の,低下
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を招くことが２０年前に導かれている．すなわ

ち，地球規模で大気の角運動量が低下する．大

気の角運動量の変化と１日の長さ変化（地球膿１

１膳の速度変化）は，図５にみられるように，両

者は非常に良く一致する一般的に地球一回転

の時間は２４時間と思われているが，実は

1/1000秒ほど速くなったり，遅くなったりして

いる．それは地球の一番外側の流体（大気や

海流）が変動し，その変動が地球の中のマント

ルへ伝わり，この微妙な変動を地球のE'１膳が感

知しているからである３)．つまりこの地球自転

速度の変化を知ることは，地球規模の大気や海

iｌ

'uＩｌＩＩＩｌＮ

･凡‘

Ｉ

１１

G"

速度の変化を知ることは，地球規模の大気や海流の変化を表している.この地球自転速度変化は，国

際地球自転データ提供センター（IERS）のホームページに掲載されており、いつでも簡単に知ること

ができる．

すなわち，１１=|の長さが短い傾向の時は，地球目i膳速度は速くなっており，地球規模で風の角運動

量が強まる傾向を示している．このときは，世界各海域で湧昇が強まる．また日射量も多くなる4)こ

とから，地球規模で植物プランクトンが増加する傾向をもつしたがって，地球自転速度変化とマイ

ワシ資源（漁鍵量）の変動が一致する可能性が出てくる(図６)．

５．温暖化と三|塵沖暖水塊

1923年以降の海洋観測結果から,温暖化傾向は三陸沖大型暖氷塊の形成を妨げる方向に働くことが

導かれている．この三陸沖暖水塊は，マイワシ資源の変動に大きく関係していることがわかった。

１９８８年にマイワシの稚仔が消えた東北海域での原因となる海況要因は，非常に多い．例えば，三陸

沖の暖水塊や近海の北上暖水，黒潮続流，釧路沖の暖水塊，親潮第一分枝などがあるしたがって，

どの要因がマイワシ１歳魚の資源減少に影響しているかを判|断するとき，単相関とか重回帰などの回

帰分析だけでは要因が多いので限界がある．このような要因の多い予測には，近年ではニューラルネ

ットワーク手法が使われる．すなわち，人間の神経細胞をモデル化したものである．神経細胞は，入

力部が数千に対して，出力部が１個で他の神経細胞に伝えられるこれと同じように考えれば，多く

の海況要因があっても可能である過去の１歳魚漁獲量は分かっているので，東北海域の海況要因の

緯度。経度を数量化して入力し］5,0001rIl計算を繰り返しながら相関を高める．

この結果，東北海域のマイワシ１歳魚に大き

く影響した要因は，親潮第一分枝の緯度と三陸

沖の暖氷塊の経度であり，三陸沿岸と三陸沖暖

水塊との間に親潮第一分枝が強く南下するパタ

ーンが，マイワシ資源の増加にとって最適であ

ることが分かった(図７)．

この三l跡l1l暖水塊と親潮第一分枝の二つの要

素は，三陸沖暖水塊から派生する帯状暖水（暖

水ストリーマという）によって結びつけられる．

親潮鍛水撫鈎離繩蛎緬．”
lＺ

■2Ⅱ

－６３－



すなわち，この暖水ストリーマは親潮水域に派生し，熱を供給する．暖水ストリーマの先端部はスリ

ック現象になっていることが航空機により確認されている．このことから，その先端部は内部波によ

る上下混合の盛んな海域であり５)6)7)，基礎生産の高い海域であることも分かってきた8)．また，この

暖水ストリーマの発生は，海が急激に変化し活発化する春季に多く，次に秋季にも多く発生すること

が統計的にわかってきた．さらにこの発生回数も年変動があることもわかった9)10)．このように，暖

水ストリーマは回遊経路や海洋の基礎生産を高める要因'1)として，資源変動と関係する可能性も出て

きている．

以上のように，温暖化傾向は黒潮が直進型となることから，三陸沖大型暖水塊の形成を妨げ方向に

'働く．このため，これから派生する暖水ストリーマの存在が少なくなり，マイワシ当歳魚の回遊や餌
歴岨

61

条件の悪化につながったと考えられる
，１１、

、

Wiill鑿iiM灘i灘(１，，８年以降氷温が上昇】上昇】

６．温暖化によるサワラの漁礁量変動と分布

域の拡大

日本海での温暖化の長期変動は１９９８年以

降に急速に現れ，サワラ資源の漁獲量や分布

域に大きな変動をもたらした（図８）

図９にみられるように，日本海全域で１９９８

年に水温が高温に転じ，２００２年まで５年経過

している．このことが,サワラの日本海への来遊

の好条件になったと考えられ，秋田県～島根県

まで漁獲量が多いことから日本海への来遊資源

の瑠大に伴い分布領域も北に拡大したものと考

えられるこのようなサワラの漁獲量の増大は

３０年ぶりのことであり，以前は１９６０年代の後

半から１９７０年代の前半に見られている１９８９

～1990年にも小規模な暖水化現象が見られ，こ

のときもサワラの漁獲量が，｜｣｣形県・福井県～

島根県にかけてやや増加しているまた，1993

～1994年にも１年間の高温傾向が見られ,秋田

県と山形県でサワラが増加している．以上のこ

とから，サワラの分布領域はⅡ本海水温の高温

化により増大し，漁獲量の増加は水温上昇の１

年後に見られた．日本海でのサワラ来遊資源量

の増加には，今厄|の水温高温化現象から判断し

て，少なくとも高温化が３年以上継続する必要

があると考えられる121

図１０は，豊漁年２０００年と２００１年の９～10

月100ｍ層の水温分布図と不漁年1996年と１９９７

年の分布図を比較したものである．これによる

~『葱：~鳶一瞬」｜‘し’｜、ｔ､３３゛銅
Ⅱ

Ⅸ」

ＬＰ

」暉hLl▲対■２盛ユ■0ヶか圭、△迫田分■

雪ｉｆ唇翻一繩一蕊－－万訂－門■1.と■

八．１

lPl:Ｉ
俄斜'季が銀

酊、岡⑰碓吐GqiR

nL

#ずざ鰊がJ'認jF徴‘鞍忽〆紗も

i(!L戦陣

、分譲11＆人?､直卓1tぴ削売気v繩目

･巽頚饗琶展,意禰鼠屈ヨマー冨呑率眸
向－－－－＝－－－面●餌、夢－ 元君

、

lＵ

….:…:桀宰
…＝＝ご寧潔辮息晶誇
･鈩鋏念冷jF鐡隷吋計jP・〆礒PP9さ農ずぶどF1。

,ノノ」識
伊好鋏試

､帆'iiM,M蝋繭､/’鰯'Ⅱ上,ML邇鯛滞測
,Ⅱ

Ⅱ1

Ｍ１''ｉｉ･iIll｢I
jlP ＦｊＴ胤溌海西部海域

、

LEj町一ﾃｴｹ困
此 ＨＩＤ

＃｢'1,.,唾!：
Ⅲ

ｍｑｈ’1

Ⅱ■

蕊
凸１１ﾄﾞUUi8IJユ筋．動匡O二７，１”」

ザ隷馬徽鱗W鴇i識
Ⅱロ

｡

■

！ i;“'もｌｉＰ

ＧＩ

宮鴇IuUMOJM肉刷;'雁１７卯1品心：

日

■■

隠1嶬讃蕊海灘
佇

･ＩＤ

漣ｌｕＩＵ１ｌ注

i版柾ヒルローミェ】孑笘≦ｙｇ３Ｐ

勵漆海繭灘域のi力鱗ｉｉイ
ロロ．QDIg--

U■ＩＭ１ｒ,l圏,,，」 11:j#Lｳﾞｯﾄ

籔繍篭働馴縢:鋤1年)ｗ㈱１，i輪年(T,蝿年鯵１，ｳ7年）
１１

iＩ

邸IVH蒜 額翻⑩

Ｗ

4

Ｉ

」

燕

Ｉ「

'１
1１

１

Ｉ

ｉｉｌ
ｉｉｌ

ｉｉ
ｈ

ＩＤ

【鋤ⅡＩｉ－Ｚｊリツラゾ)ﾛ`lH錘里下iWMlWPfW｣ＩＵＣ８油.F綴水腫`分､『鋼のiI81隣

,■/,關！('銅ii:i雛繍不漁年のと:'柳'１漏統との比較．’ＹＩ． '灘；
－６４－



と，豊漁年の秋の100ｍ層水温パターンは，隠岐諸島から能登半島周辺海域にかけて広く暖水が分布

している．このことは暖水域がサワラ群を多く保有し豊漁をもたらす条件として働いていると考えら

れる特に，サワラは２歳魚で産卵するため］Ｏ～１歳魚は産卵水域に南下する必要がない１３)．この

ため，暖水域が冬季にＩ:1本海で広く分布していると，その海域で未成魚j越冬群となり翌年に好漁をも

たらす群れに成長する可能`性が高いまた，不漁年は能登半島を中心に全般的に冷水の接岸が強く，

サワラ群の加入量が少なく分布領域も小さくなり資源量増大の可能性が少なくなると考えられるこ

の冷水の接岸に関しては,100ｍ層分布図におい

て充分に確認できる．

７‘終わりに（現在の海の状況と温暖化方向｣性）

ここで，地球規模の現象を全て一つの図にま

とめると図Ｕのようになる．１９７０年代から

1980年代にかけては,マイワシ資源の増大期す

なわちマイワシ１歳魚の生き残りの良かった年

代である。この年代は親潮第一分枝が非常に

良く発達し異常冷水現象が頻発した．同時に三

陸沖に大型暖水塊が安定して居座り，黒潮はＡ

型およびＣ型の蛇行期であった．このときの地

球自転速度は加速する年代となっている’4)．ま

た，地球自転速度変化とエルニーニョやラニー

ニヤ現象発生の関係は，BRChao(1989)が

LOD(１日の長さ)とＥＮＳＯ（エルニーニョ南方

振動）ＢＱＣ（準２年振動）総和（寄与率は２m）

との関係で説明されている'5)．

地球規模の海洋変動やマイワシ資源等の海洋

生物変動を考える上で，自転速度変化は非常に

良い指標になる]6)．

現在の海や魚の状況は，気象，大気，海洋物

理学面から総合的に考察する．地球速度は速ま

る時期（図１２）であり，大気の角運動量が大き

くなってきている.赤道貿易風が強まり，風の応

力が強くなるのに伴い，海洋はラニーニヤ現象

に代表されるように，いたるところで湧昇流が

発生し易い状況である．また，日射量も増大す

る．一方，わが国周辺では，黒潮が蛇行期に入

り三陸沖大型暖水塊が発生し易くなり，異常冷

水現象に代表されるような親1''１１１第一分枝が強ま

る年代に入っている．

この結果，マイワシの生残率が高まる傾向を
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||偵番から，図１３に見られるようにマサパの増加が期待される１９６０年代～1970年代に類似してお

り！この年代は「地球は小氷河期に向かっている」と言われた年代でもあるこのようなことから，

現在の海の変動や魚の資源は，「地球システムは、地球の温暖化を抑制する方向に歩み始めている」こ

とを伝えている．
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地球温暖化とリサイクル材-海洋利用の方向』性

三上信雄

(独)水産総合研究センター水産工学研究所

水産士木工学部漁港施設研究室

Ｌはじめに

近年,地球の温暖化現象について世界各国で議論されている｡先般公表されたIPCC(気候変動に関する

政府間パネル)の第四次評価報告書では,今世紀末の地表面の気温(世界全体平均)は最大4.0℃上昇する

と予測されており,気温上昇に伴う海表面水温は最大で約3.1℃上昇し,海水而も最大で59ｃｍ上昇するもの

と予測されている｡このような地球温暖化に伴う水温上昇や海面上昇等の海洋環境の変化は,我が国周辺海

域の海洋生態系だけでなく,水産業や漁村に対しても大きな影響を与えることが懸念されており,水産分野に

おいても早急な対応策を検討する必要がある。

本稿では,水産分野での地球温暖化対応策として有効と考えられる,漁場造成にリサイクル材を利用する

にあたっての技術的､制度的な課題を整理することにより,今後の海洋におけるリサイクル材の利用(資源の

循環利用)の方向性を記述するものである。

2.地球温暖化と循環型社会

地球温暖化の防止策の一つとして二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減といった緩和策があげられ

る｡温室効果ガスの排出削減策としては様々な対策が挙げられるが,その中では,廃棄物の排出量の抑制と

その循環利用の,促進も温室効果ガスの削減に貢献する手法として考えられている。

このような地球温暖化対策と相まって,持続可能な社会の構築や資材の循環利用が強く要請されており，

資源の効率的な利用やリサイクルを進め

る循環型社会へと転換して行くために，

平成12年６月に制定された｢循環型社会

形成推進基本法｣の下，「循環型社会形

成推進基本計画｣が策定(平成20年3Ｈ

改定)されているところである｡また,農

林水産資源に由来するバイオマス資源

の有効活用を図ることを目的として』平

成14年12月に｢バイオマス゜ニッポン総合

戦略｣が策定(平成18年３月改定)され，

地球温暖化の防止と循環型社会の形成

リサイクル材の活用

［再生可能な資源
の利用促進］

￣廷」ず勺、Ｕ２皿し｢：色エミｌｕマンＩンＪユユーーリグリ=ＵＺグIミニ－１－L旬一一、－－'１ジノご}へＪ

図－１資源の循環ﾎﾟﾘ用による地球温暖化の防止

を目指すとともに農山漁村の活性を図る

こととしている。（図-1）

その中で水産業は,食料供給産業として,従来から自然環境の恵みを受け自然と共存する産業と認識され
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ており,環境に過度の負荷をかけない環境

に優しい産業,循環型産業の一つに挙げ

られている｡さらに1海域が持つプランクト

ンや海藻等の基礎生産に由来する食物連

鎖の上位生物である魚介類を陸上に取り

上げることは,食料供給の観点はもとより，

海域の物質循環の重要な一翼を担い,水

産業の持つ多面的機能の一つとして評価

されている(図－２)。一方で,漁船運航や漁

獲作業のための燃料消費,商品とならない

未成熟個体の投棄,養殖給餌等による水

質底質への有機物負荷,貝殻などの水産

系副産物(廃棄物)の発生などにより,水産ア１，１判5｣ﾉｰＥ１ＺＵＶｂノビプドご１う゜ノｖゴプ回ニニグニ､←Ｙ－ｄ～ワノフノハノニL二

図－２水産業lこおける物質循環のイメージ

業全般としては副次的には環境負荷をか
（出典)水産庁｢平成19年度水産白書」

けている側面があるのも事実である。

そのため,安全で安心な水産物の安定供給体制の基盤の整備を図る水産基盤整備事業に対して,漁業

活動により生じる水産系副産物(廃棄物)をリサイクル資材として利用することにより,水産業･漁村での資源循

環の促進が求められている｡これは,漁港整備や漁場造成などにおいて大量の資材を使用することから,水

産系副産物の循環利用を促すことにより水産業の持つ物質循環機能の維持･強化も期待しているものでもあ

る｡このような背景もあり,水産基盤盤･備事業において,養殖活動から発生する貝殻など水産系副産物(廃棄

物)の有効利用や'1｣T褐が懸念される海砂等の天然資材の代替材確鰄保を|]的とした,リサイクル材の利用によ

る漁村型循環型社会の形成に向けた取り組みが進められている(図－３)。以下に,水産基盤整備事業におい

てリサイクル材を利用するにあたっての考え方,課題,今後の方向性について,個別事例も踏まえて記述する。

蝋藥物として選蕊処理〔こ；れまでの実態）

一
一

回雨 用地不足･野覆伝【置

ＣＯ２発生･化石j然料消費

剣

■

拳
■＝0,r討て

志産系廟窪蕊
■

一二二二二所一一

循露利用の推進

》１１|'勵鐵 三

｜一睡L＿

鱗１鱗蝋
漁壗への活瞬

海洋調I廟への砺

■
■
▲
■

循環型社会の構築

地球温暖化防止に寄与

Ⅲ
竜

一と」

つ循環型社会の構築

□地球温暖化防止に寄与

－ＭkNｴ杓、ナF§△筐窒+直１坪P｡+害、師Ｉ 卜
○循環型社会の構築

○地球温暖化防止に寄与

○豊かな沿岸域琿境の創
造 -－－

Ｉ 〔:HiJii臺讓讓讓夢

一
二

図－３水産系副産物を利用した漁村型循環型針会の概念図

－６８－

呼
轍

港蕊〆
噸

霧1一睡L‐“

匙CO2画定

再生覧源化

地繊改良材陶建設斑村
(埋立ltl.､タイル､壁村･）



Iij殿ィ寧乢輔の薦Ｉ熱Iilk“砿鰯

･既存適用事例の収集。通常材料とのコスト比較

･安全性や効果等の確認(必要に応じて試験鴎実験）
･供給量の確認(事業に必要な量を確保のチェック）

4．事業目的に応じた性能の確保(リサイクル材の有効性の確認）

リサイクルとは｢再生利用｣と訳され,循環型社会形成推進基本法では｢循環資源の全部又は一部を原材

料として利用すること｣とされている｡廃棄物処理法の担当部局(環境省)及び海洋汚染防止法の担当部局

(海上､保安庁)への間取りによると,リサイクル材としての有効性に関する判|駅基準としては,以下に示す①市

場,性,②安全性,③有用性,といった項目が示されている。

①市場』性の確認(市場で有価物として扱われる）

②安全性の確認(周辺環境に悪影響がなく安全である）

③有用性の確認(水産基盤整備事業で使用する材料として有用である）

さらに,水産基盤整備事業で利用する場合,リサイクル材を用いて整備した造成漁場から漁鍵供給された

魚介類について,④食品として安心性の確保が追加項目として求められる。また,リサイクル材の使用に関し

ては,⑤法令等の遵守が必要であり,これらに適切に対応することによって,リサイクル材としての利用が可能

となる｡以下に,上記の5つの要件について,具体的な確認方法を説明する。

４．１市場'性

市場性については,想定している使用用途における現行の取扱いの中で,有価物としての市場性が成立

するかどうか確認することが必要である｡特に,新たな材料としてリサイクル材.の利用を検討する場合,リサイク

ル材の用途が明確であり,相当量の需要が予想されるかどうか,市場として成り立つだけの供給及びｺｽﾄ形

成が可能かどうか等,適切な再生処理が施されたリサイクル材が有価物として取り扱われ,市場性が成立する

ことを確認しなければならない。

4.2安全性

安全性については,生物や環境への影響について,造成漁場の対象種や環境特性等に応じて,既往知

見の収集や調査試験等を実施し確認することが必要である｡具体的には,以下のとおりである。

(1)生物への影響
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生物への影響や毒`性については,有害物質の溶出量や含有量の把握(主に,「海洋汚染及び海上災害の

防止に関する法律(海洋汚染防止法)｣で定められた水底土砂の基準,水産用水基準2)の項目が対象)，ある

いは生物への急性毒'性,重金属等の生物濃縮や蓄積等についての確認が必要である。

(2)環境への影響

環境への影響については,水質は,濁り,ｐＨ，溶存酸素(ＤＯ)等,生物の生息環境項目に加えて,環境基

準や水産用水基準等に定められた水質基準についての確認が必要である｡底質は,土質力学的項目や粒

度組成等の物理的な項目，有機物等の化学的項目，特に重金属や環境ホルモン(特にダイオキシン類につ

いては環境基準が定められている)等についての確認が必要である｡さらに,周辺漁場や周辺漁業の操業に

対する影響についても十分検討･しなければならない。

4.3有用性

有用性については,漁場造成用の材料として,①性状(対象種の生態に適合するかどうか)，②生物生息

環境(対象種の生物環境に適合するかどうか)，③場としての安定性(漁場施設として安定して機能を発揮す

るかどうか)，等の観,点に基づき,既往知見の収集や調査試験等を実施して確認する必要がある。

4.4食品としての安心性

リサイクル材を用いて造成した漁場から漁獲･供給された魚介類は,食品としての安心(信頼性)の確保が強

く要請される｡特に水産系副産物のリサイクル材ではなく,非水産系副産物のリサイクル材を使用する場合，

消費者の不安感,不信感が助長される恐れがあるため,それらを払拭するための科学的な;根拠が必要である。

また,漁獲供給される魚介類の商品価値が下がるような形状,大きさ,色等の影辮がないことも-'一分に確認す

る必要がある｡これらについて既往の知見が不足している場合には,室内実験(試験)，現場海域における実

験等によって確認する必要がある。
一宇－－－

４．５関係法令等の遵守

リサイクル材は,産業廃棄物を原材料としリサイクル材は,産業廃棄物を原材料とし

て再生利用する場合もあり,活用の段階は

勿論,その処理過程も含め該当する法令を

遵守しなければならない｡環境基本法を中

心とした廃棄物等に関する法体系を整理す

ると図-5のとおりである｡この中で,リサイクル

材を使用する場合,関係する主な法令として

は，「資源の有効な利用の促進に関する法

律(資源有効利用促進法)｣，「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」

｢循環型社会形成の一環として国等による環

境物品等の調達の推進等に関する法律(グ

リーン購入法)｣等が挙げられる｡その･他の法

予
喘
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令として,リサイクル材を水面埋立や外郭施
図－５循環型社会形成の推進のための法体系

殻の整備など海上で`使用する場合には，「海

洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)｣に留意する必要がある｡海洋汚染防止法で

は,法に定める一定の基準に適合する場合においてのみ,リサイクル材による海面埋立を含め,廃棄物の海

洋への排出を許容している｡また,建設廃棄物については，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律(建設リサイクル法)｣により，その排出抑制,分別解体及び再資源化等の促進が規定されており］特定達
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設資材に該当する資材については,分別のための解体や大きさを減ずることが定められている。

さらに,我が国は｢廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)」に批准

しており,現在，「1996年議定書｣の締結に向けて準備していることから，（議定書批准以降)議定書附属書ｌ

に示される廃棄物等を除き,廃棄物等を海洋に投棄することは禁止される。

リサイクル材を使用する際は,これからのことに留意し,廃棄物の投棄と誤解を受けないよう十分注意する

必要がある『

リサイツ'し材帛水産系ＩＭＩ瀝絨 旦設ｌ

ＦＲＰ廃船｜

鋼製廃船｜
その他Q海藻嬢漉(海溌
尋)．漁網・ロープ零

5．リサイクル材の分類

リサイクル材の分類は，「1漁港漁場の施設

の設計の手引(2003年版)｣!)，「港湾空港等

整備におけるリサイクル技術指針｣3)及び

｢漁業系廃棄物の適正処理･再資源化の手

引きJ')におけるリサイクル材の分類を踏まえ

て,図-6に示すように,漁業活動から発生

する水産系副産物と,そうでない非水産系

副産物に分けて分類整理した｡また,そのう

ち,水産基盤整備事業において実際に用

いられているものについて,その使用状況

を表-2に示す。

ヨ非水…､,'涯物’’法探±｜

ヨニラ討竺|:卯｜
ヨニンクリート処･陛｜

ゴ建設発生木材｜

－｜建設発生土ｌ

－Ｉ越繊汚泥｜

司銭蚫壽グ｜

ヨ非銭金屡スラグ｜

ゴー股鹿瀬物祷融舞う〃等

一｜石炭腿｜

ゴ廃タイヤＩ

弓間伐材｜

－｜ザム堆砂’

－１蝿ガラス１

６．個別リサイクル材の特性

個別リサイクル材について,その適川事

例及び課題の整理を行ったが,水産基盤整

備事業におけるリサイクル材の利用事例は

多くないため，一般土木工事等における利

用事例も参考にした｡また,リサイクル材に

よっては,①市場性,②安全性,③有用性，

④安心性,⑤関係法令の遵守,等について

の検討が未だ}-分に検討されておらず,検

討内容にバラツキがあった｡この点について

は,今後の検討に期待するところが大である。

その中でも,貝殻,間伐材,PRP漁船,鉄鋼

スラグについては検討が進んでおり，以下に

その概要を示す。

6．］貝殻

(1)慨要

貝類養殖に伴って大量に発龍するホタテ

ガイやカキ等の貝殻は,その物理的化学的

性状を生かして(表-3)，道路の路盤材,コン

クリート用骨材,地盤改良材,埋立材,覆砂

図－６リサイクル材の分類

表－２水産墓囎整備事業におけるリサイクル材の使用状況5）

再生溌源名ｌ使用』圏 使用目的

ホタテ貝般117,520トンｌ璽港用地の埋立村(HWL以下】

カキ葱 424トン｜｜埋蒐態の基質材

スラグ 26種874トン｜ｺﾝｸﾘｰﾄ材料

石慶灰 9,262トンｌｺﾝｸﾘｰﾄ材料

コンクリーＭＩＭ 道路および用地の凍土抑制厩材料63850トン

岸壁背後の迩込材､ケール中陪材

戴鴎寄床･路休材､用地埋立村

淡潔土砂 地遜改良士の原料材.埋立村106,574トン

ｹｰｿﾝ中詰制

畷船４１蕊｜沈船魚礎
W詞F睡記罪襲鯛遜司蕊画F塵ｮZ電流韮５６冠唾UQiI

2再生砕石､再生ｱｽﾌｧﾙﾄは品買力鱸係したものを廟入する堪合は圃蚕対致

表－３カキ殻と砂の土質試験結果6〕
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再生溌源名使用量，使用目的

ホタテ貝般 17,520トン iii港用地の埋立村(HWL以下）

カキ麺 424トン 瑠蒐態の基質材

｜スラグ 26種874トン ｺﾝｸﾘｰﾄ材料

石炭灰 9,262トン ｺﾝｸﾘｰﾄ材料

コンクリート塊 63β５０ﾄン 道路および用地の凍土抑制厩材料

岸壁背後の痩込材､ｹｰｿﾝ中結材

遠路蔑床･路休材､用地埋立材

淡潔土砂 106T574トン 地盤改良土の原料材､埋立材

ｹｰｿﾝ中詰材

腿船 ４１蕊 沈船魚確



材など多方面でのリサイクルが検討が進められており,－部既に実用化されている｡特に生産現場に近い水

産基盤整備事業では多量の資材を利用することから,貝殻の有効活用の場として有望である。

(2)性状

貝殻の主成分は炭酸カルシウムであり,ある程度の硬度を有し破砕できることから,含有成分に着目した利

用技術や砂利等の代替材とすることが可能である。

(3)適用事例

カキ殻をﾘｻｲｸﾙ材として適用(検討)した事例は,①覆砂材,②水質浄化材,③魚礁機能部材,④コンク

リート用材,⑤地盤改良材,⑥道路工事用材,⑦飼料肥料原料,⑧土壌･土質改良材,等がある｡水産基盤

整・備事業における適用事例として,岡山県では,干潟･藻場造成事業においてカキ殻を底質改良材-,アマモ

のアンカー材用途に有効利用する場合のガイドライン6)を策定しており，シルト粘土分の割合が高い軟弱海域

にカキ殻を敷設する手||頂を示している(図-7)。ガイドライン6)には,使用するカキ殻のサイズ及び層厚につい

ては実証試験に基づき次のように定めている。

①粉砕ｶｷ殻及び全形ｶｷ殻を敷設した区ｊｉ付爵巍の雛毒Ｉ｡〃…Ｉ郷:‘'…傘１W`…側謝j…ま
ず。

域は対･照区よりも底質の硫化物及び窒素の－－’
曇塾

含有量が低く,底生生物の個体数及びアマ

モの株数は増加しており,特に全形カキ殻を鞍安全性の磁認ｉｎ…撚枡'…､卜…､、…ｉ'畷敏隷を蟻（､lil↑璃検燕）＄瀞r鰯．

敷設した区域でその傾向が顕著であったこと
＿:蕊

から,敷設するカキ殻は全形のものが望まし

い｡②粉砕カキ殻の,0cm敷設区と20cm敷設寝；'i潤妨止液仰隈謎；燭…識故料…鵬：蕊獅鋭露迦鍵…"鴬灘璃鰺撞敗携鯵止十碁．

区では底質,底生生物の１面1体数及びアマモ 慮蕊

のj株数に顕著な差がなかったことから,カキ－－－－
忽カキ露の鮒駛Ｉ層…【……二弧……》耀鐵麺

殻の敷設層厚は,0cm程度が望ましいとされ……－－－」’…廟藤獲…とし零敷…。

る｡また,水産においても,漁場造成におけ

る水産系副産物(貝殻)リサイクルガイﾄﾞﾗｲ図－７カキ殻の敷設手||頂6）

ン7)を策定しており,その普及･啓発を図っている。

(4)課題

貝殻は,コンクリート用材,覆砂材,水質浄化材など多岐にわたる利ﾉﾃIilが可能であるが,これらの用途に

よっては,貝殻の表面や内側の有機物の除去,塩分の除去,破砕などの処理を行う必要があり,コスト面での

課題が生じる｡その他,埋立材.等に利用する場合は,貝殻自体の破砕により強度低下が懸念されるため，必

要強度確保のための対策が必要である。

6.2FRP漁船

(1)慨要

FRP(ガラス繊維強化プラスチック)は,現在30万隻を超える小型漁船に使用されているが,今後,耐用年

数が過ぎたFRP漁船が大量に発生することが危慎されている｡FRP漁船は,材質が強靭である,漁港毎に偏

在している等の特徴を有していることから,効果的な廃棄処分が確立されておらず,河川や漁港等への放置

などが社会問題化,環境問題化している｡しかし，（社)舟艇工業会によるFRP船リサイクルシステムの開始(セ

メントの原燃料への活用)8),炭化焼成による魚礁材や藻礁材への活用研究９１など技術開発が進められてい

る。

(2)性状

素材が高強度で高耐臺久性であるが，その反面,分離が困難であり，リサイクルや廃棄処分が難しいことも多

－７２－



い｡このような環境負荷と同時に,ラ表－３炭化処理FRPからの有害物質の溶出試験結果9）

イフサイクルコストを考えた場合,見

かけ以上に高価な素材となる可能性

がある｡また,FRPの素材自体に環境

影響はなく,炭化処理後の魚礁部材

においても有害物質等の溶出はなく

安全性に関する問題は少ない。（表－

３）

(3)適用事例

FRP漁船をリサイクル材として適用
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(検討)した事例は,上述の①セメント原燃料,②魚礁

機能部材(炭化処理)，③道路工事用材(舗装材)等

がある｡炭化処理による魚礁機能部材としての研究開

発は,実用化段階まで到達(図-9)しており,餌料培養

効果を有し増殖用部材として期待が持たれている。

(4)課題

FRP船リサイクルシステムについては,平成17年に

広域的処理の特例に追加されたことを受けて全国展

開されており，漁船も含めて今後の活用が期待される。

魚礁化にあたっては,炭化処理後の部材ついては，

単体としての強度が不足しており構造部材としては不

向きであるが,機能部材として活用は効果が確認され
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ている｡ただし,実海域での事例が少なく効果の検証が不十分である。また,魚礁部材としての供給にあたっ

ての収集･処理システムの検討･や処理コストの)低減といった課題があり，実用化に向けた検討を進める必要が

ある。

6.3間伐材

(1)慨要

間伐材とは,生長過程で過密となった森林の立木の一部を抜き伐りして森林の密度を調整する過程で発

生する木材ことで,形は15～20cm程度が入手しやすく,長さは1.5mまたは2mが経済性･施工性に優れる｡グ

リーン購入法基本方針では政府調達措置を推進することとされており，水産基盤整備事業においても魚礁部

材などに積棚に使用するよう位置付けられており,その利用にあたっての考え方が手引として示されている'0)。

(2)性状
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|」餌料生産及び魚類帽集に効果が優れ

ている｡ただし,海中に設置した場合耐久

性は5年程度であるため,魚礁の構造部

材としてではなく,機能部材として利用さ

れている場合が多い(図-10)｡また,魚礁

に取り付けた間伐材が腐朽する過程は，

ほぼ完全な自然還元型であるため,脱落

等が生じなければ周辺水域への影響は

｢国木材を機能部材として使原
i:.・

'2四
ロ木材を講造部材として使用
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ほとんどなく,安全性に関する問題

は少ない｡そのため,膿山漁村に』ａ

ける循環型社会の形成にも貢献す

るものである(図-11)。

(3)適用事例

間伐材をリサイクル材として適用

した事例は,陸上では,防風柵,安

全柵,手すり等の'１１}工に用いられる

ことが多い｡漁場造成においては，

魚礁機能部材として,餌料培養機

能や婿集:機能を期待して用いられ

ている(－部で魚礁構造体として用
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図-11魚礁に間伐材を矛11用するための概念図'０）
いられている事例もある)。

(4)課題

間伐7村は,海ｒｉ１においてはm･久性が短いため,取付が十分でない場合は脱落や流出の可能性があり,周

囲へ危険を及ぼす可能性もある｡そのため,部材としての安定性を確保するための取付手法の改善や流出

防止策が必要である｡また,耐久性自体の向上に向けた各種111j'八処理方法の開発も必要であるが,環境へ

の影響や経済性等の考慮が必要である。

6.4鉄鋼スラグ

(1)慨要

鉄鋼スラグは製鉄業から発生する高温の溶融スラグが冷えて固化したもので,炉の種類や冷却方法の違

いにより,高炉スラグ,製鋼スラグといった性状の異なるものが製造される｡製鉄業及び製鋼圧延業は資源有

効利用促進法において特定省資源業種に指定されており,スラグの利用･促進等に取り組むことが求められて

いる。

(2)性状

鉄鋼スラグの性状を表-4に示す｡徐冷スラグは
表－４鉄鋼スラグの分類

溶融スラグを冷却ヤードに流し込み，自然放冷と

；既要及び性状

高炉で銑鉄を生成する際同時に生成する。

溶融スラグへの加圧水を噴射して急冷。粒状化〔水鞠
]た１，の-打ラス轍韮捨晶}の柿jlfスラグしたろ＿

区分
適度の散水により冷却したもので,結晶質の岩石

状である｡水砕ｽﾗｸﾞは溶融スラグに加圧水を噴

射するなどして急激に冷却させたもので,ガラス

質(非晶質)の砂状である｡製鋼スラグは,銑鉄，

ｽｸﾗｯﾌﾟ等を精錬し,銅を製造する際に生成す

るスラグであり,精錬炉の種類により転炉スラグと

電気炉スラグに大別される。

(3)土木事業への適用事例

;雨７
溶融スラグを大気中で空冷と散水の組み合わせによっ
て凝固、冷却したもの。一般に硬質繊密な結晶質の岩
石状、所定の粒度に加工して利凧

徐冷スラグ

フ
〃
ヱ

瀧銑、スクラップ等を騎錬し鋼を製造する際同時に生
成する。

蝋
綱

引転炉スラグ
グ|電気炉スラグ

糒鈍炉の種類や製鋼工程により鱸炉ｽﾗｸﾞ`電気炉ｽﾗｸﾞ
等に分類される”

徐冷スラグは,破砕,ふるい分けをすることにより,コンクリート用や路盤用等の粗骨材として利用されてい

る｡水榊Aｽﾗｸﾞは,護岸の裏込やバーチカルドレーン,軽量盛土,覆二|=材として利用実績があり多岐に渡り利

用されている｡製鋼スラグは,路盤材として活)|］する場合は,既に日本工業規格JIS化されており,その他にサ

ンコンパクションパイル材としての利用実績もある。

(4)海域(漁場造成)における適用に向けた検討事例

－７４－

区分 ;慨窯及び性状
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（社)日本鉄鋼連盟'2)によると,鉄鋼スラグによる底泥からの海水への化学成分の溶出抑制と生物着生の

i機能に着目し,性質の異なる鉄鋼スラグを組み合わせた沿岸海域の環境修復技術の研:究開発も行われてい

る｡実海域での実験結果によると,水砕スラグには硫化水素の抑制効果があり,覆砂材として有効であること

が示されている一方で,硫化物の蓄積が確認されている報告'3)もあり留意が必要である｡そのため,生物の生

息環境である漁場造成において,今後更なる検証及び検討が必要と考える。

水砕スラグについては,アサリの浮遊幼生着底が海砂に比べて同等であるという報告M),製鋼スラグでは付

着性海藻や動物などの生息場としての機能が確認されている事例もあり,覆砂材,浅場材,藻場造成材とし

ての利用の可能性がある｡その他室内実験では,水砕スラグからの有害物質の溶出等は確認されておらず，

濁りの沈降も天然砂や竣喋土より速やかであり,水砕スラグが安全性及び濁りの沈降性の点では環境への影

響は少ないことが示されている'3)。

(5)課題

水砕スラグは海水中でスラグ本体が固結してしまい,アサリの生息環境として適さない性状が確認13)M)15)さ

れている.また,」二記で記述したように,硫化物の蓄積による生物への影響が危倶される｡このように,漁場造

成材として利用を考えた場合)①固結に関する問題,②硫化物蓄積に関する問題,③水産生物への影響,と

いった課題については今後の大きな課題である｡さらに,食材の安心安全性の観点で水産生物の生息環境

を捉えた場合,針(とげ)状のスラグが生体内に混入する事例や,クルマエビのエラが黒くなる事例が報告'5)さ

れるなど課題が残されている。

7．おわりに

水産業は自然環境との調和の下に営まれる循環型産業であることから,水産基本法は水産動植物の増殖

及び養殖の推進,生息環境の保全及び改善を官民が一体となって図っていくことを要請している｡水産基本

計画において,水産加工残津の効率的な回収システムの確立と高度なリサイクル技術の開発を推進すること

となっている｡また,水産基盤整備事業においても,漁港漁場整・傭基本方針において｢リサイクルの推進｣が

､位置づけられ,第２次漁港漁場整`傭長期計画にも｢循環型社会の構築に向けた取り組みの推進｣が掲げられ

ている｡このように,漁業活動によって生じる水産系副産物を適切に処理し,リサイクル材として水産某轤轄･備

事業に活用することにより,地球温暖化の防止への寄与や漁村型循環社会の形成の推進に資するとともに，

水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展に資すると考える｡今後は,ここで挙げた幾つかの課題に

ついて,関係者の協力の下,実証試験等を重ねることにより,持続的な水産業の確立と漁村型循環型社会の

実現に向けて技術開発を進めていくことが望まれる。
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午後の部討論

司会一本日の午後のセッションの司会を務めます、日本海洋工学会運営委員で日本大学の

小島です。本日の午後の部は倭松一膳様には「航海計器を用いた省エネ航法の現状」を、

酒井久治様には「地球温暖化と環境対応型・省エネ型漁船機関」を、為石日出生様には「海

水温上昇が魚群回遊に及ぼす影響」を、三上信雄様には「地球温暖化とリサイクル材海洋

利用の方向性」のご講演頂きました。会場の皆様から講演に対するご質問ご意見、感想

をお願いいたします。

佐藤一日本大学の佐藤です。酒井先生にお伺いします。今、漁船や小型内航船、１９トン、

400トンあるいは４９０トンという一つの規制があります。現在これだけ燃料費が高くなっ

てきて、またCO2削減等をトータルで考える場合Ｔ個々の経営を抜きにして、日本全体の

燃料の有効活用やＣＯ２削減から見て、規制を新しいものに変えることによって全体効率が

上がる可能性があるのかどうか、今までの研究から推定でも結構ですし、予想ができれば

教えて頂けますでしょうか。

酒井一的確な答えになっているか分かりませんが、まず日本の漁船系はトン数を基準に規

制がかかっていると思います。それに対してＥＵ系は漁船の長さに対して規制がかかって

きます。例えば同じ長さでもずんぐりむっくりしたＥＵ系漁船では、荒天時の操業もクリ

アしているということがあります。漁船系の船,体系の人は日本の閉塞状況を鑑みて、ＥＵ系

にすれば良くなるのだと言う人が多々います｡ただ日本も何百年という和船の歴史があり、

日本近海の海象、気象に適した船型を歴史的に作ってきているので、一概にそれが本当か

どうか誰か本当のことを言ってくれないかというのが現状です。もう一点、別の観点から

見ると、日本はタック制度といって、例えばアジは日本政府において継続的に資源管理で

きるという意味で、全体で何万トン漁獲してもいいという上限が決められています。ただ、

それは殆どがオリンピック方式で早い者勝ちになり、基準の漁獲トン数に到達すると全員

操業停止となります。それをヨーロッパのノルウェーに見ると、船毎に漁獲枠を持ってい

て、自分は遅く出航し操業しても魚価が低下しないシステムになっているので、早く出て

早く帰ってこなければ魚価が維持出来ないことではないと思います。ただ、ヨーロッパの

漁船は操業すると、スケトウダラであればだいたいスケトウダラが捕れます。日本の底引

き網はいろいろな魚種が取れるのはある意味いい面もありますが、いろいろなものが取れ

ている関係上、なかなか商売に直結しにくいというものもあって、さてどちらがいいかと

いうと分からないのです。最近、多くの先生方は各経営体に対し枠を設けることで漁船を

スクラップ.アンド゜ビル卜すると、漁船に漁獲枠が付いているので、トレードし易いと

いうこともあります。

吉田一海上技術安全研究所の吉田です。為石様にお伺いします。マイワシの三陸沖の漁獲

量と海洋環境の関係についてでした。魚を食べるということについては毎日のように食べ

ています。以前にも、日本人が米とともにイワシ、サバ、サンマ等をもっと食べれば、日

本の食糧についてはかなりの部分自給出来るという話を伺った覚えがあり、関心を持って
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います。本日はイワシの話を伺いました。

地球の自転速度、風の応力と親潮の南下、黒潮あの蛇行に関し、蛇行するときが親潮が南

下しやすくなり、境目で多量に発生するプランクトンをマイワシ食べるという話でした。

地球の自転や風の応力は、南下とどう繋がっているのでしょうか。

為石一皆さんご存知のように地球は「半熟のゆで卵」といわれています。地球内部はどろ

どろしたマントルで出来ていますが、表面だけが固くてあと７０％は海で流体です。地球自

転モーメントを動かす大気も流体です。－番外側のものが流体なのです.気圧の変動等を

微妙にキャッチしているのが地球自転速度です。地球の自転が早いときにラニーニヤが発

生し、一方、地球の自転が遅いときにエルニーニョが発生しますが、たまたま自転速度が

海流や大気変動をうまくキャッチしているということです。地球は西から東に回転してい

ますが、その時に赤道貿易風が強まる傾向があるためラニーニヤが起こります。地球表面

の流体が偏動しているところの地球規模の状況をうまくキャッチしているのが地球自転速

度の変化だと考えています。おそらく地球自転速度が速いときは、ラニーニャなので黒潮

の源となる温かい水がフィリピン沖に溜まりやすいのです。また、地球自転の偏向力が加

わって流量が多くなり蛇行しやすくなる、渦が出来やすくなるということが関連している

と思います。黒潮が蛇行しますと三陸沖で暖水が北上し、暖水と日本との間に補流である

親潮が強く南下してきます。

吉田一鶏と卵ということで言うと、地球の自転は鶏になるのでしょうか。

為石一基本的に結果として地球の自転速度は早くなったり遅くなったりしているのです。

結果がよく見えるのが地球自転速度で、それを見れば地球で何か起こっていることが診断

出来るということを考えています。我々自身は地球規模で角運動量が強くなったり、湧昇

流が起きていることをなかなか観測出来ません。そういったことの指標を示してくれてい

るのだと思います。地球自転速度の変化は結果だと思います。

吉田一現在は今までの傾向とベクトルが逆向きになりかかっているという話がありまし

た。マイワシの取れ方から見れば温暖化が減る方向に向いているというようにお聞きした

のですが如何でしょうか。もしそうだとすると地球温|慶化をそのことで否定するのが正し

いのか、或いは地球温暖化は進行して、別の原因でそういうことが起きていると考えるの

でしょうか。

為石一基本的に地球が出来て４６億年経っています｡間違いなくいえることは地球の自転は

遅くなり、どんどん冷えています。地球が冷えていくということが根底にあります。これ

は誰もがいっていることで教科書にも載っています｡その中でもう少し期間を短くすると、

中世の大温暖化といって800年～1300年くらいまでは今より気温が高かったくらいの非常

に暖かい時代があります。その頃は鎌倉駅の近くまで水が押し寄せていました。東京湾で

も殆ど海水が現在の東京の海岸:域の奥まで届いていたのです。1300年～1850年頃までが、

マウンダーミニマムといい極小値の小氷河期でした。１８５０年頃から高くなり始めているこ
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とは確かです。その長期スパンの温暖化傾向の中に人間の営みが入ってきました。これは

この時に、以前は森林が沢山あったり、緑が沢山あってＣＯ２をかなり吸収していました。

ところが人間の営みで森を伐採し、宅地を増やし、光合成によってＣＯ２吸収する能力が低

くなりました.かつまた人間がＣＣＺを出し始めることによって、地球システムとして暖か

くなってる傾向をより加速している状況になっているのです。だからといってＣＯ２さえ抑

えれば今の温暖化が治まるかというと、それはまだ分かりません。今の魚の資源変動や親

潮の流れや蛇行、地球自転速度が温暖化を抑える方向に働いているのはこういうところの

一部をパワーポイントに書いているのです。我々は絶えず皆さんが「温暖化だ」、「CO2

だ」と言っている中で、誰か地道に海を観測し、そのデータ元にこうなっていないかと監

視していないと、ブームみたいなイメージが出てくると非常に怖いのです。科学者は絶え

ず本当にそうかと疑問を投げかけながらデータを整理して行かなければいけないというこ

とを言いたいのです。

木下一一方では特に西日本の港の平均水位や水温を測ったデータから、これだけ上昇した

とデータが発表されています。これは今おっしゃったことと矛盾しないのでしょうか。

為石一そういうデータは確かにあると思います。本当に北極海や南極海の氷が溶けて水位

が上がっているのか、本当に水位が上がっている現象がそこに現れたのかは、まだ断言は

出来ないのではないかと思います。ということで、ある地域は上がり、ある地域は無い、

上昇していない地域を探すと沢山見つかってきます。それを見過ごして温暖化はすごく進

んでいるという話に持って行きやすい、水位上昇地域の情報を集めやすい状況にあるとい

うことです。

司会一倭松様にお伺いします。新たな航海計器、複合型計器の説明を頂きました。心配な

のは商船にとっては最適な航路の選定が出来るでしょうが、漁船では計器の精度が向上す

るとＣＯ２の排出が減るかもしれないけれど､魚が的確に取れるようになり魚が益々減ると

いう問題があると思いますが如何でしょうか。

倭松-まさしくその通りだと思います。私どもメーカーの立場から言うと、例えば魚を捕

る機械について言うと、益々遠距離まで、小さい魚まで捕るというのが技術の一つの使命

かと思っているので、そういう方向に向かっていると思います。先ほどノルウェーのコー

ダー制の話が出ましたが、日本のオリンピック方式からコーダー制に移っていくことが適

切な管理、本当の意味での資源管理に繋がっていくのではないかと思っています.何でも

北欧を見習えということではないかもしれませんが、日本は日本のやり方でコーダー制を

導入することにより、いち早くオリンピック方式を脱することが必要になると思います。

司会一三上様にお伺いします。リサイクル材.の利用のお話でしたが、－つ心配なのは何で

もかんでも海の中に沈めてしまうと、いずれ海の中が沈船だらけリサイクル材だらけにな

り、そういったものは分解不可能なものが多いのです。リサイクルというよりもたまり場

になってしまいます。次の世代はそれを減らす方向に考えて行かなければならない、廃材
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を減らさなければいけないと思います。そのことについてどのようにお考えでしょうか。

三上_わたしも決して何でもかんでも海の中に入れようということではなく、逆にそうい

う風潮があるのでいくつかの判断基準を示させてもらい、そういった中で漁場にいい物だ

けを入れるようにしようという方向に行ってほしいと思います。リサイクル材を魚場に使

って魚が増えました、生物が増えましたということだけで効果があると判断するというこ

とではありません。その中で本当に有用な物だけを選抜することが必要だと思います。特

に、漁場については、他の公益事業と違い安心して食を育成するということが重要だと考

えています。沈船についても水産庁が制限なく認めているわけではなく、非常に限定した

中で事業を行っています。古タイヤも魚礁として利用するという考え方もありますが、今

は水産庁の事業の中では古タイヤについては安全性が確認出来ないという観点から認めら

れていません。そういう考え方をきちんと広めていく事が重要で、分解不可能な物が残っ

ていくのはある意味不自然な状態なので適切な判断に基づいて利用されるべきだと思いま

す。そういった意味で最後にお話しした水産系の物は、もともと海から出てきた物なので、

それを海に返すのは理に叶ったものだと思います。但し、それが栄養塩の過大負荷になら

ないようするなど、適切な処理を行ったうえで利用されなければいけないということをこ

の'1ｺで説明したかったのです。
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会 撰拶鴎

日本海洋工学会

委員増田光

本日は「地球温暖化と海洋関連各分野における取り組み」を主題とするテーマでご講演

を頂き、また多くの議論を頂きありがとうございました。

今回、参加者が５０名台ということで少なく、主,催する立場からすると残念ではありまし

たが、日本海洋工学会は海洋工学パネルと海洋工学シンポジウムを大きな催し物として行

っていますので、今後とも更に興味あるテーマと内容で、皆様のご期待に応えて行こうと

思います。よろしくお願いします。

本日は朝から熱心な討論と有意義な講演を頂きましたが、最後にもう一度拍手をもって

終わりとしたいと思います。ありがとうございました。
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