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The University of Tokyo Ocean Alliance Collaborative Research Organization 
(Ocean Alliance) strives to address the needs of society with regard to ocean 
issues while considering the future of our society and the nation from a global 
perspective across related fields of ocean research. The organization is 
committed to extending and deepening our understanding of the ocean, 
developing new concepts, technologies, and industries as well as establishing 
a distinguished think tank to contribute to the nation’ s ocean-related political 
discussions.
　The oceans are subject to various marine-related interests, including marine 
environment conservation, the use of mineral and biological resources, 
maritime safety, and maritime rights protection. Strict restrictions are now 
imposed on research activities conducted within Exclusive Economic Zones 
(EEZ), and more attention is being paid to conservation and sustainable use 
under the Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ). 
Issues touching upon the ocean are becoming increasingly diverse and 
complex as stakeholders become increasingly involved, and there is a need for 
collaborative education and research that integrates perspectives across the 
full range of disciplines. 
　Established under the Ocean Alliance in 2009, the Interdisciplinary 
Education Program on Ocean Science and Policy was implemented in 
collaboration with a number of graduate school departments for the 
comprehensive development of ocean science and policy as an interdisciplinary 
field with the aim of fostering human resources capable of integrating and 
internationalizing Japan’ s marine policies. The Seminar in Marine Affairs in 
the education program is one of many unique courses in which students work in 
groups to formulate ideas on approaches to various environmental and social 
issues. Past topics include marine pollution, offshore renewable energy, 
marine biosecurity, and seafood security. Students attend talks given by 
scientists and public policy experts on the front line and select topics for their 
own research.
　Deepening students’ understanding of both ocean science and policy 
requires an appropriate textbook, one that covers the current circumstances 
surrounding the ocean and provides new  scientific knowledge. The World 
Ocean Review meets these conditions, and we expect it to contribute 
significantly to our educational program. We greatly appreciate the 
international Ocean Institute for its support in the publication of the Japanese 
version of the World Ocean Review.

Prof. Shingo Kimura, University of Tokyo
Director of the University of Tokyo Ocean Alliance Collaborative Research 
Organization
Tokyo, August 2022
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The World Ocean Review series is dedicated to raising the public's awareness 
of interrelationships in marine science, contributing to a more effective 
protection of the seas.
　In this respect, from the very early days it has been designed to upgrade the 
Ocean literacy of the reader by providing an understanding of relevant Ocean 
information, highlighting the interlinkages between Ocean knowledge and 
science, Ocean-based economic activities, and the socio-cultural importance 
of people's interactions and dependence on the Ocean - in fact, the very pillars 
of sustainable development and sound Ocean governance.
　Titles delivered by the World Ocean Review series, books 1-6 respectively 
address Living with the Oceans, The Future of Fisheries, Marine Resources, Sustainable 
Use,�Coasts, The Arctic and Antarctic, and The Ocean, Guarantor of Life. The solid 
partnerships of the Series (experts from The German Marine Research 
Consortium and The Future Ocean network, the International Ocean Institute 
(IOl), mare - the magazine of the seas, and publisher Maribus) ensure that this 
Series provides highly accessible, easy to follow, cross-referenced and 
updated knowledge to global readers and the publications are distributed free 
of charge, and easily downloaded from the Series website1.
　In this year 2022, the 50th anniversary of the foundation of the lOl by 
Elisabeth Mann Borgese, it is with great pleasure that I write these few words. 
The admirable efforts of Dr Kensuke Yamaguchi and his team at the University 
of Tokyo to make the first World Ocean Review - Living with the Oceans - 
available also to a new audience of Japanese-language readers shall yield 
fruits that will be enjoyed for years to come by a more Ocean literate society.
　Other benefits also accrue to the cohorts of the University students engaged 
in the translation of this book,who will bring their new awareness of the 
interconnectedness of the Ocean, the planet's biosphere and climate, the blue 
economy, and humankind, to their careers on graduation. We recognise in 
them a new generation of Ocean leaders in the making, able to engage actively 
and knowledgably in debate and policy-making on these inextricably linked 
Ocean issues.
　We are proud to stand in partnership with this community to seed a culture 
of responsibility and policies of reason and to achieve an equitable and 
sustainable relationship with our mother Ocean.

Antonella Vassallo
Managing Director I01

Malta, August
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Founded by Professor Elisabeth Mann Borgese in 1972, the International Ocean 
Institute (IOI) is a world leading independent, non-governmental non-profit 
organisation conducting training and capacity building in Ocean Governance with the 
aim of creating knowledgeable future leaders. IOI trains young and mid-career 
practitioners in contemporary approaches to coastal and ocean management, with an 
emphasis on the moral, ethical and legal values in Ocean Governance (equity and 

peaceful uses of the ocean). 
https://www.ioinst.org/ 

                                                           
1 https://worldoceanreview.com/en/ 
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世界の気候を操作する海洋



!

海は地球表面の約70%を占めており、地球の気候や温暖化に重要な役割を果たしている。海の重
要な機能の一つは、熱を熱帯から高緯度地域へと輸送することである。大気の状態が変化すると、
海は非常に緩やかに反応する。その中で、熱だけでなく、人類が排出した二酸化炭素もまた大量に
海に取り込まれていく。



1 数的誤差により予測できないとされている複雑な様子を示す現象。

気候の中の慣性

　世界の大洋は、地球の気候システムにとって最も重
要な要素のひとつである。
　しかし、「気候」とは実際には何を意味するのだろう
か？気象と気候の違いは、次の一言で表すことができ
る。気候とは私たちが予測するものであり、気象は私た
ちが受け入れるものである。気象研究は、特定の低気
圧やハリケーンなど、気象を構成する個々の要素の形
成、移動、予測を対象とする。一方、気候研究は、より包
括的な全体像を扱うものであるため、来年、中緯度の
嵐やハリケーンがどのくらい発生するのか、地球温暖
化の影響で今後数年のうちに嵐やハリケーンがより頻
繁に発生したり、激しくなったりするのか、といった問題
に取り組むことになる。
　つまり「気象」は大気中の短期的な現象を指し、「気
候」はより長期的な現象を指す。気候の表現には、原則
として30年という時間軸が用いられる。 
　人々が気候変動に気付くのは、主に気温や降水量と

いった大気変数が変化するときである。大気の振る舞
いにはカオス性1があるため、もともと原理的に様々な
気候変動を生み出すことができる。北大西洋振動
(NAO)はその一例で、ヨーロッパや北米の一部の気
候に大きな影響を与えている。NAOとはアイスランド
低気圧とアゾレス高気圧の間で起こる一種の気圧変
動であり、北大西洋を吹く冬の偏西風の強さを決定す
る。この風が強ければ西ヨーロッパは温暖で雨の多い
気候になり、弱い場合は乾燥して寒くなる。人間活動も
また温室効果を増大させることで気候変動を引き起こ
しているが、このような自然変動の中にまぎれることで
その影響が認識されにくくなっている。
　大気は独立したシステムではない。海洋など、地球
というシステムの他の構成要素と相互作用している。
また、雪氷圏(氷と雪)、生物圏(動物と植物)、土壌圏
(土壌)、岩石圏(岩石)とも繋がりをもっている。気候シ
ステムとは、これら全ての要素から成り立っているので

あり、それぞれの構成要素やプロセスが繋がりあって
様々な形で相互作用しているのである。 
　これらの構成要素は、それぞれ異なる速度で周囲の
変化に反応する。大気は、海水温や氷量2などの地球表
面の状態に数時間から数日をかけて順応する。さらに、
気象は変化しやすく、予測できるのは数日前でしかな
い。実際、気象予報の理論的な限界は14日程度である
ことがわかっている。一方、深海の海流が、北大西洋振
動の変動など海上の変化に完全に対応するには数世
紀を要する。また、気候変動の結果、南極氷床など大陸
上の大きな氷塊に起こる変化は何千年も続くと考えら
れており、対策をとらなければこの時間スケールで徐々
に融解していってしまうだろう。気候を予測するには、変
化しやすい大気が、比較的変化の鈍い構成要素、とり
わけ海洋とどのように相互作用しているのかを考慮し
なければならない。相互作用の関係にある構成要素が
移動する速さは、それぞれ全く異なっている。低気圧
は、数日のうちに数百キロも移動することがある。一方
で、海流の速度はゆっくりであり、毎分数メートル程度

である。さらに、熱伝導率や熱容量も異なる。例えば、水
は大量の太陽熱を長時間蓄えることができる。
　気候変動は、内的要因と外的要因の２つの異なる方法
で引き起こされる。内的要因には次のようなものがある。 
●一つの気候構成要素が変化したとき。例えば、海流
　が通常とは異なる動きをしたときなど。 
●異なる気候構成要素間の相互作用が変化したとき。
　例えば海洋と大気の間など。
　外的なメカニズムとは、これらに比べ一見気候システ
　ムとは関係ないように見えるものである。例えば、次
　のようなものがある。
●大陸の非常にゆっくりとした移動。何百万年もかけ
　て異なる気候帯に大陸が移動することで起こる。 
●太陽が放出する放射エネルギー強度の変化。太陽の
　放射エネルギーは時間とともに変動し、地球上の温
　度を変化させる。 
●火山の噴火。火山灰や硫黄化合物を大気中に放出
　することで地表面に太陽光が届きにくくなり、地球の
　熱収支が変わるため、気候の変化を招く。

1.1　気候システムの構成要素は、外部からの副次的な作用に対して様々な速度で変化する。例えば、深海は気候の反応が遅いことの要因となっている。
スケールの目盛りに色の付いた部分が、人間の一生という短い時間に対応している。

地球の気候は、日射量や風、海流など、さまざまな要因に影響されている。研究者は、これらの影響の
ある変数をすべてモデルに統合しようとしている。現在では、関連するプロセスの多くが解明されてい
るが、さまざまな要素の相互作用は非常に複雑で、多くの疑問が残されている。

第1節 地球の複雑な気候システム
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2 対象の海域について、海氷の占める面積比率をいう。

　世界の大洋は、地球の気候システムにとって最も重
要な要素のひとつである。
　しかし、「気候」とは実際には何を意味するのだろう
か？気象と気候の違いは、次の一言で表すことができ
る。気候とは私たちが予測するものであり、気象は私た
ちが受け入れるものである。気象研究は、特定の低気
圧やハリケーンなど、気象を構成する個々の要素の形
成、移動、予測を対象とする。一方、気候研究は、より包
括的な全体像を扱うものであるため、来年、中緯度の
嵐やハリケーンがどのくらい発生するのか、地球温暖
化の影響で今後数年のうちに嵐やハリケーンがより頻
繁に発生したり、激しくなったりするのか、といった問題
に取り組むことになる。
　つまり「気象」は大気中の短期的な現象を指し、「気
候」はより長期的な現象を指す。気候の表現には、原則
として30年という時間軸が用いられる。 
　人々が気候変動に気付くのは、主に気温や降水量と

いった大気変数が変化するときである。大気の振る舞
いにはカオス性1があるため、もともと原理的に様々な
気候変動を生み出すことができる。北大西洋振動
(NAO)はその一例で、ヨーロッパや北米の一部の気
候に大きな影響を与えている。NAOとはアイスランド
低気圧とアゾレス高気圧の間で起こる一種の気圧変
動であり、北大西洋を吹く冬の偏西風の強さを決定す
る。この風が強ければ西ヨーロッパは温暖で雨の多い
気候になり、弱い場合は乾燥して寒くなる。人間活動も
また温室効果を増大させることで気候変動を引き起こ
しているが、このような自然変動の中にまぎれることで
その影響が認識されにくくなっている。
　大気は独立したシステムではない。海洋など、地球
というシステムの他の構成要素と相互作用している。
また、雪氷圏(氷と雪)、生物圏(動物と植物)、土壌圏
(土壌)、岩石圏(岩石)とも繋がりをもっている。気候シ
ステムとは、これら全ての要素から成り立っているので

あり、それぞれの構成要素やプロセスが繋がりあって
様々な形で相互作用しているのである。 
　これらの構成要素は、それぞれ異なる速度で周囲の
変化に反応する。大気は、海水温や氷量2などの地球表
面の状態に数時間から数日をかけて順応する。さらに、
気象は変化しやすく、予測できるのは数日前でしかな
い。実際、気象予報の理論的な限界は14日程度である
ことがわかっている。一方、深海の海流が、北大西洋振
動の変動など海上の変化に完全に対応するには数世
紀を要する。また、気候変動の結果、南極氷床など大陸
上の大きな氷塊に起こる変化は何千年も続くと考えら
れており、対策をとらなければこの時間スケールで徐々
に融解していってしまうだろう。気候を予測するには、変
化しやすい大気が、比較的変化の鈍い構成要素、とり
わけ海洋とどのように相互作用しているのかを考慮し
なければならない。相互作用の関係にある構成要素が
移動する速さは、それぞれ全く異なっている。低気圧
は、数日のうちに数百キロも移動することがある。一方
で、海流の速度はゆっくりであり、毎分数メートル程度

である。さらに、熱伝導率や熱容量も異なる。例えば、水
は大量の太陽熱を長時間蓄えることができる。
　気候変動は、内的要因と外的要因の２つの異なる方法
で引き起こされる。内的要因には次のようなものがある。 
●一つの気候構成要素が変化したとき。例えば、海流
　が通常とは異なる動きをしたときなど。 
●異なる気候構成要素間の相互作用が変化したとき。
　例えば海洋と大気の間など。
　外的なメカニズムとは、これらに比べ一見気候システ
　ムとは関係ないように見えるものである。例えば、次
　のようなものがある。
●大陸の非常にゆっくりとした移動。何百万年もかけ
　て異なる気候帯に大陸が移動することで起こる。 
●太陽が放出する放射エネルギー強度の変化。太陽の
　放射エネルギーは時間とともに変動し、地球上の温
　度を変化させる。 
●火山の噴火。火山灰や硫黄化合物を大気中に放出
　することで地表面に太陽光が届きにくくなり、地球の
　熱収支が変わるため、気候の変化を招く。

1.2　気候システムとその構成要素、関係するプロセスと相互作用のあり方。
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3 地球の気候を決める要因の一つとして、両極で冷やされた海水が深海に沈み込み、地球全体を循環し、海水が冷やされる時の大気への大量の熱
放出により極域の大気を加熱する。この深層循環を含む海洋の北の対流は、比較的急速かつ大きな気候変動に関係するとされている。大西洋に
おいては、グリーンランド沖で沈み込み、大西洋の中・深層を南下し表層近くを北上する大西洋オーバーターンと呼ばれる対流がこの50年間に約
30％弱まった可能性がある。これにより急激な寒冷化の可能性が指摘され、欧米では変動を詳細に調査する観測研究が実施されつつある。

　気候が変動すること自体は変わったことではない。
例えば北大西洋域では、平均気温や風が10年単位の
時間スケールで変動することがよく知られている。人為
的な気候変動も、数十年の単位で変化している。そのた
め、10年単位の自然変動と人為的な変動は重なり合っ
ており、人間が気候に与える影響を確実に評価すること
は困難である。元々変動の激しい北大西洋域とは対照
的に、熱帯インド洋のような安定した地域では、人為的
な気候変動の影響を突き止めやすい。 
　海洋が気候に年単位ないし10年単位の変化をもた
らしていることには、疑いの余地がない。大西洋のハリ
ケーン活動やサヘル(サハラ砂漠南縁部の半乾燥地域)
の降水量の10年単位の変動は、北大西洋の海洋温度
の変動と驚くほどよく相関している。これらの10年単位
の変動の正確なメカニズムはまだ完全には解明されて
いないが、大西洋における深層循環3を含む対流の変
動が重要な役割を果たしているという点では一般的に
受け入れられている。この仮説は、大西洋の海面水温
の異常が数10年周期で発生し、そのパターンが半球で
対になっていることからも裏付けられている。北上する
暖流の割合が増えれば、北大西洋では地表面温度が
上昇し、南大西洋では地表面温度が下降する。逆に、北
部が寒冷で南部が温暖であれば、それは海流の働きが
弱いことを示している。したがって、北大西洋と南大西
洋の気温差は、対流の強さの指標となるのである。 
　今日の気候モデルは、現在と過去の気候変動を合理
的にシミュレーションすることが可能である。特に地球
スケールでみれば、これらのモデルは十分な信頼性を
持っている。しかし、局所的にみると、モデルの信頼性は
低くなる。ベルリンの将来の降水量を予測するよりも、
世界の平均気温を推測する方がはるかに簡単なので
ある。局所的な気候をよりよく解明するためには、大規
模な測定が必要となる。地球上には、南氷洋のように、
過去の長きにわたって非常に限られた数の測定しか行
われてこなかった地域が多く存在する。現在では、これ
らの地域のデータは人工衛星から得ることができる。
　現在、人間の活動が気候に与える影響を理解する
のに役立つ数理モデルが数多く存在する。これらのモ

デルは、自然ないし人為的な作用が加わった時に気候
がどのように反応するのかをシミュレーションするだけ
でなく、気候が炭素循環など生物地球化学的循環とど
のように相互作用しているのかを明らかにしている(第
２章参照)。このように、気候研究は地球システムのより
包括的な研究へと発展しており、現在の気候モデルは
地球システムモデルへと進化している。これは、複数の
相互作用を研究するためには必要なことである。例え
ば、地球温暖化が成層圏のオゾン層に与える影響を調
べるには、大気中の化学的プロセスを考慮する必要が
ある。また、人為起源のCO2が海に取り込まれることに
よる海水の酸性化(第２章参照)もその一例である。 
　海洋の温暖化・酸性化が、今後人為的に排出された
二酸化炭素を吸収するのにどのような影響をもたらす
かはまだ誰も予測できていないが、その影響によって大
気中の二酸化炭素濃度が変化し、将来の気温が変化
することになる。海と大気の間には相互作用がある。海
洋は、特に局所的なスケールにおいて、気候変動の大き
さや顕在化の程度を大きく左右する。平均的には地球
規模で温暖化が進んでいるが、メキシコ湾流付近など
の個々の海域では異なる動きをすることがある。一方
で、海洋自体も気候の変化を受けて反応する。この複
雑な相互作用を解明することは、何年もかかる作業で
あると言ってよい。

1.3　欧州は2010年の年初に異常な寒さに見舞われたが、世界的にみ
ると過去131年間で3番目に暖かい冬であった。年初来の5カ月をみる
と2010年は最も暖かく、4月と5月には過去の最高気温さえ更新した（右
上）。年平均で見ると、1998年と2005年は、これまでのところ（1951年
から1980年までの平均値で比べたとき）最も暖かい年となっている。

人為的な気候変動を検知することの難しさ
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4 微量ガスは太陽光として地球に入射する短波放射を通過させる。この
エネルギーは地表で熱に変換され、長波放射として再び放出されるが、
その時大気中のガスがまるで温室に使われるガラス窓のようにこの
長波放射が宇宙に出ていくのを防ぎ、その結果、地表が暖められる。

人類はどのように気候を変化させているのか

　過去100年の間に人類が気候に与える影響は大き
く増加した。我々は、気候に影響を与える微量ガスを
大量に大気中に放出している。これにより、大気の熱
収支が変化して地球の温暖化につながっているので
ある4。
　微量ガスには、二酸化炭素のほかにもメタン、一酸
化二窒素(笑気ガス)、ハロゲン化フルオロカーボン、ペ
ルフルオロ化炭化水素、六フッ化硫黄などがある。しか
し、二酸化炭素(CO2)は排出量が非常に大きいため、
地球の気候システムにとって特に重要である。二酸化
炭素は、化石燃料(石油、天然ガス、石炭)を発電所や
自動車のエンジン、家庭用暖房器具などで燃やすこと
で発生する。その大気中の濃度は、産業革命前の
280ppmに比べて、現在では390ppm近くにまで上
昇している。これに伴い、20世紀に入ってからは気温も
上昇している。また、メキシコ湾流の変化など、海洋の内
部で起こる変化も、数十年から数百年の時間スケール
で起こっている。これらは、炭素循環などの地球規模の
物質循環に強く関与しているため、気候や大気中の温
室効果ガスの濃度に決定的な影響を与える。例えば、
CO2は水に溶けやすい性質を持っている。しかし、産業
革命以降、自然変動を超えて海は化石燃料を燃やして
発生した二酸化炭素の約半分を吸収してきた。したがっ
て、将来的に気候が変化するか、そしてどのくらい変化
するかということは海からも推測することができる。 

　気候は将来的に非常にゆっくりと変化していくであ
ろう。なぜなら、膨大な量の水を有する海は、変化に対
して非常に緩やかに反応するからである。したがって、
すべてではないものの、多くの人間活動によって引き
起こされた気候変動の影響はただただ緩やかに顕在
化していくのである。実はその中には、ある閾値を超え
ると元に戻れなくなるものもある。例えば、グリーンラ
ンドの氷床が完全に解け、それとともに7メートルもの
海面上昇が起こることは、ある時点で止めることが不
可能になる。しかし、その閾値がどこにあるのかは正
確にはわからない。しかし、一つだけ確かなことがあ
る。たとえ二酸化炭素の排出量が現在のレベルで安
定したとしても、大気中の二酸化炭素濃度の安定には
つながらないということである。なぜなら、二酸化炭素
は非常に化学的に安定しており、主に二酸化炭素の
吸収源である海が、人間が排出するほど早くは吸収し
てくれないからである。 
　メタン(CH4)のように化学的に不安定な微量ガス
の場合は状況が異なる。メタンの排出量が現在のレベ
ルで安定した場合、大気中のメタン濃度も安定する。
なぜなら、大気中のメタンは排出されるのとほぼ同じ
スピードで減少するからである。しかし、安定な二酸化
炭素の濃度を一定に保つためには、排出量を現在の
数分の一に減らす必要がある。 

1.4　今世紀末までに温室効果ガス、特にCO2の排出量を大幅に削減
できたとしても、その影響は広範囲に及ぶことになる。CO2は安定してお
り、何世紀にもわたって大気中に存在する。そのため、気温は100年以上
に渡りコンマ数度ずつ上昇し続ける。また、海の深いところに熱が伝わる
のも非常に遅く、水の膨張に伴って海面は長い時間をかけて徐々に上昇
し続ける。さらに南極やグリーンランドにある大きな大陸氷床の融解も、
非常に緩やかなプロセスである。これらの融解水は、何百年、何千年にも
わたって海に流れ込み、海面が上昇し続ける原因となる。なお、この図は
CO2が450～1,000ppmの間の任意のレベルで安定化する原理を示し
ているため、縦軸には単位を示していない。
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迫り来る悲劇

　二酸化炭素の濃度が安定したとしても、気候はその
慣性に従ってしばらくの間変化し続けるであろう。地表
付近の気温は少なくとも100年間は上昇するというこ
とが、気候モデルによって示唆されている。一方、海面も
今後数世紀にわたって上昇し続けるであろう。それは
深海が徐々に暖められることで海水が膨張するためで
あり、また、大気の温暖化に対して北極や南極の大陸
氷床がゆっくりと反応して氷河が何千年もの間解け続
けるからでもある。そのため、海面が新たな平衡状態に
達するまでには長い時間がかかると考えられる。しかし、
研究者は、温暖化が激しければ今世紀中にグリーン
ランドの氷床が完全に解けて海に流れ出てしまう可
能性さえあると考えている。もしそうであれば、膨大な

量の淡水が、例えばメキシコ湾流のような海洋循環に
重大な変化をもたらす可能性がある。極端なシナリオで
は、海面が1世紀で1メートル以上、地域的にはそれよ
りも大きな幅で上昇する可能性がある。 
　気候システムには慣性があり、その傾向が不可逆的
であるという危険性を踏まえれば、将来を見据えた行
動をとるための十分な動機が生まれるはずである。こ
れまで人類が気候変動にもたらしてきた影響が、現状
では全て顕在化しているわけではない。人類がそれら
を急激に感じ始めることになるのは数十年待たなけれ
ばならないが、行動を起こさなければならないのは今
である。

1.5　モルディブ共和国政府は、地球温暖化の脅威に関心を集めるため、コペンハーゲンサミット直前の2009年秋に海底での会議を開催した。
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海流は、膨大な量の熱を世界中に運ぶ。そのため、海流は気候の最も重要な原動力のひとつとなっ
ている。海流は非常にゆっくりと反応するため、地球温暖化の影響は数世紀かけて徐々に明らかにな
っていく。一方、風や海氷に関連する気候変動は、より早く認識できる可能性がある。

第２節 気候変動の原動力となる大きな海流

水塊を動かすもの

　水は、気候システムの中で中心的な役割を果たして
いる。水の密度は、塩分や温度によって変化する。冷た
く塩分を含んだ水は重く、深いところまで沈む。これに
より、何百万立方メートルもの水が海の中を循環する。
この強力な現象は、主に極地付近の一部で起こるもの
で、対流と呼ばれている。 
　北大西洋域の表層水は、対流によって2,000メートル
前後の深さまで沈み、南極付近から海底に広がってい
る密度のより高い深層水の上で落ち着く。冷たく高塩
分な表層水が対流によって沈むと、赤道近くの暖かい
海域から海水が流入してくる。この海水が北極の空気
に触れて冷やされ、さらに沈み始めることで、対流が連
続的に起こる。海水は、海面で二酸化炭素などのガス
を大量に吸収し、それを急速に深部へと運んでいく。そ
のため、海の中で最も二酸化炭素の濃度が高いのは、
対流が起きている場所である。
　対流によって水中に送り込まれた高濃度の二酸化炭
素は、約3,000メートルの深さにまで達するとみられ、
水深2,000メートルまでは比較的速く運ばれる。北大
西洋ではそれより深い場所への輸送にはかなりの時間
がかかるが、それは二酸化炭素や他のガスが深海に到
達できるのがゆるやかな混合プロセスに限られている
からである。 
　低水温と高塩分は、対流の主要な駆動力である。極
地の高密度な海水が下に引っ張られることで、熱塩循
環と呼ばれる世界規模の対流機関が働く。冷たく高塩
分な海水は、主にラブラドル海やグリーンランド海で沈

み、赤道を越えて南下していく。対流は極地では局所的
にしか起こらないが、それが熱塩循環の推進力となり、
巨大なコンベアベルトのように地球を横断している。メ
キシコ湾流とその支流も、対流と熱塩循環によって動か
されている。
　では、海洋対流を引き起こしている密度の異なる水
塊は、実際にはどのようにして発生するのだろうか。この
問いに答えるには、気温、蒸発、降水が最も重要なキー
ワードである。また、極域の対流域で水が凍ることも重
要な役割を果たす。凍るとかなりの量の塩分が水中に
残り、周囲の海水の塩分濃度を高めて密度を上げる。
北極圏の対流によって生じた水塊は、北大西洋深層
水(NADW)と呼ばれる。

1.6　北大西洋の対流プロセスの概略。高緯度の冷たく高塩分な海水は、
ラブラドルやグリーンランド海で沈む。この海水は、水深2,000m付近で
南極からの密度の高い深層水の上で層を形成し、赤道に向かって流れて
いく。上層の暖かい海水は対流域に移動し、沈んだ海水と入れ替わる。
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　水は、他のほとんどの化学物質とは異なる振る舞い
をする。ほとんどの物質では、温度が下がるほど原子や
分子が互いに接近していき、やがて固体となる。しかし、
水の場合、最も密度が高くなるのは4℃の時である。こ
れは、水分子が最も緊密に集まっているのがこの温度
だからであり、多くの淡水湖では、重い水が底に沈むた
め、最深部の温度が4℃になっている。しかし、驚くべき
ことに、固体である氷になるとき水分子は再び離れてい
く。この現象を水の特異性という。氷は軽く水面に浮か
ぶので、極域の大海原では海面の一部が氷に覆われて
いるのが見られる。この特異性の原因は、水の分
子(H2O)の珍しい性質にある。水の分子(H2O)は、酸
素原子(O)と２つの水素原子(H)が左右非対称に配置
されている。これにより、分子の末端がマイナスとプラス
に帯電した双極子が発生する。 
　氷の結晶ができるときなど、温度条件に応じて双極
子が電荷に従い整列する。水の双極子の性質は、気候
にとって重要な要素である。水の双極子同士は小さな
磁石のように引きつけあっているため、水は温めたり冷
やしたりしても反応が鈍い。実際、水の熱容量は、アンモ
ニアを除くすべての液体・固体物質の中で最も大きい。
つまり、水は沸騰するまでに大量の熱を吸収することが
できるのである。我々の生活に密着している水の凝固点
と沸点(それぞれ0℃と100℃)は、実はとても珍しい。仮
に水の分子が左右対称(双極子ではない)であれば、

水(氷)はマイナス110℃で溶けるし、マイナス80℃で
沸騰するはずだ。気候に慣性があるのは、もとはといえ
ば水の熱容量が大きいことに起因するのである。
　水が気候に影響を与えるのは、液体や固体の状態だ
けではない。大気中に水蒸気の形で存在するH2Oの
影響は、温暖効果の影響の三分の二を占め、地球の熱
収支に決定的な影響を与える。また、水蒸気は他の物
質が気候に与える影響を増幅させる。例えば、二酸化
炭素の濃度が高くなって気温が上昇した場合、暖かい
大気はより多くの水蒸気を持続的に保持できるため、
水蒸気の含有量も増加する。水はその双極子の分子に
より、赤外線を非常に効率的に吸収する。その結果、二
酸化炭素自体が持つ温室効果の影響が約２倍に増幅
される。 
　水のもう一つの重要な特性は塩類を溶かしうること
であり、これによって水の密度が大きく変化する。海の
平均的な塩分は34.7ppmである。この塩分濃度で水
の密度が最大になるのはマイナス3.8℃であるが、これ
は同じ塩分で海水が凍るマイナス1.9℃よりも低い温
度である。そのため、表層が冷却されると、氷ができるま
で対流が起こり続ける4。この密度特性が対流を起こし
ているのであり、気候システムの最も重要な要素の1つ
となる。冷たい高塩分な海水は重いため深くまで沈み、
海面に流れ込んできた水に置き換わってゆく。

1.7　水分子は左右非対称なので、分子の両端が反対に帯電した「双極
子」と呼ばれる構造をしている（左図）。そのため、水は他の物質とは様々
な点で異なる挙動を示す。氷は密度が低く、表面に浮いている（右図上）。
淡水は4℃で最も密度が高くなり（右図下）、底に沈む。その上に暖かい
水が重なっている（右図中）。なお、塩分を含んだ水は異なる特徴を示す。

特異な分子としての水
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深海に沈んでゆく水の道のり

　対流域は、表層水が最も早く深層に流れ込む場所で
ある。また、海面や大気の変化が海の内部で最も早く
顕在化する場所でもあり、例えば大気中の二酸化炭素
濃度の上昇が水中の二酸化炭素濃度の上昇に反映さ
れる。対流は、風、放射線、降水などの変動する大気に
接している表層と、海洋の深層という二つの異なる構
成要素を結びつけている。表層では、海流、水温、塩分
などが数週間から数カ月の単位で変動している。しか
し、深海では数十年から数百年の時間スケールで環境
条件が変化する。
　常に温暖な海洋域である熱帯(北緯23.5度から南
緯23.5度までの地球上の温暖な海域)と亜熱帯(北半
球と南半球の23.5度から40度までの海域)では、極域
における対流に匹敵するような表層と深層の海水交換
はない。これは、地球が宇宙空間に放出する長波放射

よりも、日射による太陽放射のほうが年平均で過剰と
なるためである。最低温度が10℃以上の暖かい海水
は比較的密度が低いため、下層の冷たい層の上に浮
かんで温かい層をなす。この二つの層の境界がはっきり
と分かれているため、急激な密度差が生じ、熱がより深
くまで浸透しにくくなる。温かい表層の平均的な厚さは
数百メートルで、これは海の深さに比べて小さい。この
ように西部赤道太平洋などの高温な海域では、鉛直方
向の海水の混合はほとんど見られない。一方、極域で
は海の鉛直混合がつよくなり、はっきりとした層が形成
されない。すると、温度や密度の急激な変化がないた
め、海面付近の変化が海中の深いところまで伝わる。と
はいえ、対流域が最も早く表層水を深部へと送り届け
る役割を担っていることに変わりはない。

地球規模のコンベアベルト

　南極地域でも対流が起きている。塩分がさらに高く
なるため、ここで作られた水塊は海底まで沈んでいく。
これは南極底層水(AABW)と呼ばれ、地球半周分に
わたり海底を伝って、北大西洋に流れていく。南極底層
水は、厚い中間層の北大西洋深層水が対流によって沈
んだ時、その下敷きになる深部の層でもある。北大西洋
深層水は、グリーンランド海とラブラドール海で形成さ
れる。図1.8は、熱塩循環による地球規模のコンベアベ
ルトの中で北大西洋深層水の流路と表層付近の暖流
の還流を模式的に示したものである。北大西洋深層
水、とりわけ南極底層水は、驚くほど長い間、深海に留
まっている。深海の放射性炭素同位体の年代測定によ

ると、深海に沈んでから表層に戻ってくるまで、数百年
から1,000年もの期間が経過している。 
　この間、水はコンベアベルトの冷たい深部に留まって
いる。深部では水の密度が高いため、流速が1日あたり
1～3キロメートルと遅いからである。このサイクルに関
わる水の量は、実に膨大である。その量は約40万立方
キロメートルで、これは海の総水量の約3分の1に相当
する。これは、長さ400km、幅100km、深さ10kmの
プールを満たすのに十分な水量である。海のコンベアベ
ルトは、1秒間に約2,000万立方メートルの水を運んで
おり、これは北米のナイアガラの滝を流れる水量の約
5,000倍に相当する。
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メキシコ湾流の崩壊への懸念

　気候変動が大西洋の熱塩循環と対流プロセスにどの程
度影響を与えるかについては、これまでも多くの議論がな
されてきた。結局のところ、高緯度での対流は、人間活動に
よって引き起こされる人為的な大気の温暖化により表層水
の密度が低下することによって弱まる可能性がある。さら
に、北大西洋の塩分が低下することによっても密度が低下
する。気候変動により多くの経路で淡水の流入量が増加
する可能性があるが、そのことが対流や熱塩循環に影響
するのである。１つの可能性は、大陸と海洋の両方で降水
量が増加することである。また、解けた氷河から海への淡
水の流出が増えることも考えられる。さらに、気温が高く
なると氷が形成しにくくなるため、表層水の塩分の上昇が
抑えられる。 

　現在の気候モデルでは、今世紀末までに大西洋の対流
プロセスが約 25％弱まると想定されている。これは、熱
帯や亜熱帯から北へ運ばれる熱量が減少することを意味
する。しかし、仮に循環が完全に崩壊したとしても、文学作
品や映画などで一般的に示されているような氷河時代に向
かうシナリオは、まったく適切ではない。熱の流入が減少
しても、温室効果の進展による将来の地球温暖化の影響
がそれを上回るからだ。大気中の二酸化炭素が熱の放出を
妨げることで、地球は温暖化している。この気温上昇は、
熱帯から北大西洋への北向きの熱輸送の減少を相殺し、
さらに隣接する陸地ではそれを上回るだろう。そのため、
気候に対する人間の影響を語るとき、研究者は「氷河期」
ではなく「温暖期」と呼ぶ傾向にある。 

1.8 　熱塩循環を構成する海流系は非常に複雑である。冷たい高塩分な表層水（青）は赤道に向かって下降して流れているが、これは、大西洋でのみはっき
りと認識できる。暖かい表層水（赤）は逆に、極に向かって流れる。他の地域では、メキシコ湾流系（北米とヨーロッパの間）のように流れの関係がはっきりして
いるわけではない。南極周極流は、南極大陸を中心とした一帯の全深度にわたって流れている。極域に示した黄色の丸印は沈み込む対流域を示す。暗い青
色で示した部分では塩分が高く、白色で示した部分は塩分が低い特徴がある。塩分の高い海域は暖かい亜熱帯に多く存在するが、これは蒸発率が高いた
めである。

世界の気候を操作する海洋 12



海洋における渦-気候にとって重要な要素

　海洋では、熱塩循環という大きなコンベアベルトに
加えて、大気中の低気圧に類似した渦によっても熱
が運ばれる。この渦は、幅が数百キロにも及ぶ大気
中の低気圧よりもはるかに小さいものである。このメ
ソスケールの渦は、密度や温度の差が大きい地域の
間を水が流れるときに形成される。メソスケール渦
は、衛星写真にもはっきりと写っている。また、北大西
洋地域のように海面で発生するだけでなく、ブラジ
ル沖のように水深数千メートルの深海でも発生する
ことが分かっている。大規模な熱輸送に強い影響を
与えることから、これらの深海渦は長期的な気候プ
ロセスにおいても重要な役割を果たしている。

変幻自在でダイナミックな風の影響

1.9　メキシコ湾流とその渦の衛星写真。
赤いほど水温が高く、青いほど低い。

　風もまた、海流の駆動において対流と並んで重要な
役割を果たしている。地球規模の表層循環は、地球の
自転による回転力(コリオリの力)や海盆の形状、そして
風が相まって決まってくる。その例として特に顕著なの
は、海盆全体にわたる大循環であり、アメリカ・ヨーロ
ッパ間にも見られる。これらの表層流には、風と熱塩の
両方によって駆動され深さとともに流れが遅くなる大
西洋のメキシコ湾流と、太平洋の黒潮がある。メキシコ
湾流は比較的速い流れである。北アメリカ沿岸では、
海面上で時速3.6kmに達するが、これは普通に歩く速
さに等しい。それが水深2,000メートル付近になると、
風の影響が少なく、水の密度が高いため、速度は十分
の一ほどになる。
　典型的な風況が長期間にわたって変化することが
ある。例えば、通常は安定している貿易風が数ヵ月もの
間向きを変えることがあるが、これは水塊の湧昇に変
化をもたらし、海洋内部に何十年もの間続く波や流れ

を生み出す。これらの波は、海水温を変化させ、地域の
気候をも変化させうる。衛星から見ると、この波は海面
をゆっくりと上下させているように見える。さらに、特定
の地域では、卓越風が持続的な湧昇と沈降を引き起
こす。ある地域では、風によって表層水が陸地から遠ざ
かり、代わりに水深の深いところにある冷水が上昇し
てくる。そのため、これらの地域の表層水の温度は特
に低くなる。湧昇が起こる主要な地域は、大陸の西縁
で風が海岸に平行に吹いているところでよく見られる
(チリ、カリフォルニア、ナミビア)。例えば南半球では、
南からの風が吹くと、コリオリの力により、水は海岸か
ら離れて左に押し出される。これにより、表層の海水が
海岸から遠ざかり、それに代わって下から海水が湧き
上がってくるという、海水の回転運動が起こる。この湧
昇してきた海水には栄養分が多く含まれているため、
湧昇地域には魚が多く生息している。
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強い。同じ緯度の他の地域では、冬の寒さが際立ってい
る。例えばカナダでは、 西ヨーロッパに比べて冬の気温
が10℃前後低くなる。しかし、気候が温暖となる理由は
海の循環だけではない。気流もこの現象に大きく貢献
している。北米西海岸を南北に走るロッキー山脈を中
心とした山脈の分布は、コリオリの力の影響と相まっ

て、大気中に「定在波」と呼ばれる非常に安定した大規
模な渦を形成する。このような渦がアメリカ上空に存在
するのは、ロッキー山脈が大きな気団を迂回させる障害
物となっているからである。その結果、大西洋上では偏
西風が卓越しており、ヨーロッパ北西部に比較的温暖
な空気を運ぶとともに東方からの寒気をしのいでいる。

地球の熱の貯蔵庫としての海

　巨大な水塊に加えて、大きな海流もまた膨大な量の
熱を地球上に輸送している。太陽熱利用システムでは
屋根に設置された太陽熱集熱器で得た熱が水タンク
に蓄えられるが、それと同じで、海洋は太陽からのエネ
ルギーを長期間にわたって保持する巨大な熱貯蔵庫な
のである。大きな海流は、この熱を何千キロにもわたっ
て運び、メキシコ湾流の例に見られるように、世界の多
くの地域の気候に大きな影響を与えている。年間平均
でみると、緯度30度前後までの熱帯・亜熱帯地域で
は、地表に到達する熱量が放出する熱量を上回る。そ
れよりも高緯度域では逆のことが起きる。そのため、大
気や海洋は赤道から北上したり南下したりしてエネル
ギーを輸送し、その不均衡を補っている。東太平洋など
一部の熱帯地域では、海洋は１平方メートルあたり
100ワット以上の熱を受ける。これは、アパート一棟を
快適に保てる温水タンクの熱量に相当する。高緯度域
では、海は熱を放出する。最も熱が失われるのは、北米
とアジアの東海岸、および北極圏の一部で、１平方メー
トルあたり最大200ワットにも上る。北大西洋と北太平
洋地域では、海は膨大な規模で熱を放出しているので
ある。 
　この熱の恩恵を受けるのは、暖流が流れ込むヨー
ロッパなどの地域である。巨大な海流によって最大で３
ペタワット(4兆ワット)弱の熱が北方に運ばれているが、

これは世界中の発電所で作られる熱量の約600倍に
相当する。しかし、大気もまた、熱帯地域と寒冷な高緯
度域の間のエネルギーバランスに貢献している。大気は
さらに2.5～3ペタワットの熱を輸送し、合計で5.5～6
ペタワットの熱を北上させている。ヨーロッパの緯度で
は、大気中の熱輸送は温帯低気圧が担っている5。
一方、大西洋では、海流がよりコントロールされており、
熱が直接北へと運ばれる。ここでは、熱帯の暖かい海
水が北上して北極海まで流れ込み、そこで水が冷えて
環境中に熱を放出する。冷えた水は密度が高くなり、よ
り深いところに沈み、南に向かって流れていく。大西洋
の海流系は、この熱塩循環によって膨大な量の熱を北
へと運んでいるが、これは風成循環の輸送量を大きく
上回っている。 
　大西洋と太平洋は、それぞれ約１ペタワットの熱を熱
帯と亜熱帯から北へ運んでいる。それに比べて、インド
洋が運ぶ熱量はごくわずかである。このシステムにおい
て、大西洋は世界の大洋の中でも独特な機能を持って
いる。海盆全体にわたって熱を北上させているのは大
西洋だけであり、南半球においてでさえも北向きに熱輸
送が行われている。ヨーロッパの人々は、メキシコ湾流
と北大西洋海流のおかげで、この北上傾向の恩恵を受
けている。北大西洋の地域の気候は比較的穏やかで、
特にドイツを含めたヨーロッパ北西部ではその傾向が

1.10　世界の大規模な海流は卓越風の影響も受ける。暖流を赤、寒流を青で示す。

5 コリオリの力の影響により、温帯低気圧を中心に反時計回り（南半球では時計回り）に風が吹く。すると、ある地点から見て温帯低気圧がどこに位置
するかによって、周期的に熱輸送の向きが変わることになる。
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強い。同じ緯度の他の地域では、冬の寒さが際立ってい
る。例えばカナダでは、 西ヨーロッパに比べて冬の気温
が10℃前後低くなる。しかし、気候が温暖となる理由は
海の循環だけではない。気流もこの現象に大きく貢献
している。北米西海岸を南北に走るロッキー山脈を中
心とした山脈の分布は、コリオリの力の影響と相まっ

て、大気中に「定在波」と呼ばれる非常に安定した大規
模な渦を形成する。このような渦がアメリカ上空に存在
するのは、ロッキー山脈が大きな気団を迂回させる障害
物となっているからである。その結果、大西洋上では偏
西風が卓越しており、ヨーロッパ北西部に比較的温暖
な空気を運ぶとともに東方からの寒気をしのいでいる。

　巨大な水塊に加えて、大きな海流もまた膨大な量の
熱を地球上に輸送している。太陽熱利用システムでは
屋根に設置された太陽熱集熱器で得た熱が水タンク
に蓄えられるが、それと同じで、海洋は太陽からのエネ
ルギーを長期間にわたって保持する巨大な熱貯蔵庫な
のである。大きな海流は、この熱を何千キロにもわたっ
て運び、メキシコ湾流の例に見られるように、世界の多
くの地域の気候に大きな影響を与えている。年間平均
でみると、緯度30度前後までの熱帯・亜熱帯地域で
は、地表に到達する熱量が放出する熱量を上回る。そ
れよりも高緯度域では逆のことが起きる。そのため、大
気や海洋は赤道から北上したり南下したりしてエネル
ギーを輸送し、その不均衡を補っている。東太平洋など
一部の熱帯地域では、海洋は１平方メートルあたり
100ワット以上の熱を受ける。これは、アパート一棟を
快適に保てる温水タンクの熱量に相当する。高緯度域
では、海は熱を放出する。最も熱が失われるのは、北米
とアジアの東海岸、および北極圏の一部で、１平方メー
トルあたり最大200ワットにも上る。北大西洋と北太平
洋地域では、海は膨大な規模で熱を放出しているので
ある。 
　この熱の恩恵を受けるのは、暖流が流れ込むヨー
ロッパなどの地域である。巨大な海流によって最大で３
ペタワット(4兆ワット)弱の熱が北方に運ばれているが、

これは世界中の発電所で作られる熱量の約600倍に
相当する。しかし、大気もまた、熱帯地域と寒冷な高緯
度域の間のエネルギーバランスに貢献している。大気は
さらに2.5～3ペタワットの熱を輸送し、合計で5.5～6
ペタワットの熱を北上させている。ヨーロッパの緯度で
は、大気中の熱輸送は温帯低気圧が担っている5。
一方、大西洋では、海流がよりコントロールされており、
熱が直接北へと運ばれる。ここでは、熱帯の暖かい海
水が北上して北極海まで流れ込み、そこで水が冷えて
環境中に熱を放出する。冷えた水は密度が高くなり、よ
り深いところに沈み、南に向かって流れていく。大西洋
の海流系は、この熱塩循環によって膨大な量の熱を北
へと運んでいるが、これは風成循環の輸送量を大きく
上回っている。 
　大西洋と太平洋は、それぞれ約１ペタワットの熱を熱
帯と亜熱帯から北へ運んでいる。それに比べて、インド
洋が運ぶ熱量はごくわずかである。このシステムにおい
て、大西洋は世界の大洋の中でも独特な機能を持って
いる。海盆全体にわたって熱を北上させているのは大
西洋だけであり、南半球においてでさえも北向きに熱輸
送が行われている。ヨーロッパの人々は、メキシコ湾流
と北大西洋海流のおかげで、この北上傾向の恩恵を受
けている。北大西洋の地域の気候は比較的穏やかで、
特にドイツを含めたヨーロッパ北西部ではその傾向が

1.11　大気と海面の間の熱交換（単位：ワット/平方メートル）は、海洋地域によって非常に変化する。正の値は、熱帯地方に特徴的な海洋による熱の
吸収を示し、負の値は、北部に特徴的な熱の放出を示す。一方、高緯度の北極圏では、海氷が断熱層となって水中の熱を逃がさないため、熱の放出は
比較的小さくなる。

1.12　各大洋はそれぞれ異なる大きさで地球上の熱輸送に貢献している。赤道は緯度0度の位置であるが、図より南半球から北半球へ熱を運ぶ（正
の値）は大西洋だけであることがわかる。大西洋と太平洋はそれぞれ北緯20度まで約1ペタワットの熱を輸送する。さらに北に注目すると、北向きの熱
輸送は太平洋よりも大西洋で大きくなっている。一方、インド洋は、北向きの熱輸送にはほとんど寄与しない。
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海氷の不確かな未来

　北極圏の海氷は、熱が水中から逃げるのを防ぐ断熱
層の役割を果たすため、大気と海洋の熱交換に大きな
影響を与える。海氷の面積がどれほど大きいかを考え
れば、地球の気候に影響を与えていることは明らかで
ある。北極海では、パックアイスと呼ばれる海氷が平均 
3メートルの厚さで存在している。南氷洋では、平均1メ
ートル程度である。海氷の総面積は、季節によって拡大
したり縮小したりする。年平均で海の約7％(約2,300 
万平方キロメートル)が氷で覆われており、これはオース
トラリアの面積の約3倍に相当する。 
　それに比べ、陸上の氷塊は比較的安定しており、陸
地の約10％(1,480万平方キロメートル)を永久に覆っ
ている。研究者は、地球上の氷に覆われた領域を「雪氷
圏」と呼んでいる。陸氷と海氷に加えて、大陸の氷床の
うち海に張り出している部分である棚氷も含まれてい
る。海氷の範囲、面積、厚さ、動きなどの変化は、海流な
どの動力学的な過程や、凍結・融解などの熱力学的な
過程によって引き起こされる。これらは、太陽放射や海
面の熱流束(熱フラックス)の影響を受ける。 
　気候変動の最も顕著で重要な特徴の一つは、極域
の海氷面積の変化である。年によっては、冬に北極海
の海氷がはるかに南に広がっていることがある。地球物
理学者は、海氷は極域に存在する不連続な薄い層であ
り、風や海流の影響を受け、厚さや範囲が変化すると考
えている。海氷は、大気と海洋という地球システムを構
成する2つの大きな要素の境界を形成し、その相互作
用に非常に大きな影響を与えている。海氷はアルベドと
呼ばれる強い反射能を持ち、入射する太陽光のかなり
の部分を反射する。この効果は、海氷が雪で覆われて
いるとさらに高まる。そのため、海氷は地球の放射バラ
ンスに影響を与え、気候システムにおいて重要な役割
を果たしている。 
　海氷が大気と海洋の間を遮断したときには、海氷が
気候に与える影響はさらに大きくなる。海氷は、大気と
海洋の間の熱と風のエネルギーの交換を大幅に抑制
する。そのため、海氷表面上の大気は、外洋上よりもは
るかに冷たくなる。このため、熱帯や亜熱帯と極域の気

温差が大きくなる。高温域では、空気が上昇する傾向
が強く気圧が大きく低下する一方、寒冷域では空気が
重くなり高気圧が発生する。 
　そのため、高気圧から低気圧に向けた気流が強く、
コリオリの力とあいまって、中緯度ではより強い偏西風
が吹いている。もちろん、海氷は海洋の対流プロセスに
も影響を与え、深層水や底層水の形成にも影響を与え
る。このように、海氷は大規模な海洋循環、特に熱塩循
環に重要な役割を果たしている。 
　地球温暖化が海氷の形成や関連するプロセスにど
のような影響を与えるかはまだわかっていない。海氷は
気温が高くなると溶けてしまうが、それが海流にどのよ
うな影響を与えるかを予測することは困難なのである。
いずれにしても、すべての気候モデルが、北極圏の温暖
化が加速し、微量ガスの濃度が上昇し続けることを予
測している。 
　さらに、観測結果からは、ここ数十年で北極海の海
氷が明らかに減少していることがわかっている。これに
は、アイス・アルベド・フィードバックと呼ばれる正のフィ
ードバックメカニズムが一部関係している。明るい表面
は非常に高いアルベドを持っている。地球温暖化によっ
て海氷が後退すると、アルベドが減少し、より多くの太
陽エネルギーが取り込まれるようになるため、さらに海
水温が上昇し、より多くの氷が溶けることになる。この
プロセスは、主に海氷の縁辺で起こる。まだらに残った
雪の間から顔を出した草むらが温かいように、氷に覆
われていない部分の海水は急速に暖められ、氷もそこ
でより早く融解する。海氷が後退すればするほど、比較
的暗い色の海面の面積が大きくなる。このようにして、
融解は増幅されていくのである。したがって、海氷の縮
小は、将来的に気候変動を増幅させる可能性がある。
皮肉なことに、これは人々が長い間望んでいたヨーロッ
パから北極を越えてアジアに至る北極海航路の開通を
もたらすことになる。近年、北極海の氷が急速に後退し
ているため、将来的にはロシア北岸の北極海を商業船
が通年航行できるようになるかもしれない。このルート
は、スエズ運河を通るよりも数千キロも短く、2009年

初秋、ブレーメンの海運会社が世界で初めて商船で航
行した。しかし、気候変動がもたらす悪影響は、航行可
能な北ルートの利点を上回ると考えられる。例えば、ホ
ッキョクグマなど北極圏の動物には、その生息地が溶
けてしまうことで多大な悪影響がある。 
　大規模な海流とその駆動力についてはすでに深く
研究されてきたが、細かい部分ではまだ未解決の問題

が多くある。例えば、熱塩循環は、その駆動要因の相互
作用を含めて、まだ完全には説明されていない。様々な
数理モデルが異なる結論を導いている状況にある。す
べてのモデルは、同じ方程式、変数、入力パラメータを
使用しているが、数キロメートル以下のスケールで気候
の影響を正確に推定し、それを大規模なグローバルモ
デルの中で正しく適用することは困難なのである。
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　北極圏の海氷は、熱が水中から逃げるのを防ぐ断熱
層の役割を果たすため、大気と海洋の熱交換に大きな
影響を与える。海氷の面積がどれほど大きいかを考え
れば、地球の気候に影響を与えていることは明らかで
ある。北極海では、パックアイスと呼ばれる海氷が平均 
3メートルの厚さで存在している。南氷洋では、平均1メ
ートル程度である。海氷の総面積は、季節によって拡大
したり縮小したりする。年平均で海の約7％(約2,300 
万平方キロメートル)が氷で覆われており、これはオース
トラリアの面積の約3倍に相当する。 
　それに比べ、陸上の氷塊は比較的安定しており、陸
地の約10％(1,480万平方キロメートル)を永久に覆っ
ている。研究者は、地球上の氷に覆われた領域を「雪氷
圏」と呼んでいる。陸氷と海氷に加えて、大陸の氷床の
うち海に張り出している部分である棚氷も含まれてい
る。海氷の範囲、面積、厚さ、動きなどの変化は、海流な
どの動力学的な過程や、凍結・融解などの熱力学的な
過程によって引き起こされる。これらは、太陽放射や海
面の熱流束(熱フラックス)の影響を受ける。 
　気候変動の最も顕著で重要な特徴の一つは、極域
の海氷面積の変化である。年によっては、冬に北極海
の海氷がはるかに南に広がっていることがある。地球物
理学者は、海氷は極域に存在する不連続な薄い層であ
り、風や海流の影響を受け、厚さや範囲が変化すると考
えている。海氷は、大気と海洋という地球システムを構
成する2つの大きな要素の境界を形成し、その相互作
用に非常に大きな影響を与えている。海氷はアルベドと
呼ばれる強い反射能を持ち、入射する太陽光のかなり
の部分を反射する。この効果は、海氷が雪で覆われて
いるとさらに高まる。そのため、海氷は地球の放射バラ
ンスに影響を与え、気候システムにおいて重要な役割
を果たしている。 
　海氷が大気と海洋の間を遮断したときには、海氷が
気候に与える影響はさらに大きくなる。海氷は、大気と
海洋の間の熱と風のエネルギーの交換を大幅に抑制
する。そのため、海氷表面上の大気は、外洋上よりもは
るかに冷たくなる。このため、熱帯や亜熱帯と極域の気

温差が大きくなる。高温域では、空気が上昇する傾向
が強く気圧が大きく低下する一方、寒冷域では空気が
重くなり高気圧が発生する。 
　そのため、高気圧から低気圧に向けた気流が強く、
コリオリの力とあいまって、中緯度ではより強い偏西風
が吹いている。もちろん、海氷は海洋の対流プロセスに
も影響を与え、深層水や底層水の形成にも影響を与え
る。このように、海氷は大規模な海洋循環、特に熱塩循
環に重要な役割を果たしている。 
　地球温暖化が海氷の形成や関連するプロセスにど
のような影響を与えるかはまだわかっていない。海氷は
気温が高くなると溶けてしまうが、それが海流にどのよ
うな影響を与えるかを予測することは困難なのである。
いずれにしても、すべての気候モデルが、北極圏の温暖
化が加速し、微量ガスの濃度が上昇し続けることを予
測している。 
　さらに、観測結果からは、ここ数十年で北極海の海
氷が明らかに減少していることがわかっている。これに
は、アイス・アルベド・フィードバックと呼ばれる正のフィ
ードバックメカニズムが一部関係している。明るい表面
は非常に高いアルベドを持っている。地球温暖化によっ
て海氷が後退すると、アルベドが減少し、より多くの太
陽エネルギーが取り込まれるようになるため、さらに海
水温が上昇し、より多くの氷が溶けることになる。この
プロセスは、主に海氷の縁辺で起こる。まだらに残った
雪の間から顔を出した草むらが温かいように、氷に覆
われていない部分の海水は急速に暖められ、氷もそこ
でより早く融解する。海氷が後退すればするほど、比較
的暗い色の海面の面積が大きくなる。このようにして、
融解は増幅されていくのである。したがって、海氷の縮
小は、将来的に気候変動を増幅させる可能性がある。
皮肉なことに、これは人々が長い間望んでいたヨーロッ
パから北極を越えてアジアに至る北極海航路の開通を
もたらすことになる。近年、北極海の氷が急速に後退し
ているため、将来的にはロシア北岸の北極海を商業船
が通年航行できるようになるかもしれない。このルート
は、スエズ運河を通るよりも数千キロも短く、2009年

初秋、ブレーメンの海運会社が世界で初めて商船で航
行した。しかし、気候変動がもたらす悪影響は、航行可
能な北ルートの利点を上回ると考えられる。例えば、ホ
ッキョクグマなど北極圏の動物には、その生息地が溶
けてしまうことで多大な悪影響がある。 
　大規模な海流とその駆動力についてはすでに深く
研究されてきたが、細かい部分ではまだ未解決の問題

が多くある。例えば、熱塩循環は、その駆動要因の相互
作用を含めて、まだ完全には説明されていない。様々な
数理モデルが異なる結論を導いている状況にある。す
べてのモデルは、同じ方程式、変数、入力パラメータを
使用しているが、数キロメートル以下のスケールで気候
の影響を正確に推定し、それを大規模なグローバルモ
デルの中で正しく適用することは困難なのである。

1.13　原則として、氷山の氷は淡水、あるいは少量の塩分しか含まれていない。海水に比べて密度がやや低いため、ごく一部が水面上に出ていて、大部分
は水面下にある。
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1.13　 原則として、氷山の氷は淡水、あるいは少量の塩分しか含まれてい
ない。海水に比べて密度がやや低いため、ごく一部が水面上に出ていて、大
部分は水面下にある。

結論：今こそ行動すべき時だ

　気候変動は様々な形で海洋に影響を与えるが、それ
らは単に海流や熱収支の変化に留まるものではない。
大気中の二酸化炭素濃度が上昇すると、それに伴って
海洋中の濃度も上昇する。これは、炭酸濃度の上昇に
つながり、海水の酸性化を引き起こす。現時点では、海
洋動物への影響を予測することはできない。 
　同様に、熱塩循環やメキシコ湾流の弱まりが、海流に
よって運ばれているカニや魚の幼生などの生物群集に
どのような影響を与えるかについては、ほとんど分かっ
ていない。 
　2009年にコペンハーゲンで開催された気候変動に
係わる会議では、海面上昇に伴う危険性が改めて強
調された。現在、専門家の間では、人間による世界的
な温室効果ガスの排出量がここ数十年の間に急速に
増加し続けた場合、今世紀末までに海面が約1メート
ル上昇するという見解でほぼ一致している。これは、

モルディブのような島国にとっては致命的で、数十年
以内に浸水して人が住めなくなる可能性がある。研究
者が、気候変動の将来的な影響を完全には予測でき
ないからといって、それは何もしないことの正当な理由
にはならない。そこにある危機は現実のものである。 
　人類社会は、気候変動の実験を一刻も早く終わら
せるために全力を尽くす必要がある。気候システムは
人間の介入によりもたらされた変化にゆっくりと反応
するため、一部の変化はすでに不可逆的なものになっ
ている可能性が高い。このリスクは、気候変動に関わ
るガスの排出を大幅に削減するために前向きな行動
を起こす十分な動機となるはずである。気候変動対策
の実施は一刻を争っている。今、低炭素技術に投資が
集まれば気候変動の最も深刻な結末を回避できると
いう証拠はたくさんある。今こそ行動を起こすべき時
である。
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気候変化によって生じる
海の化学的変化



!!

大気中に放出された莫大な量の二酸化炭素は、海洋中の化学的および生物学的プロセスに影響を与え
る。例えば海水温の上昇は、海底の固体メタン鉱床の不安定化につながる。また、二酸化炭素含有が過
剰に含まれることにより、海水は酸性化が進む。海水中の二酸化炭素がどの程度人間社会に由来する
ものか、これまで多彩な科学的方法により解明が進められてきた。そして現在では、酸素に注目すること
で重要な手がかりを得ている。



第1節 海洋-二酸化炭素を貯留する最大の場所
海洋は人間の活動によって放出される温室効果ガスである二酸化炭素の大部分を吸収する能力が
ある。しかし、これは二酸化炭素の放出といった問題を放置してよいということではない。なぜなら、
海洋と大気の間での二酸化炭素の交換が平衡状態に達するのには何世紀もかかるため、気候変動
の影響を防ぐことができないからである。さらに、増加した二酸化炭素が海によって取り込まれた場
合、海洋生態系がどのような反応をするかはよくわかっていない。　

　炭素は生命の構成要素である。人間の体の構造も
炭素でできており、草や木などの植物バイオマスや動物
の体も主に炭素(C)でできている。陸上の植物や海中
の藻類は、大気や水に含まれる二酸化炭素(CO2)を吸
収し、この中に含まれる炭素を光合成によって糖やデン
プンなどのエネルギー源となる分子に変換する。炭素の
状態は、生物の代謝や自然界の化学的なプロセスの中
で常に変化していく。炭素は粒子や溶質として様々な
形で存在する無機物や有機物に蓄積される。これら
は、時にこれらの物質間で交換するとともに、CO2の形
で大気中ともやりとりをしている。海は、大気中や陸上
の生物(植物や動物)よりもはるかに多くの炭素を貯蔵
している。しかし、石灰岩(炭酸カルシウム、CaCO3)を含
む岩石圏には、さらに多くの炭素が貯蔵されている。 
　人為的な気候変化の中で最も重要な3つの炭素を
貯留する場所、すなわち大気、陸上の生物圏、ならびに
海洋では、常に炭素が交換している。このプロセスは数
百年単位で行われることもあり、これは一見すると非
常にゆっくりしているように見える。しかし、炭素が地殻
の岩石に何百万年間も結合したままであることと比較
すれば、大気、陸上の生物圏、また海洋の間で炭素を
交換する速度は相対的に速いとも言える。
　現在、科学者たちは、それぞれが貯留している炭素
量をかなり正確に見積もることができる。海洋に存在す
る炭素量は約38,000ギガトン1で、陸上の生物圏(地球
上のすべての植物とその下の土壌)の16倍、また産業
革命前の大気つまり人間が石炭や石油、ガスを大量に
燃やして大気中のCO2濃度を大幅に変化させ始める
前の大気の約60倍の量の炭素を含んでいる。当時の
大気中の炭素量は600ギガトン程度しかなかった。
　このように海洋は炭素を貯留する最大の場所であ
り、大気中のCO2含有量を実質的に決定している。とは
いえ、海洋の内部の混合過程は非常にゆっくりとしてい
るため(第１章参照)、炭素が深海に浸透するには数百

年を要する。そのため、海洋の吸収に影響を受ける大
気中の炭素量も、数百年単位の時間をかけて変化する
ことになる。これは地質学的には非常に速いといえる
が、人間社会のための気候変化緩和の観点からみると
遅い。
　気候変化に関して、地球上の炭素循環の中で温室
効果ガスであるCO2が最も注目されている。最終氷期
が終了してから19世紀初頭の産業革命が始まるまで
の約１万２千年間には、大気中のCO2濃度はわずかし
か変化していないことがわかっている。このようにCO2

濃度が比較的安定していることから、産業革命前の炭
素循環については、海洋と大気がほぼ平衡に達してい
たと考えられている。産業革命前の平衡状態では、海洋
は年間約0.6ギガトンの炭素を大気中に放出していた
と考えられている。これは、陸地の植物に含まれる炭素
が河川によって海に運ばれ、バクテリアによって分解さ
れた後にCO2として大気中に放出されたものと、石灰
岩などの大陸の岩石が風化してできた無機炭素の寄与
によるものである。このような炭素の輸送は、現在もほ
とんど変わらない速度で継続していると推定される。産
業革命以降は、二酸化炭素として大気中に放出される
炭素の量が年々増加している。 
　その原因は、化石燃料の燃焼(1990年代は年間約
6.4ギガトン、2006年以降は8ギガトン以上)に加えて、
例えば熱帯雨林における集中的な焼畑農業などの土
地利用の変化(年間1.6ギガトン)が挙げられる。19世
紀初頭から20世紀末にかけて、人類は約400ギガトン
の二酸化炭素を放出した。これにより、今日の炭素循
環には平衡状態からの深刻な乖離が生じている。炭素
の投入量の増加を相殺するため、産業革命前と比較し
て炭素を貯留する場所の間での炭素フラックスに差が
生じている。大気に加えて、海、そしておそらく陸上の植
物も、人為的な(人間の活動によって生成された)CO2

の一部を恒久的に吸収している。

様々なすがたの炭素

1　１Gt( ギガトン )＝１０億トン
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2.1　1990年代の炭素循環における、さまざまな炭素を貯留する場所のサイズ(単位：ギガトン炭素、Gt C)とそれらの間を移動する年間フラックス。産
業化以前の自然界のフラックスを黒で、人為的な変化を赤で示している。陸上生物圏における140 Gt C の損失は、土地利用の変化(主に熱帯雨林で
の焼畑農業）による累積的なCO2排出量を反映しており、化石燃料の燃焼によって排出された244 Gt C に加えられている。地球上の人為的CO2の吸
収源である101 Gt Cは、直接検証することはできないが、累積排出量(244＋140＝384 Gt C)と、大気中の増加量(165 Gt C)と海洋の吸収源
(100＋18＝118 Gt C)の合計の差から得られたものである。
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人為的CO2の吸収源としての海洋

　大気中から水中に移動したCO2は、すぐに水分子と
化学反応して炭酸を生成し、その炭酸から派生する炭
酸水素イオン(HCO3-)や炭酸イオン(CO32-)の濃度が
変化する。このように、海の中では二酸化炭素がすぐに
イオンに変化するため、海がCO2二酸化炭素を吸収で
きる量は淡水の10倍にもなる。このようなCO2の吸収
作用を科学者は「シンク」と呼んできた。海は人間が作り
出した大気中のCO2を吸収するが、この特殊な性質は
主に炭酸化に起因し、溶解している無機炭素の10%が
この炭酸化によるものである。海洋では、CO2、重炭酸
塩(炭酸水素イオンの塩)、炭酸塩の形で溶けている炭
素を無機炭素と呼んでいる。将来、大気と世界の海洋
の間の炭素交換が新たな平衡状態に達したとき、海洋
は主に炭酸塩との反応によって、大気からの人為的な
CO2の約80％を吸収していることになる。また、深海の
炭酸カルシウム堆積物による緩衝作用も重要である。
こうした年代の古い炭酸塩がCO2と反応し、一部が溶
解することによって、海水中のCO2濃度の増加が緩和

される。
　このようなプロセスのおかげで、最終的には人為的
に排出される二酸化炭素の約95％を海が吸収するこ
とになる。しかし、海水が混合する速度は遅いため、平
衡状態に達するには何世紀もかかると考えられる。また
CO2濃度の上昇に対する、炭酸塩堆積物との反応によ
る非常に緩やかな緩衝作用には数千年を要する。現在
の状況からすると、海洋と大気の間の著しい炭素の非
平衡状態は、今後数十年、数百年の間継続することに
なる。世界の海洋は、人間が大気中に放出する温室効
果ガスを急速に吸収することができないのである。海水
中での化学的な作用によるCO2の吸収能力は、世界の
海域ごとに海水が混合する速さに直接依存している。
現在の人類による現在のCO2の排出が、海洋で処理さ
れるよりもはるかに速いスピードで発生しているため、
海洋による実際のCO2の吸収は、化学的に考えられる
能力よりも大幅に劣ることになる。

2.2　アムステルダムにあるセメント工場は、化石燃料の燃焼に次いで、人為的な二酸化炭素の最も重要な世界的発生源のひとつである。このよう
な工業地帯では、CO2 排出量を削減できる可能性が大きい。
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鉄散布による海洋の富栄養化

　鉄分は植物にとって必須の栄養素であり、地球上で
２番目に豊富に存在する化学物質である。その多くは地
殻に含有されるものの、多くの地域では植物の成長に
必要となる鉄分が豊富に存在する。他方で多くの海域
において、単細胞藻類が成長するために必要な鉄分が
不足している。そうした地域には、熱帯東太平洋、北太平
洋の一部、南極海全域が含まれる。これらの地域では、
硝酸塩やリン酸塩などの一次栄養素(主要栄養素)は豊
富にある。ところが植物が微かに必要とする微量栄養素
の鉄分は不足している。これらの地域は科学者の間では

「HNLC(High Nutrient, Low Chlorophyll)海域」と
呼ばれ、藻類の成長が限定的である結果、(色素)葉緑
素が少ない。富栄養化の実験により、これらの海域で
は鉄分の散布によりこれらの植物の成長を促すことが
解明されている。植物は炭素を吸収するため、こうした
鉄散布により論理的には短期の間、大気中の二酸化
炭素(CO2)をバイオマスに変換することができる。
　鉄による富栄養化は自然に見られる現象である。例
えば、砂漠から海洋中に鉄分が含まれる砂が飛来する
こともあるし、氷山から溶けた水とともに鉄分が海洋中
に流入することも、鉄が海流と共に海底に沈殿すること
もある。最終氷河期における現在とは異なる風向きと
乾燥した大気は、南極海域に豊富な鉄分の流入をもた
らしたと考えられている。このことは少なくとも一定程
度は、最終氷河期における著しく低い大気中のCO2濃
度の要因である。産業化以降の経済活動により、大気
中のCO2濃度は２８０ppmから３９０ppmまで上昇して
きた。これに対して最新のシミュレーションによれば、大
規模な鉄散布によって大気中のCO2濃度を３０ppm程
度低下させることが可能と考えられている。
　海洋藻類は微量の鉄分(炭素と比較して１,０００分の

１から100万分の１程度)を吸収する。したがって、好条
件に恵まれれば、ごく少量の鉄散布によって植物による
大量のCO2吸収を達成することが可能である。この事
実に基づき、大規模な鉄散布により大気中のCO2を海
中に隔離するアイディアが生まれた。しかしながら、藻類
が死に海底で他の生物に捕食されたり、微生物により
分解されると、藻類に吸収されていたCO2は再び放出
されてしまう。このことから海洋中にCO2を隔離するこ
とを考察するにあたり、鉄分により成長した藻類が分解
されCO2が放出される時の海の深さについて解明され
る必要がある。通常、６０％から９０％の植物は大気と
接する表層水で解体されると言われる。これらの場合
は大気中に再放出されるため、CO2の海洋隔離のアイ
ディアには貢献しない。また仮に深海で解体されたとし
ても、海洋循環があるために数百年から数千年の間に
はCO2は大気に放出されてしまう。
　鉄による富栄養化のアイディアには、他の観点から
も批判がなされている。例えば、ある海域における鉄散
布が他の海域における栄養収支に与える影響も懸念
されている。つまり増加した藻類によって主要栄養素が
大量に吸収される結果、より下流域の海洋においてこ
れらの栄養素の不足が生じるということである。こうし
た地域では藻類の成長に悪影響が生じCO2吸収が低
下するため、鉄散布地域における藻類のCO2吸収をオ
フセットするというのである。こうした現象は熱帯太平
洋では危惧されているものの、南極海域では生じない
と言われている。同海域では表層水は短期間表層に
留まったのち、主要栄養素が減少する前に短時間で表
層より下に沈むからである。南極海ではこのように表
層より深く沈んだ海水がそこに何百年も留まることか
ら、鉄散布によるCO2隔離の実験には適して海域と言
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　鉄分は植物にとって必須の栄養素であり、地球上で
２番目に豊富に存在する化学物質である。その多くは地
殻に含有されるものの、多くの地域では植物の成長に
必要となる鉄分が豊富に存在する。他方で多くの海域
において、単細胞藻類が成長するために必要な鉄分が
不足している。そうした地域には、熱帯東太平洋、北太平
洋の一部、南極海全域が含まれる。これらの地域では、
硝酸塩やリン酸塩などの一次栄養素(主要栄養素)は豊
富にある。ところが植物が微かに必要とする微量栄養素
の鉄分は不足している。これらの地域は科学者の間では

「HNLC(High Nutrient, Low Chlorophyll)海域」と
呼ばれ、藻類の成長が限定的である結果、(色素)葉緑
素が少ない。富栄養化の実験により、これらの海域で
は鉄分の散布によりこれらの植物の成長を促すことが
解明されている。植物は炭素を吸収するため、こうした
鉄散布により論理的には短期の間、大気中の二酸化
炭素(CO2)をバイオマスに変換することができる。
　鉄による富栄養化は自然に見られる現象である。例
えば、砂漠から海洋中に鉄分が含まれる砂が飛来する
こともあるし、氷山から溶けた水とともに鉄分が海洋中
に流入することも、鉄が海流と共に海底に沈殿すること
もある。最終氷河期における現在とは異なる風向きと
乾燥した大気は、南極海域に豊富な鉄分の流入をもた
らしたと考えられている。このことは少なくとも一定程
度は、最終氷河期における著しく低い大気中のCO2濃
度の要因である。産業化以降の経済活動により、大気
中のCO2濃度は２８０ppmから３９０ppmまで上昇して
きた。これに対して最新のシミュレーションによれば、大
規模な鉄散布によって大気中のCO2濃度を３０ppm程
度低下させることが可能と考えられている。
　海洋藻類は微量の鉄分(炭素と比較して１,０００分の

１から100万分の１程度)を吸収する。したがって、好条
件に恵まれれば、ごく少量の鉄散布によって植物による
大量のCO2吸収を達成することが可能である。この事
実に基づき、大規模な鉄散布により大気中のCO2を海
中に隔離するアイディアが生まれた。しかしながら、藻類
が死に海底で他の生物に捕食されたり、微生物により
分解されると、藻類に吸収されていたCO2は再び放出
されてしまう。このことから海洋中にCO2を隔離するこ
とを考察するにあたり、鉄分により成長した藻類が分解
されCO2が放出される時の海の深さについて解明され
る必要がある。通常、６０％から９０％の植物は大気と
接する表層水で解体されると言われる。これらの場合
は大気中に再放出されるため、CO2の海洋隔離のアイ
ディアには貢献しない。また仮に深海で解体されたとし
ても、海洋循環があるために数百年から数千年の間に
はCO2は大気に放出されてしまう。
　鉄による富栄養化のアイディアには、他の観点から
も批判がなされている。例えば、ある海域における鉄散
布が他の海域における栄養収支に与える影響も懸念
されている。つまり増加した藻類によって主要栄養素が
大量に吸収される結果、より下流域の海洋においてこ
れらの栄養素の不足が生じるということである。こうし
た地域では藻類の成長に悪影響が生じCO2吸収が低
下するため、鉄散布地域における藻類のCO2吸収をオ
フセットするというのである。こうした現象は熱帯太平
洋では危惧されているものの、南極海域では生じない
と言われている。同海域では表層水は短期間表層に
留まったのち、主要栄養素が減少する前に短時間で表
層より下に沈むからである。南極海ではこのように表
層より深く沈んだ海水がそこに何百年も留まることか
ら、鉄散布によるCO2隔離の実験には適して海域と言

われている。
　それでもこうした実験については、その他の副作用
が危惧されている。例えば、増加した有機物の腐敗や
それに伴う深海でのCO2の放出により、局地的な海
域の酸性化も危惧されている。また、増加した藻類に
よる酸素吸収によって、その地域の魚類や他の動物
の必要酸素量が得られなくなる可能性もある。もちろ
んこの懸念は、相対的に酸素含有量が豊富である南
極海においては、取り急ぎ問題は顕在化しないと思わ

れる。他方で、長期的な影響や、その他より酸素含有
量の低い海域への影響については、捨象し得ない懸念
点であろう。鉄散布による富栄養化が、他の動植物に
持つ影響は、これまでは数週間の実験的なプロジェク
ト以外の場では十分に検証されてきたとは言えない。
CO2隔離の一つ方法として鉄散布を大規模に始める
前に、その副作用に関する観察と記録の方法に関する
手続きを定めるべきである。

2.3　鉄分は藻類にとって必須の栄養素であり、多くの海域において不足している。この結果藻類の成長が妨げられている。調査船"Polarstern"による
顕微鏡を用いた分析では、鉄散布の富栄養化により藻類の成長効果が認められた。すなわち、鉄散布から３週間後には細長く硬い殻を持った珪藻が
大量増殖した。
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　信頼性の高い将来の気候予測を行うためには、海洋
によって吸収されるCO2の量を正確に把握することが
非常に重要である。炭素循環は人為的な影響を受けて
いる。その影響に対する現在の海洋の役割を定量化す
る目的で、研究者たちはさまざまな独自の手法を開発し
てきた。これらは、現在の大気と海洋との間の炭素循環
の理解に大きく貢献してきた。その中でも、特に重要な
役割を果たしたのが以下の2つの方法である。 
　1つ目の方法(大気-海洋フラックス法)は、海面と大
気の間のCO2分圧の差を測定することに基づいたもの
である。分圧とは、混合気体(大気)の中で、CO2などの
特定の気体が全体の圧力に占める割合のことである。
つまり、分圧は大気の組成を定量的に表す一つの方法
である。ある気体の割合が高ければ、その分圧は高く
なる。大気と海洋の表層付近のように2つの物体が接
触している場合には、その間でガス交換が行われるこ
とがある。2つの媒体の間に分圧差がある場合、CO2の
正味の交換がおこる。つまり、ガスは分圧の高い方から
低い方へと流れることになる。この正味のガス交換は、

CO2分圧差の世界的な分布がわかれば計算できるこ
とになる。世界の海の大きさを考えると、これには膨
大な測定が必要となる。世界中の調査船を集めたとし
ても、この作業に十分なデータは集まらない。
　そこで、多くの商業的な船舶にCO2を自動的に測定
する機器を搭載し、航海中は測定データをコンピュー
ターに保存したり、衛星と通信できる場合には毎日デー
タを送信したりしてきた。この「篤志観測船」プロジェクト
(VOS)は、過去20年間に開発され、発展し、世界中で
何十隻もの船がそのプロジェクトに参加することとなっ
た。世界の海洋におけるCO2の交換は、空間的にも時
間的にも常に変化しているため、適切に記録すること
は基本的に非常に困難である。しかし、現在あるVOS
ネットワークのおかげで、重要な基礎となる最初の測定
値を得ることができた。30年以上にわたって集められ
たこのデータベースは、海洋の全表面における平均的
な年間ガス交換をある程度の信頼性を持って計算する
のに十分なものとなった。これは、年間平均CO2フラッ
クス密度(mol C/m2/year)として表される。そして、年

大気と海洋の間の炭素交換を測定する

間の海洋表面積1平方メートルあたりのCO2の正味の
フラックスとして与えられる。これを積分することにより、
世界の海洋の年間CO2吸収量を算出することが可能
となる。 
　現在の推定は、収集され計算された約300万個の
CO2の正味のフラックスの測定データに基づいて行わ
れた。データは1970年から2007年の間に記録された
もので、過去10年間の値のほとんどはVOSプログラム
によって得られたものである。幸いなことに、北大西洋
の亜極域や太平洋の亜極域など、世界の気候にとって
重要な地域は十分にカバーされている。一方、その他の
海域では、まだ限られた数の測定値しか得られていな
い。このようにサンプル数の少ない海域では、現在のと
ころ、正確な計算を行うにはデータベースが不十分であ
る。とはいえ、これらのすべてのデータを使って、海洋の
CO2吸収量をかなり定量化することに成功した。基準
年である2000年には、シンクの総量は1.4ギガトンで
あった。 
　この値は、自然現象としての海洋から大気への炭素
の輸送と、大気から海洋への人為的な炭素の輸送の正
味のバランスを表している。現在でも産業革命前と同様
に年間0.6ギガトンの炭素が、自然現象として海から流
出している。他方、毎年約2.0ギガトンの人間社会に由
来する炭素が海に流入しており、全体の収支として年間
1.4ギガトンの炭素が海洋に吸収されていると計算され
た。利用可能なデータが少ないため、この方法の対象
は気候学的なCO2フラックス、つまり全観測期間の長
期平均値に限定されてきた。しかし、最近になって、デー
タが豊富な地域については、CO2吸収源の経年変化を
調べることができる段階に入ってきた。北大西洋は、そ
の最初の実例である。驚くべきことに、このデータは大
きな年変動があることを示している。これは、北大西洋
振動(NAO)のような自然の気候サイクルによるもの
で、このサイクルは自然の炭素サイクルに大きな影響を
与えていると考えられる。このような海洋の自然変動を
理解することは、CO2シンクの発展や変化を確実に予
測するために必須である。
　2つ目の方法は、かなり精巧な地球化学的または統
計的な手順を適用して、海洋中のCO2のうちどれだけ
が自然由来でどれだけが人為的なものかを計算しよう
とするものである。しかし、この2つは化学的には基本
的に同じであり、明確に区別することはできない。現在

では、この難しい識別を可能にするいくつかの方法が
あり、一般的に非常に整合的な結果が得られている。た
だし、これらの方法は、特定の方法に関連する仮定や
近似に応じて細部が異なる。海洋中の人為的なCO2を
推定するにあたり、最も重要な基礎データは、1990年
から1998年にかけて大規模な国際研究プロジェクト
によって得られた、全球的な水路測量に基づいた
GLODAPデータセット(Global Ocean Data Analysis 
Project)である。このデータセットには、１)炭素やその
他の関連したパラメータに関する、品質の保証された
データが含まれている。２)また、これは30万以上の水
試料の化学分析に基づいている。３)さらに、約100の
調査航海隊と約1万の海洋水路観測所により収集され
たデータが含まれている。 
　これらのデータはすべて精巧な過程を経て修正さ
れ、データの品質管理が施されているため、多くの研究
所からのデータであっても一貫性があり、比較すること
が可能となっている。現在でもGLODAPデータセット
は、海洋の炭素循環を最も正確かつ包括的に表してい
ると考えられている。このデータセットに基づいて、人為
的に発生した二酸化炭素が大気中から海洋のシンクに
よってどれだけ吸収されたか、初めて信頼性の高い推
定値が得られた。産業革命の開始から1994年までの
間に、人為的要因により発生した二酸化炭素が海洋に
吸収された量は118±19ギガトンであった。調査の結
果、海洋表面で取り込まれた人為的なCO2は、主に2
つの海域で大気から海洋内部に流入することが示され
た。その１つは亜極の北大西洋で、CO2は深層水の形
成とともに海の深いところまで沈んでいく。もう１つは、
南緯30度から50度付近の帯状の海域で、ここではあ
る程度の深さまで表層水が沈み込んでいる。GLODAP
データセットから得られたCO2流入量によると、新たな
平衡状態への長期的な移行が進行していることが認め
られた。人為的な二酸化炭素は、海面から継続的に海
洋に溶け込んでくるが、それは決して海洋全体で同じよ
うに浸透しているわけではない。GLODAPのデータに
よると、世界の海はこれまで、1800年から1995年の間
に人間が大気中に放出した二酸化炭素の約40％しか
吸収していない。そのため、世界の海洋によるCO2の吸
収は、その最大容量である80％以上の吸収には程遠
い状態である。

2.4　世界の海は、その表面のいたるところで人為的なCO2を取り込んでいる。しかし、内海への輸送は、主に北大西洋と南緯30度から
50度の間の地帯で行われる。数値は、産業革命初期から1994年までの総吸収量を示す。
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　信頼性の高い将来の気候予測を行うためには、海洋
によって吸収されるCO2の量を正確に把握することが
非常に重要である。炭素循環は人為的な影響を受けて
いる。その影響に対する現在の海洋の役割を定量化す
る目的で、研究者たちはさまざまな独自の手法を開発し
てきた。これらは、現在の大気と海洋との間の炭素循環
の理解に大きく貢献してきた。その中でも、特に重要な
役割を果たしたのが以下の2つの方法である。 
　1つ目の方法(大気-海洋フラックス法)は、海面と大
気の間のCO2分圧の差を測定することに基づいたもの
である。分圧とは、混合気体(大気)の中で、CO2などの
特定の気体が全体の圧力に占める割合のことである。
つまり、分圧は大気の組成を定量的に表す一つの方法
である。ある気体の割合が高ければ、その分圧は高く
なる。大気と海洋の表層付近のように2つの物体が接
触している場合には、その間でガス交換が行われるこ
とがある。2つの媒体の間に分圧差がある場合、CO2の
正味の交換がおこる。つまり、ガスは分圧の高い方から
低い方へと流れることになる。この正味のガス交換は、

CO2分圧差の世界的な分布がわかれば計算できるこ
とになる。世界の海の大きさを考えると、これには膨
大な測定が必要となる。世界中の調査船を集めたとし
ても、この作業に十分なデータは集まらない。
　そこで、多くの商業的な船舶にCO2を自動的に測定
する機器を搭載し、航海中は測定データをコンピュー
ターに保存したり、衛星と通信できる場合には毎日デー
タを送信したりしてきた。この「篤志観測船」プロジェクト
(VOS)は、過去20年間に開発され、発展し、世界中で
何十隻もの船がそのプロジェクトに参加することとなっ
た。世界の海洋におけるCO2の交換は、空間的にも時
間的にも常に変化しているため、適切に記録すること
は基本的に非常に困難である。しかし、現在あるVOS
ネットワークのおかげで、重要な基礎となる最初の測定
値を得ることができた。30年以上にわたって集められ
たこのデータベースは、海洋の全表面における平均的
な年間ガス交換をある程度の信頼性を持って計算する
のに十分なものとなった。これは、年間平均CO2フラッ
クス密度(mol C/m2/year)として表される。そして、年

間の海洋表面積1平方メートルあたりのCO2の正味の
フラックスとして与えられる。これを積分することにより、
世界の海洋の年間CO2吸収量を算出することが可能
となる。 
　現在の推定は、収集され計算された約300万個の
CO2の正味のフラックスの測定データに基づいて行わ
れた。データは1970年から2007年の間に記録された
もので、過去10年間の値のほとんどはVOSプログラム
によって得られたものである。幸いなことに、北大西洋
の亜極域や太平洋の亜極域など、世界の気候にとって
重要な地域は十分にカバーされている。一方、その他の
海域では、まだ限られた数の測定値しか得られていな
い。このようにサンプル数の少ない海域では、現在のと
ころ、正確な計算を行うにはデータベースが不十分であ
る。とはいえ、これらのすべてのデータを使って、海洋の
CO2吸収量をかなり定量化することに成功した。基準
年である2000年には、シンクの総量は1.4ギガトンで
あった。 
　この値は、自然現象としての海洋から大気への炭素
の輸送と、大気から海洋への人為的な炭素の輸送の正
味のバランスを表している。現在でも産業革命前と同様
に年間0.6ギガトンの炭素が、自然現象として海から流
出している。他方、毎年約2.0ギガトンの人間社会に由
来する炭素が海に流入しており、全体の収支として年間
1.4ギガトンの炭素が海洋に吸収されていると計算され
た。利用可能なデータが少ないため、この方法の対象
は気候学的なCO2フラックス、つまり全観測期間の長
期平均値に限定されてきた。しかし、最近になって、デー
タが豊富な地域については、CO2吸収源の経年変化を
調べることができる段階に入ってきた。北大西洋は、そ
の最初の実例である。驚くべきことに、このデータは大
きな年変動があることを示している。これは、北大西洋
振動(NAO)のような自然の気候サイクルによるもの
で、このサイクルは自然の炭素サイクルに大きな影響を
与えていると考えられる。このような海洋の自然変動を
理解することは、CO2シンクの発展や変化を確実に予
測するために必須である。
　2つ目の方法は、かなり精巧な地球化学的または統
計的な手順を適用して、海洋中のCO2のうちどれだけ
が自然由来でどれだけが人為的なものかを計算しよう
とするものである。しかし、この2つは化学的には基本
的に同じであり、明確に区別することはできない。現在

では、この難しい識別を可能にするいくつかの方法が
あり、一般的に非常に整合的な結果が得られている。た
だし、これらの方法は、特定の方法に関連する仮定や
近似に応じて細部が異なる。海洋中の人為的なCO2を
推定するにあたり、最も重要な基礎データは、1990年
から1998年にかけて大規模な国際研究プロジェクト
によって得られた、全球的な水路測量に基づいた
GLODAPデータセット(Global Ocean Data Analysis 
Project)である。このデータセットには、１)炭素やその
他の関連したパラメータに関する、品質の保証された
データが含まれている。２)また、これは30万以上の水
試料の化学分析に基づいている。３)さらに、約100の
調査航海隊と約1万の海洋水路観測所により収集され
たデータが含まれている。 
　これらのデータはすべて精巧な過程を経て修正さ
れ、データの品質管理が施されているため、多くの研究
所からのデータであっても一貫性があり、比較すること
が可能となっている。現在でもGLODAPデータセット
は、海洋の炭素循環を最も正確かつ包括的に表してい
ると考えられている。このデータセットに基づいて、人為
的に発生した二酸化炭素が大気中から海洋のシンクに
よってどれだけ吸収されたか、初めて信頼性の高い推
定値が得られた。産業革命の開始から1994年までの
間に、人為的要因により発生した二酸化炭素が海洋に
吸収された量は118±19ギガトンであった。調査の結
果、海洋表面で取り込まれた人為的なCO2は、主に2
つの海域で大気から海洋内部に流入することが示され
た。その１つは亜極の北大西洋で、CO2は深層水の形
成とともに海の深いところまで沈んでいく。もう１つは、
南緯30度から50度付近の帯状の海域で、ここではあ
る程度の深さまで表層水が沈み込んでいる。GLODAP
データセットから得られたCO2流入量によると、新たな
平衡状態への長期的な移行が進行していることが認め
られた。人為的な二酸化炭素は、海面から継続的に海
洋に溶け込んでくるが、それは決して海洋全体で同じよ
うに浸透しているわけではない。GLODAPのデータに
よると、世界の海はこれまで、1800年から1995年の間
に人間が大気中に放出した二酸化炭素の約40％しか
吸収していない。そのため、世界の海洋によるCO2の吸
収は、その最大容量である80％以上の吸収には程遠
い状態である。
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　自然状態の炭素循環では、毎年何十億トンもの炭素
が輸送されている。物理的な側面では、炭素は海流によ
って空間的に運ばれる。化学的には、無機化合物から
有機化合物へ、あるいはその逆など、ある状態から別
の状態へと変化する。この継続的な輸送と変換の基盤
は、生物学的、化学的、物理的な多数のプロセスがかか
わっており、海洋中の炭素循環である「炭素ポンプ」とし
ても知られている。これらのプロセスは、少なくとも気候
要因に強く影響される。例えば、生物の代謝は気温の
上昇によって促進される。しかし、この温度効果は、バイ
オマス生産者(主に単細胞藻類)にとっては、バイオマス
消費者(主にバクテリア)よりも小さいと推定され、地域
によっては局所的な有機炭素のバランスの変化を引き
起こす可能性がある。多くの気候的な作用はまだ十分
に理解されていないため、気候変化に対して炭素循環
と炭素ポンプがどのように反応するかを予測することは
現状では困難である。世界の海洋で検知される最初の
気候変化の傾向は、水温と塩分の変化である。また、海
水中の酸素濃度が全般的に低下していることが確認さ
れているが、これは海流の変化や気温の上昇など、生
物学的・物理学的な原因によるものと考えられている。
また、海中のバイオマスの生産と分解の変化がここに
関与している可能性もある。 

　炭素循環の変化は、別のかたちでも顕在化している。
海中の二酸化炭素の蓄積量が増えると、海の酸性化、
つまり化学的に言えばpH値2の低下が起こる。これは、
海洋生物や生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。
特に炭酸ガスを分泌する生物は、酸性化した環境では
炭酸ガスの生成に不利になるため、その影響を受けや
すいと言われている。実験室における実験では、酸性化
がサンゴなどの生物の成長に悪影響を及ぼすことがわ
かっている。海洋酸性化については、現在、世界中で大
規模な研究プログラムが進行している。そのため、気候
と酸性化の間のフィードバック効果に関する決定的な
結果はまだ得られていない。これは、海洋温暖化の影響
についても同様である。重要なフィードバック効果を示
唆する多くの知見はあるものの不確実で、定量的な結
論を出すには確かな知見が少なすぎる。地球温暖化が
海洋における自然の炭素循環にどのような影響を与え
るかについては、焦点を絞った科学的研究を行う必要
があるだろう。一方で、現時点で明らかな結論が得られ
ていないからといって、これが地球の将来の気候とは無
関係で、取るに足らないものだと考えるのも早計であろ
う。それどころか、私たちの限られた知識では、その関
係性を知ることで、海洋をより熱心に研究したり、新し
い観測方法を開発したりすることができるはずである。

気候変化が海洋における炭素循環に与える影響

2.5　大気中のCO2濃度の上昇が海洋に与える影響を調べるため、国際研究チームはスピッツベルゲン島沖の浮体式タンクで海水をCO2で濃縮し、
生物への影響を調査した。

2 pH値とは、溶液中の酸と塩基の強さを示す指標で、液体がどれだけ酸性か塩基性かを示すものである。pHスケールは、0(非常に酸性)から14(非常
に塩基性)までの範囲である。酸が強ければ強いほど、水素イオン(H+)を失いやすくなり、これがpH値を決定する。実際には、プロトン濃度が高い
ほど酸性度が高くなり、pH値は低くなる。
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第2節 海洋酸性化の影響
気候変動は、大気や水の温暖化だけでなく、海洋の酸性化にもつながる。このことが海洋生物や
生物群集に最終的にどのような影響を与えるかは、研究されている種が少ないため、まだ明らかに
なっていない。海洋酸性化の潜在的な影響を理解するためには、多種多様な生物や群集を対象と
した広範な長期研究が必要である。

　二酸化炭素は、気候を決定する重要な要因の１つで
あり、温室効果ガスとして地球の大気や海の温暖化に
大きく貢献している。地球の気候は、地球の歴史の中で
何度も大きく変化してきた。これらの変化は、氷河期か
ら間氷期(長い氷河期の間の温暖な時期)への移行期
など、大気中のCO2濃度の自然な変動に関連している
部分がある。一方、産業化が始まって以来、大気中の
CO2濃度が30％以上も急激に増加しているのは、人為
的に引き起こされたものである。 
　最大のCO2発生源は、天然ガス、石油、石炭などの化
石燃料の燃焼と、森林の伐採、湿地の排水、農業地域
の拡大などの土地利用の変化である。産業化以前には
280ppm程度であった大気中のCO2濃度は、現在では
390ppm近くにまで達している3。さらに今世紀末には、
この濃度が現在の2倍に達すると気候研究者は予測し

ている。このCO2濃度の増加は、地球の温暖化を促進
するばかりでなく、世界の海の酸性化を引き起こすこと
が最近注目されている。 
　大気と海洋の間では、常にガスの交換が行われてい
る。大気中の二酸化炭素濃度が上昇すれば、それに
伴って海洋の表層付近の濃度も上昇する。溶け込んだ
二酸化炭素は、水と反応して炭酸となる。この反応によ
り水素イオンが放出され、海水の酸性化が進むことに
なる。その結果、pH値が低下する。海水のpH値は、大
気中の二酸化炭素の増加に伴い、すでに平均0.1ほど
低下していることが実証されている。今後の二酸化炭
素排出量がこのままに推移すると、今世紀末までに海
水のpHが0.3～0.4低下する可能性があるという。これ
は一見ごくわずかなようにみえるが、水素イオン濃度が
100～150％増加することに相当する。

気候変動が海を酸性化する仕組み

3 ppm (parts per million)とは100万分の１を表す単位。1ppm=0.0001%、すなわち390ppm=0.039%
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　現在観測されている海洋中のCO2濃度の増加は、そ
のレベルと速度の点で、過去2千万年の進化の歴史の
中で、他に類を見ないものである。そのため、海洋生物
が長期間にわたってこのようなCO2の変化に適応でき
るかどうかには大きな不確実性が伴う。海水中のpH値
の低下は、炭酸塩鉱物の形成に悪影響を及ぼす。これ
は、ムール貝、珊瑚、ウニなどの炭酸塩骨格を持つ多く
の無脊椎海洋動物にとって致命的になりかねない。 
　海水へのCO2の溶解と同様のプロセスが、上に挙げ
たような生物の有機組織内でも起こる。CO2は気体と
して、細胞膜を通って血液中に拡散し、一部の動物では
血液に類似したリンパにも拡散する。生物はこのような
酸と塩基の平衡の乱れを補う必要があるが、動物に
よってはこの補完能力が異なる。この能力はpHとイオ
ンを調節する様々なメカニズムの効率が遺伝的に決定
されているかどうかにかかっており、結局のところ、その
効率は動物の種と生活に依存している。生体がpHを調
節しようとどれほど努力しても、海水中の酸塩基平衡
が乱れている限り、組織や体液の中でその平衡状態を
保つためにpHを永久的に調節する必要がある。その
結果、海洋酸性化は成長率や生殖能力に悪影響を及
ぼし、最悪の場合、生息地での種の存続を脅かすこと
にもなりかねない。 
　体液のpH値は、生体内の生化学反応に影響を与え
る。そのため、すべての生物はpHの変動を許容範囲内
に保つようなしくみが備わっている。CO2によって増加
した酸性度を補うために、生物は2つの方法をとるのが
一般的である。それは、過剰な水素イオンの排出の促
進か、重炭酸イオンなどの水素イオンと結合する緩衝物
質の取り込みである。多くの海洋生物は、体腔や血管、
エラや腸などに特殊な上皮を張り巡らせて、イオンを調
節している。 
　酸塩基平衡を調節するためのイオンを輸送するしく
みは、すべての海洋動物グループで同じように有効で
あるわけではない。pH値を安定させる重炭酸イオンを
大量に蓄積することができる海洋生物は、CO2への耐
性が高いと考えられる。また、これらの生物は通常、水
素イオンを非常に効果的に排泄することができる。魚

類、ある種の甲殻類、頭足類(イカなど)のような移動可
能で活動的な生物は、CO2への耐性が強いと言える。
これらの動物の代謝率は大きく変動し、運動時(狩りや
逃避行動)には非常に高いレベルに達する。このような
活動的な動物グループの酸素消費率(代謝率の指標)
は、ウニやヒトデ、ムール貝などとは桁違いのレベルに
達する。また、筋肉が過剰に活動すると大量のCO2やプ
ロトンが蓄積されるため、活動的な動物はプロトンの排
泄や酸塩基の調節を効率的に行うシステムを持ってい
ることが多い。そのため、水中での酸性化による酸塩基
平衡の乱れをうまく補うことができる。 
　過剰な水素イオンによる酸性化を補うためには、体
液中に大量の重炭酸塩を蓄積することが重要である。
しかし、ムール貝、ヒトデ、ウニなど長距離を移動する能
力に乏しい底生無脊椎動物(脊椎を持たず、海底に生
息する動物)は、重炭酸塩を蓄積することが難しい。長
期的な実験によると、これらの種の中には、酸性条件
下で成長が遅くなると報告されているものがある。成長
率が低下する理由の1つとして、無脊椎動物による自然
の生存メカニズムが考えられる。干潮時に干上がってし
まうなどの高ストレス状況下では、これらの生物の代謝
率は低下する。通常の環境下では、これは非常に有効
な生存戦略であり、短期的なストレス状況下での生存
を保証するものである。
　しかし、長期的にCO2ストレスにさらされると、この防
御機構が無脊椎動物にとっては不利に働く場合があ
る。海水中の二酸化炭素濃度が長期的に上昇すると、
消費エネルギーを減らすため代謝を抑制することに通
じる。これにより必然的に成長が制限され、生体の活動
レベルが低下し、これらの生物は生態系内での競争力
が低下する。 
 しかし、CO2ストレスや酸性化に対する各々の種の反
応の敏感さについては、「酸塩基の調節が上手い＝
CO2耐性が高い」という単純な公式だけでは定義でき
ない。そうではないことを示唆する科学的な研究があ
る。例えば、主に堆積物中に生息する棘皮動物である
クモヒトデの一種がもつ、切断された腕を再生する能力
を調べた研究がある。驚くべきことに、酸性度の高い海

海洋生物の代謝に及ぼすpHの影響

水に生息する動物は、より長い腕を再生しただけでな
く、石灰質の骨格に炭酸カルシウムが多く蓄えられてい
た。しかし、その代償として、筋肉の成長が抑えられた。
ゆえに、この種は海洋酸性化によって一見すると良い
対応をしているように見えるものの、実は悪影響を受け
ているのである。なぜなら、腕が完全に機能していなけ
れば、効率的に餌を食べることもできず、また酸素を含
む海水を堆積物の中の巣穴に供給することができない
からである。 
　魚にも障害が起こることが報告されている。多くの成
体動物は比較的CO2に強い。しかし、幼年の段階では、
明らかにCO2ストレスに敏感に反応する。カクレクマノ
ミの幼魚では、pHの低い海水において、嗅覚に強い障

害が認められた。カクレクマノミの幼魚は、通常、特定
の匂いの信号で方向を定め、幼魚期に水の中を自由
に泳いだのち、サンゴ礁の中に最終的な生息地を見つ
ける。実験では、pH値を約0.3下げた海水で育てた魚
の幼生は、サンゴ礁で共生するイソギンチャクの刺激的
な匂いに対する反応が著しく低下した。CO2による行
動変化がライフサイクルの重要な段階で起こると、当然
ながら種の繁殖に強い影響を与えることになる。 
　他の海洋生物がこのような海洋酸性化の影響をど
の程度受けているかは、まだわかっていない。しかし、
様々な生物の胚や幼生を対象とした研究では、一般的
に生物の発生初期段階は成体よりもCO2ストレスに敏
感に反応することが示されている。
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　現在観測されている海洋中のCO2濃度の増加は、そ
のレベルと速度の点で、過去2千万年の進化の歴史の
中で、他に類を見ないものである。そのため、海洋生物
が長期間にわたってこのようなCO2の変化に適応でき
るかどうかには大きな不確実性が伴う。海水中のpH値
の低下は、炭酸塩鉱物の形成に悪影響を及ぼす。これ
は、ムール貝、珊瑚、ウニなどの炭酸塩骨格を持つ多く
の無脊椎海洋動物にとって致命的になりかねない。 
　海水へのCO2の溶解と同様のプロセスが、上に挙げ
たような生物の有機組織内でも起こる。CO2は気体と
して、細胞膜を通って血液中に拡散し、一部の動物では
血液に類似したリンパにも拡散する。生物はこのような
酸と塩基の平衡の乱れを補う必要があるが、動物に
よってはこの補完能力が異なる。この能力はpHとイオ
ンを調節する様々なメカニズムの効率が遺伝的に決定
されているかどうかにかかっており、結局のところ、その
効率は動物の種と生活に依存している。生体がpHを調
節しようとどれほど努力しても、海水中の酸塩基平衡
が乱れている限り、組織や体液の中でその平衡状態を
保つためにpHを永久的に調節する必要がある。その
結果、海洋酸性化は成長率や生殖能力に悪影響を及
ぼし、最悪の場合、生息地での種の存続を脅かすこと
にもなりかねない。 
　体液のpH値は、生体内の生化学反応に影響を与え
る。そのため、すべての生物はpHの変動を許容範囲内
に保つようなしくみが備わっている。CO2によって増加
した酸性度を補うために、生物は2つの方法をとるのが
一般的である。それは、過剰な水素イオンの排出の促
進か、重炭酸イオンなどの水素イオンと結合する緩衝物
質の取り込みである。多くの海洋生物は、体腔や血管、
エラや腸などに特殊な上皮を張り巡らせて、イオンを調
節している。 
　酸塩基平衡を調節するためのイオンを輸送するしく
みは、すべての海洋動物グループで同じように有効で
あるわけではない。pH値を安定させる重炭酸イオンを
大量に蓄積することができる海洋生物は、CO2への耐
性が高いと考えられる。また、これらの生物は通常、水
素イオンを非常に効果的に排泄することができる。魚

類、ある種の甲殻類、頭足類(イカなど)のような移動可
能で活動的な生物は、CO2への耐性が強いと言える。
これらの動物の代謝率は大きく変動し、運動時(狩りや
逃避行動)には非常に高いレベルに達する。このような
活動的な動物グループの酸素消費率(代謝率の指標)
は、ウニやヒトデ、ムール貝などとは桁違いのレベルに
達する。また、筋肉が過剰に活動すると大量のCO2やプ
ロトンが蓄積されるため、活動的な動物はプロトンの排
泄や酸塩基の調節を効率的に行うシステムを持ってい
ることが多い。そのため、水中での酸性化による酸塩基
平衡の乱れをうまく補うことができる。 
　過剰な水素イオンによる酸性化を補うためには、体
液中に大量の重炭酸塩を蓄積することが重要である。
しかし、ムール貝、ヒトデ、ウニなど長距離を移動する能
力に乏しい底生無脊椎動物(脊椎を持たず、海底に生
息する動物)は、重炭酸塩を蓄積することが難しい。長
期的な実験によると、これらの種の中には、酸性条件
下で成長が遅くなると報告されているものがある。成長
率が低下する理由の1つとして、無脊椎動物による自然
の生存メカニズムが考えられる。干潮時に干上がってし
まうなどの高ストレス状況下では、これらの生物の代謝
率は低下する。通常の環境下では、これは非常に有効
な生存戦略であり、短期的なストレス状況下での生存
を保証するものである。
　しかし、長期的にCO2ストレスにさらされると、この防
御機構が無脊椎動物にとっては不利に働く場合があ
る。海水中の二酸化炭素濃度が長期的に上昇すると、
消費エネルギーを減らすため代謝を抑制することに通
じる。これにより必然的に成長が制限され、生体の活動
レベルが低下し、これらの生物は生態系内での競争力
が低下する。 
 しかし、CO2ストレスや酸性化に対する各々の種の反
応の敏感さについては、「酸塩基の調節が上手い＝
CO2耐性が高い」という単純な公式だけでは定義でき
ない。そうではないことを示唆する科学的な研究があ
る。例えば、主に堆積物中に生息する棘皮動物である
クモヒトデの一種がもつ、切断された腕を再生する能力
を調べた研究がある。驚くべきことに、酸性度の高い海

水に生息する動物は、より長い腕を再生しただけでな
く、石灰質の骨格に炭酸カルシウムが多く蓄えられてい
た。しかし、その代償として、筋肉の成長が抑えられた。
ゆえに、この種は海洋酸性化によって一見すると良い
対応をしているように見えるものの、実は悪影響を受け
ているのである。なぜなら、腕が完全に機能していなけ
れば、効率的に餌を食べることもできず、また酸素を含
む海水を堆積物の中の巣穴に供給することができない
からである。 
　魚にも障害が起こることが報告されている。多くの成
体動物は比較的CO2に強い。しかし、幼年の段階では、
明らかにCO2ストレスに敏感に反応する。カクレクマノ
ミの幼魚では、pHの低い海水において、嗅覚に強い障

害が認められた。カクレクマノミの幼魚は、通常、特定
の匂いの信号で方向を定め、幼魚期に水の中を自由
に泳いだのち、サンゴ礁の中に最終的な生息地を見つ
ける。実験では、pH値を約0.3下げた海水で育てた魚
の幼生は、サンゴ礁で共生するイソギンチャクの刺激的
な匂いに対する反応が著しく低下した。CO2による行
動変化がライフサイクルの重要な段階で起こると、当然
ながら種の繁殖に強い影響を与えることになる。 
　他の海洋生物がこのような海洋酸性化の影響をど
の程度受けているかは、まだわかっていない。しかし、
様々な生物の胚や幼生を対象とした研究では、一般的
に生物の発生初期段階は成体よりもCO2ストレスに敏
感に反応することが示されている。

2.6　氷床コアを調べることで、氷の中にどのような生物が生息してい
るかを知ることができる。また、南極のアイスコアに含まれる気泡は、
かつての大気中の微量ガスの存在や、過去の気候を知る手がかりとな
る。氷床コアは、強力な道具を使って掘削される。より詳細な研究のた
めには、実験室で分析される。氷の結晶を特殊な偏光板で観察すると、
結晶の構造がキラキラとした色に見える。
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　現在観測されている海洋中のCO2濃度の増加は、そ
のレベルと速度の点で、過去2千万年の進化の歴史の
中で、他に類を見ないものである。そのため、海洋生物
が長期間にわたってこのようなCO2の変化に適応でき
るかどうかには大きな不確実性が伴う。海水中のpH値
の低下は、炭酸塩鉱物の形成に悪影響を及ぼす。これ
は、ムール貝、珊瑚、ウニなどの炭酸塩骨格を持つ多く
の無脊椎海洋動物にとって致命的になりかねない。 
　海水へのCO2の溶解と同様のプロセスが、上に挙げ
たような生物の有機組織内でも起こる。CO2は気体と
して、細胞膜を通って血液中に拡散し、一部の動物では
血液に類似したリンパにも拡散する。生物はこのような
酸と塩基の平衡の乱れを補う必要があるが、動物に
よってはこの補完能力が異なる。この能力はpHとイオ
ンを調節する様々なメカニズムの効率が遺伝的に決定
されているかどうかにかかっており、結局のところ、その
効率は動物の種と生活に依存している。生体がpHを調
節しようとどれほど努力しても、海水中の酸塩基平衡
が乱れている限り、組織や体液の中でその平衡状態を
保つためにpHを永久的に調節する必要がある。その
結果、海洋酸性化は成長率や生殖能力に悪影響を及
ぼし、最悪の場合、生息地での種の存続を脅かすこと
にもなりかねない。 
　体液のpH値は、生体内の生化学反応に影響を与え
る。そのため、すべての生物はpHの変動を許容範囲内
に保つようなしくみが備わっている。CO2によって増加
した酸性度を補うために、生物は2つの方法をとるのが
一般的である。それは、過剰な水素イオンの排出の促
進か、重炭酸イオンなどの水素イオンと結合する緩衝物
質の取り込みである。多くの海洋生物は、体腔や血管、
エラや腸などに特殊な上皮を張り巡らせて、イオンを調
節している。 
　酸塩基平衡を調節するためのイオンを輸送するしく
みは、すべての海洋動物グループで同じように有効で
あるわけではない。pH値を安定させる重炭酸イオンを
大量に蓄積することができる海洋生物は、CO2への耐
性が高いと考えられる。また、これらの生物は通常、水
素イオンを非常に効果的に排泄することができる。魚

類、ある種の甲殻類、頭足類(イカなど)のような移動可
能で活動的な生物は、CO2への耐性が強いと言える。
これらの動物の代謝率は大きく変動し、運動時(狩りや
逃避行動)には非常に高いレベルに達する。このような
活動的な動物グループの酸素消費率(代謝率の指標)
は、ウニやヒトデ、ムール貝などとは桁違いのレベルに
達する。また、筋肉が過剰に活動すると大量のCO2やプ
ロトンが蓄積されるため、活動的な動物はプロトンの排
泄や酸塩基の調節を効率的に行うシステムを持ってい
ることが多い。そのため、水中での酸性化による酸塩基
平衡の乱れをうまく補うことができる。 
　過剰な水素イオンによる酸性化を補うためには、体
液中に大量の重炭酸塩を蓄積することが重要である。
しかし、ムール貝、ヒトデ、ウニなど長距離を移動する能
力に乏しい底生無脊椎動物(脊椎を持たず、海底に生
息する動物)は、重炭酸塩を蓄積することが難しい。長
期的な実験によると、これらの種の中には、酸性条件
下で成長が遅くなると報告されているものがある。成長
率が低下する理由の1つとして、無脊椎動物による自然
の生存メカニズムが考えられる。干潮時に干上がってし
まうなどの高ストレス状況下では、これらの生物の代謝
率は低下する。通常の環境下では、これは非常に有効
な生存戦略であり、短期的なストレス状況下での生存
を保証するものである。
　しかし、長期的にCO2ストレスにさらされると、この防
御機構が無脊椎動物にとっては不利に働く場合があ
る。海水中の二酸化炭素濃度が長期的に上昇すると、
消費エネルギーを減らすため代謝を抑制することに通
じる。これにより必然的に成長が制限され、生体の活動
レベルが低下し、これらの生物は生態系内での競争力
が低下する。 
 しかし、CO2ストレスや酸性化に対する各々の種の反
応の敏感さについては、「酸塩基の調節が上手い＝
CO2耐性が高い」という単純な公式だけでは定義でき
ない。そうではないことを示唆する科学的な研究があ
る。例えば、主に堆積物中に生息する棘皮動物である
クモヒトデの一種がもつ、切断された腕を再生する能力
を調べた研究がある。驚くべきことに、酸性度の高い海

水に生息する動物は、より長い腕を再生しただけでな
く、石灰質の骨格に炭酸カルシウムが多く蓄えられてい
た。しかし、その代償として、筋肉の成長が抑えられた。
ゆえに、この種は海洋酸性化によって一見すると良い
対応をしているように見えるものの、実は悪影響を受け
ているのである。なぜなら、腕が完全に機能していなけ
れば、効率的に餌を食べることもできず、また酸素を含
む海水を堆積物の中の巣穴に供給することができない
からである。 
　魚にも障害が起こることが報告されている。多くの成
体動物は比較的CO2に強い。しかし、幼年の段階では、
明らかにCO2ストレスに敏感に反応する。カクレクマノ
ミの幼魚では、pHの低い海水において、嗅覚に強い障

害が認められた。カクレクマノミの幼魚は、通常、特定
の匂いの信号で方向を定め、幼魚期に水の中を自由
に泳いだのち、サンゴ礁の中に最終的な生息地を見つ
ける。実験では、pH値を約0.3下げた海水で育てた魚
の幼生は、サンゴ礁で共生するイソギンチャクの刺激的
な匂いに対する反応が著しく低下した。CO2による行
動変化がライフサイクルの重要な段階で起こると、当然
ながら種の繁殖に強い影響を与えることになる。 
　他の海洋生物がこのような海洋酸性化の影響をど
の程度受けているかは、まだわかっていない。しかし、
様々な生物の胚や幼生を対象とした研究では、一般的
に生物の発生初期段階は成体よりもCO2ストレスに敏
感に反応することが示されている。

2.7　カクレクマノミ(Amphiprion percula)は通常、水中のCO2濃度が
上昇しても敏感に反応することはない。しかし、幼魚の場合では嗅覚が
損なわれる。
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　大気中の二酸化炭素(CO2)は容易に水に溶ける。
炭酸水を思い浮かべれば自明だろう。水溶の過程で、
下記に示す分子式で二酸化炭素は水分子と反応する。
水と反応する過程で、二酸化炭素は、炭酸、水素イオン
(H+)、重炭酸塩(HCO3-)、炭酸イオン(CO32-)に部分
的に変容する。淡水に比べて海水は二酸化炭素をより
吸収できる。これは、長期間にわたり絶えず重炭酸塩と
炭酸イオンが海洋中に放出されているからである。炭酸
は二酸化炭素と反応することで重炭酸塩となるが、こ
の結果さらなる二酸化炭素の吸収が起こると同時に、
海洋中における炭酸イオンの濃度低下が生じる。海洋
中の全ての二酸化炭素由来の化学物質(二酸化炭素、
炭酸、重炭酸塩、炭酸イオン)は溶存無機炭素(DIC)と
呼ばれる。この炭酸ー炭酸塩の平衡が、海水中の自由
な陽子量すなわちpH値を定める。

　要約すると、海水中の二酸化炭素は次のように反応
する。まず二酸化炭素は水と反応して炭酸をつくる。さ
らに炭酸イオンと反応して、重炭酸塩をつくる。海洋の
酸性化は長い期間をかけて、炭酸イオンの濃度低下を
引きおこす。この濃度低下については、例えば５０％ほ
ど生じることが予見されているが、この場合0.4のpH値
の低下が生じる。これは多くの海洋生物にとって致命
的なものとなる。炭酸塩でできた骨格や貝の基礎は炭
酸イオンとカルシウムイオンの結合(CaCO3)であるが、
上記程度の濃度低下が生じた場合、多くの海洋生物に
とって炭酸塩の骨格を形づくることが困難になる。より
極端な場合には、すでに存在する炭酸塩でできた貝、
骨格、その他の構造物の溶解につながりうる。

炭素の海洋への過剰流入

2.8　サンゴ(Oculina patagonia)と付着した炭酸塩殻生物にみる、水の
酸性化への敏感な反応。(a)は通常のサンゴなどの状態。外骨格の中で
生息している。(b)の酸性化した水中では、外骨格が溶けており、生体は
長く伸びている。水中の栄養物をとる触手を見ることができる。通常の
pH値の水に戻すと(c)、再び外骨格を再生する。
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　多くの海洋生物については、海洋酸性化が生体の
炭酸塩に与える影響について解明されている。もっと
もよく知られる事例は温水域におけるサンゴで、その
生体はpH値の低下に非常に脆弱である。今世紀中
盤に達するであろう二酸化炭素レベルを考えた時、
その段階で温水息におけるサンゴの純成長(生物が
生成する炭酸塩から、水溶する炭酸塩を引いた、生
物の純成長)や結果としてのサンゴ礁の生成は、ほぼ
不可能と科学的に示唆されている。ムール貝、ウニ、

ヒトデといった無脊椎生物についても、二酸化炭素
による生物の石灰化率の減少が観察されている。
多くの無脊椎動物にとって、炭酸塩の生成だけでは
なく、生物の成長率にも影響が出てきた。対照的に、
魚類、シャケ、頭足類の軟体動物であるヨーロッパ・
コウイカなどでは、海洋における二酸化炭素の濃度が、
生物の成長率に影響をあたえる事実は観察されて
いない。二酸化炭素の海洋生物への成長への影響
については、今後さらなる研究が必要である。

2.9　コウイカなどの素早く動き回る生物は海洋酸性化の影響を明ら
かに受けにくい。酸性化させた水中で４０日育てた体重変化(赤線)は、
通常のpH値・二酸化炭素濃度で育てた個体の体重変化(黒線)と差が
ない。イカの甲の成長率も、両条件下で差がない(赤棒と黒棒)。ここで
は甲の炭酸カルシウム(CACO3)含有量を指標とした。なお下の絵では
イカの甲の位置を示している。
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　海の食物連鎖の全体像を表すのに重要なのが、海
の植物プランクトンという小さな生物である。珪藻
(けいそう)、円石藻(ココリス・石灰藻)、シアノバクテリア
(旧称・藍藻(らんそう))などの植物プランクトンは、その
光合成能力により、全世界の一次生産量の約半分を
担っているといわれている。植物プランクトンはこうした
プロセスに光を必要とするため、主に表層の海水に生
息している。そのため、海洋酸性化の影響を直接受けや
すい。将来的には地球温暖化により、温度、光、または
栄養供給量などの他の影響を与える要素も変化する。
これらの変化により、光合成や化学化合物の取り込み
のみによってバイオマスを生成する、主にバクテリアや
藻類などの独立栄養生物の生産性までも左右される。
したがって、どの生物グループが環境条件の変化から利
益を得て、どの生物グループが損失を被るかを予測する
ことは、非常に困難である。  
　CO2の増加による影響は、もちろん海洋酸性化だけ
にとどまらない。空気中や海水中のCO2を吸収してバイ

オマスを生産する植物にとって、CO2は何よりも生命維
持に欠かせないものである。酸性化の問題を除けば、
海水中のCO2濃度の上昇によって、以前は二酸化炭素
の量によって光合成プロセスが制限されていた種の成
長を促進するはずである。例えば、シアノバクテリアは、
CO2濃度が高くなると光合成速度が大きく上昇するこ
とが報告されている。これは、エミリアニア・ハクレスイ
(Emiliania huxleyi)などの一部の円石藻類にも当ては
まる。しかし、Emiliania属にとっても、最初は有益だった
CO 2濃度の上昇が命取りになる可能性がある。
Emiliania属の種は、無数の小片からなる石灰質の殻を
持っている。この小片の形成は、pHが低いと阻害され
ることがわかっている。一方、珪藻類の殻形成や光合成
活動は、二酸化炭素の影響をほとんど受けないようで
ある。しかしながら、珪藻類においても、二酸化炭素濃
度の上昇に伴い、種の構成が変化することが報告され
ている。

海の栄養基盤を脅かすもの-植物プランクトンと酸性化

2.10　このクモノスケイソウ(Arachnoidiscus)のような珪藻類は、高等
生物の重要な栄養基盤となっている。しかし、海洋の酸性化により、どの
程度の影響を受けるかはまだ明らかではない。

2.11　これらの電子顕微鏡写真は、水中のCO2濃度が上昇すると、石
灰質の海洋生物、例えばこの写真に示される円石藻類のエミリアニア・
ハクスレイ(Emiliana huxleyi)などが障害を受けて奇形になることを端的
に示している。上の写真は、水中のCO2濃度が300ppmで、産業革命前
の海水の平均CO2濃度をわずかに上回っている。下の写真は、CO2濃
度が780～850ppmであることを示している。サイズ比較のため、バーは
1μmの長さを表す。
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　海洋酸性化が海中の生物に与える影響を包括的に
理解するためには、CO2が海洋生物のさまざまな生理
的プロセスにどのように、そしてなぜ影響を与えるのか
を知る必要がある。そして、個々のプロセスの組み合わ
せが、生物の全体的なCO2耐性をどのように決定する
かが、究極かつ重要な研究課題となる。これまでの研
究では、ほとんどが短期的な時間スケールに関する研
究に限定されていた。酸性化した海洋で生物がどのよ
うに成長し、活動を維持し、繁殖に成功するかを知るた
めには、長期(数ヶ月)および複数世代にわたる研究が
必要である。
　最終的に最も難しい研究段階は、種やグループから
得られた知識を生態系レベルで統合した知見を得るこ
とである。生態系の中では種間の多様な相互作用があ

るため、海洋酸性化の下でこのような複雑なシステム
の挙動を予測することは限りなく困難である。 
　さらに自然現象として、海水中のCO2濃度が高くなっ
ている海域の調査報告も増えている。例えば、イタリア
のイスキア島周辺の海岸では、火山活動によって海底
からCO2が放出され、海水の酸性化が進んでいる。つ
まり、通常のpH値(8.1～8.2)より大幅に低下したpH値
(最低7.4)の海岸地域が隣接している。これらの対比し
うる２つの地域の動物・植物群集を比較すると、明らか
な違いが見られる。酸性域ではイワサンゴは全く見られ
ず、様々な種類のウニやカタツムリの標本数も少なく、
石灰質の紅藻類の数も少ない。酸性の海域では、主に
海草藻場と様々な非石灰質の藻類が見られる。

　このような生態系に注目した研究をさらに発展させ
ることは、今後の大きな課題である。こうした調査は、海
洋の将来的な動向をより広く理解するための前提条件
となる。さらに、将来CO2地下貯留を行うとなったとき
に、直接的に影響を被りうる深海の生態系についても
考慮する必要がある。また、気候変化が海洋環境に生
息するさまざまな生物の繁殖にどのような影響を与え

るかという問題にも答えを出さなければならない。これ
までに実施された例示的な研究はわずかであり、これ
らのテーマに関して現在の科学では完全な理解にはま
だほど遠い。さまざまな種が海の化学変化にどのように
反応するのか、またストレスを受けるのか受けないのか
は、ほとんどの場合まだわかっていない。この分野では、
さらなる研究が必要とされている。

2.12　イスキア島近海のpHが低くなったところでは、カタツムリの一種であるOsilinus turbinataなどの動物がもつ石灰質の殻が腐食する。左の写真
は、通常のpH値8.2におけるまだら模様の貝殻であり、無傷の状態である。右の写真は、pH値7.3の環境下に置かれた貝殻で、明らかに腐食の兆候
が見られる。スケールバーは1cmである。

未来への挑戦：酸性化の理解
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第3節 海の酸素
海の溶存酸素濃度は、100年以上前から科学者が日常的に測定してきた。しかし、気候変動への懸
念が高まるにつれ、このパラメータがにわかに注目を集めている。海洋中の溶存酸素は、気候変化が
引き起こすトレンドを敏感に察知する早期警告システムの重要な指標となる。今後、酸素センサーの
大規模な導入が予定されており、溶存酸素の重要性がふたたび見直されるだろう。

　大気中に比較的少量しか存在しない二酸化炭素は、
植物にとって重要な物質であると同時に、気候を脅か
す気体でもある。一方、酸素は大気の主要な構成要素
であるだけでなく、地球上で最も豊富な化学元素であ
る。大気中の酸素の出現は、植物やバクテリアが二酸
化炭素や水などの無機物をバイオマスに変換するため
に必要な、光合成という生命活動の結果である。こ
の過程によりはじめに酸素が生成された。現在も酸素
は生成され続けている。このバイオマスは、バクテリ
アや動物、人間などの消費者にとって重要な栄養源と
なる。これらの消費者は、植物のように太陽光から必
要なエネルギーを得ることはできず、バイオマスを燃や
して酸素を消費することで生活エネルギーを得ている。
つまり、地球上の大気中の酸素は、生命の産物であり、
かつ生命にとって欠かせないものである。 

酸素：生命の産物、そして生命にとって欠かせないもの

　陸地と同じように、海にも光合成を行う植物やバク
テリアなどの一次生産者がいる。海に生息する一次生
産者は、年間で陸上の植物と同じくらいの量の酸素を
発生させ、炭素を固定している。これは非常に驚くべき
ことである。海の生物の総量は、陸の植物の200分の1
程度しかない。つまりこのことは、海洋の一次生産者は
その質量あたり陸上植物の約200倍の生産力を持って
いることを意味している。これは、単細胞藻類の生産性
の高さを反映している。単細胞藻類には、例えば木の幹
の心材のような、光合成に寄与しない不活性なバイオ
マスはほとんど含まれていない。
　しかし、光合成による酸素の生産は、太陽の光が当
たる海の最上層に限られている。水深100m程度まで

の海水には安定した密度成層があるため、その下の膨
大な体積の深海とは大きく隔たっている。さらに、一次
生産者が生成した酸素のほとんどは短時間で海水か
ら大気中に逃げてしまうため、深海層の酸素の増加に
は寄与しない。これは、水深100m程度までの表層付近
の水は、大気からの酸素の供給によって酸素が飽和し
ているため、生物生産による酸素をさらに蓄えることが
できないためである。一方、海のより深い部分では、鉛
直下方に酸素を直接供給することができない。酸素は、
大気との接触によって表層水から海へと取り込まれる。
そこから水塊の沈降や循環などが起こると、より深部に
酸素を運ぶことができる。これらは、気候条件に強く影
響される動的なプロセスである(第1章参照)。

　海中の溶存酸素濃度を決定するのは、次の３つの要
素である。
　水が最後に大気と接触したときの初期酸素濃度。 
　最後に大気と接触してからの経過時間。実際には、
　これは数十年、数百年というスケールであることが多い。
　その間に消費者の呼吸によって生じる生物学的な酸
　素消費量。これはごく小さなバクテリアから動物プラン
　クトン、そして魚のような高等生物にまで及ぶ。
　そのため、現在の深海内部の酸素の分布は、複雑な
海水の循環と生物の生産性との相互作用に依存して
いる。生物の呼吸による酸素の消費も含めて、このプロ
セスは現在でも完全には解明されていない。大規模な
測定によると、酸素濃度が最も高いのは、海が冷たく、
特によく混合されており大気との酸素の交換も活発な
高緯度海域である。一方、中緯度海域、特に大陸の西
海岸には顕著に酸素が欠乏した海域がある。ここでは、

水の循環が停滞しているため酸素の供給が非常に弱く、
さらに生物の生産性が高いために生物による酸素消
費量が高くなっている。このため、水深100～1,000m
の範囲では、酸素がほぼ完全に枯渇する状況になって
いる。このような状況は、インド洋北部のアラビア海や
ベンガル湾付近でも観察される。 
　海洋生物は、種類により酸素不足の状態に対して全
く異なった反応を示す。それは、酸素不足の状態に対す
る海洋動物の耐性レベルが多岐にわたるからである。
例えば、甲殻類や魚類は、一般的にムール貝やカタツム
リよりも高い酸素濃度を必要とする。しかし、海洋では
酸素濃度が非常に低くなっている広大な領域が存在す
る。そこでは酸素濃度が極めて低いことから、高等生物
が自然には生きられないと考えるべきである。なお、こ
れは自然のプロセスにとって生み出されたものであり、
決して人間活動が関与したものではない。

世界の海の酸素収支

2.13　海洋生物は、酸素不足に対してさまざまな反応を示す。例えば，カ
タツムリの多くの種は，魚やカニよりも低い酸素濃度に耐えることができ
る。図は、実験条件下で動物の半数が死ぬ濃度を示している。各動物グ
ループの平均値を赤い線で示す。棒グラフは全スペクトルを示しており、
甲殻類の中には、他のものよりはるかに低いO2濃度に耐えられるものが
ある。
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　陸地と同じように、海にも光合成を行う植物やバク
テリアなどの一次生産者がいる。海に生息する一次生
産者は、年間で陸上の植物と同じくらいの量の酸素を
発生させ、炭素を固定している。これは非常に驚くべき
ことである。海の生物の総量は、陸の植物の200分の1
程度しかない。つまりこのことは、海洋の一次生産者は
その質量あたり陸上植物の約200倍の生産力を持って
いることを意味している。これは、単細胞藻類の生産性
の高さを反映している。単細胞藻類には、例えば木の幹
の心材のような、光合成に寄与しない不活性なバイオ
マスはほとんど含まれていない。
　しかし、光合成による酸素の生産は、太陽の光が当
たる海の最上層に限られている。水深100m程度まで

の海水には安定した密度成層があるため、その下の膨
大な体積の深海とは大きく隔たっている。さらに、一次
生産者が生成した酸素のほとんどは短時間で海水か
ら大気中に逃げてしまうため、深海層の酸素の増加に
は寄与しない。これは、水深100m程度までの表層付近
の水は、大気からの酸素の供給によって酸素が飽和し
ているため、生物生産による酸素をさらに蓄えることが
できないためである。一方、海のより深い部分では、鉛
直下方に酸素を直接供給することができない。酸素は、
大気との接触によって表層水から海へと取り込まれる。
そこから水塊の沈降や循環などが起こると、より深部に
酸素を運ぶことができる。これらは、気候条件に強く影
響される動的なプロセスである(第1章参照)。

　海中の溶存酸素濃度を決定するのは、次の３つの要
素である。
　水が最後に大気と接触したときの初期酸素濃度。 
　最後に大気と接触してからの経過時間。実際には、
　これは数十年、数百年というスケールであることが多い。
　その間に消費者の呼吸によって生じる生物学的な酸
　素消費量。これはごく小さなバクテリアから動物プラン
　クトン、そして魚のような高等生物にまで及ぶ。
　そのため、現在の深海内部の酸素の分布は、複雑な
海水の循環と生物の生産性との相互作用に依存して
いる。生物の呼吸による酸素の消費も含めて、このプロ
セスは現在でも完全には解明されていない。大規模な
測定によると、酸素濃度が最も高いのは、海が冷たく、
特によく混合されており大気との酸素の交換も活発な
高緯度海域である。一方、中緯度海域、特に大陸の西
海岸には顕著に酸素が欠乏した海域がある。ここでは、

水の循環が停滞しているため酸素の供給が非常に弱く、
さらに生物の生産性が高いために生物による酸素消
費量が高くなっている。このため、水深100～1,000m
の範囲では、酸素がほぼ完全に枯渇する状況になって
いる。このような状況は、インド洋北部のアラビア海や
ベンガル湾付近でも観察される。 
　海洋生物は、種類により酸素不足の状態に対して全
く異なった反応を示す。それは、酸素不足の状態に対す
る海洋動物の耐性レベルが多岐にわたるからである。
例えば、甲殻類や魚類は、一般的にムール貝やカタツム
リよりも高い酸素濃度を必要とする。しかし、海洋では
酸素濃度が非常に低くなっている広大な領域が存在す
る。そこでは酸素濃度が極めて低いことから、高等生物
が自然には生きられないと考えるべきである。なお、こ
れは自然のプロセスにとって生み出されたものであり、
決して人間活動が関与したものではない。

2.14　大気中の酸素が海洋の表層付近に取り込まれる。この表層はよく混合されているため、大気と化学的に平衡しており、酸素が豊富に含まれて
いる。この層は壁のような役割を果たす密度成層で急激に終わる。表層部の酸素豊富な水は、深層部の水とは容易には混ざり合わない。酸素は
基本的に水流の動きによってのみ深海に入り、特に極域では深層水や中間水が形成される。水深の深い領域では、海洋生物が酸素を消費する。こ
れが非常に微妙な均衡を生み出している。

1.
2.

3.
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　酸素濃度は、堆積物中の地球化学的プロセスに影響
を与えるだけでなく、細菌の代謝プロセスに影響を与え
る。酸素濃度が変化した場合には、このようなプロセス
が劇的に変化する可能性がある。このような変化が最
終的にどのような結果をもたらすのか、現時点では完
全には予測できない。場合によっては、気候変化によっ
て継続的な温暖化が引き起こされるのか、あるいは局
地的な寒冷化が生じるのかを断言することも難しい。し
かし、顕著な影響が数百年、数千年という長い期間に
わたって続くことは間違いないだろう。 
　現在でも気候変動によって海の酸素濃度が変化し、
悪影響が出始めていることが報告されている。アメリカ
のオレゴン州沖では、近年になって初めて極端な貧酸

素状態が発生し、これによりカニや魚の大量死が発生
した。このオレゴン沖に現れた新たな低酸素海域は、沿
岸でなく外洋で発生したということで、これは気候の変
化に起因するものと考えられている。米国西海岸の偏
西風の方向と強さが変わり、その結果、海流が変化し
たと説明されている。この変化により、深部の酸素濃度
の低い水が大陸棚の上の表層水に流れ込んだと推定
されている。世界中で知られている400以上の沿岸付
近の死の領域は、主に植物の栄養分の過剰摂取であ
る富栄養化が原因とされている。そのため、オレゴン州
沖の死の海域は、これらとは原因が全く異なるといえる。
富栄養化は通常、農業活動が盛んな人口密集地の沿
岸水域で起こる(第4章参照)。　　　

　海中の溶存酸素濃度の分布は、生物の呼吸などの
生物学的プロセスと、海流などの物理的プロセスの両
方に依存している。そのため、いずれかのプロセスが変
化すれば、溶存酸素濃度の分布も変化する。実際、溶
存酸素は、海洋における地球(気候)変化にとって敏感
な早期警報システムの指標と考えることができる。科学
的な研究によると、この早期警報システムは、地球規模
の海流と水の混合プロセスによって引き起こされる、大
気から海洋への酸素輸送の減少や、海洋生物群集の
変化を検出することができるという。近年では、このよ
うな知識をもとに、地球規模の海洋研究の分野で、酸
素がふたたび見直されてきている。 
　海洋学では、溶存酸素は100年以上も前から重要な
測定項目となっている。19世紀末には早くも溶存酸素
を測定する方法が開発され、これは現在でも精密な方
法としてわずかな修正のみを施されて適用されている。

こうした溶存酸素を測定する方法を用いて、1920年
代の有名なドイツの大西洋探検隊「メテオ号」により、
世界の海の酸素分布に関する初期の基本的な理解が
深まった4。近年の研究活動によると、ほとんどすべての
海盆において酸素濃度の低下が記録されている。こう
した傾向は主に水深2,000mまでの浅い水塊に限られ
ている。個々の研究から完全に一貫した見解を得るこ
とはまだできないものの、ほとんどの研究では酸素濃度
が低下する傾向が見られている。高等生物が生存でき
ない酸素欠乏海域の拡大が確認されいてるが、上述の
傾向はこのこととも符合する。酸素がある閾値を下回
ると、水は高等生物にとって適さなくなる。その結果、浮
遊性の生物や付着性の生物は死滅する。さらに、酸素
不足により、海中の生物地球化学的な反応や元素循
環が大きく変化する。これには植物の栄養素である硝
酸塩やリン酸塩の変化が含まれる。 

水路学的なパラメータとして見直されてきている酸素

4 ドイツの大西洋遠征(1925年～1927年)では、調査船「メテオ号」を使って、初めて大気中と海水中の両方のサンプルが海洋全体に対して体系的
に採取された。当時としては非常に近代的な音響測深機を用いて、全海域を13回通過して海洋の深さの分布が得られた。

2.15　酸素が欠乏する海域は、完全に自然的に発生である。これらの地域は、主に大陸の西側の中緯度地域に位置する。ここでは、暖かい表層水と
冷たい深層水の混合がほとんどないため、深部まで酸素があまり入っていかない。また、生物生産性が高く、その結果として大量のバイオマスが沈んで
いくため、特に水深100～1,000mの間で酸素が強く消費される。
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　気候変動の影響を検証するモデル計算では、ほぼす
べての海洋の主要部分で酸素が減少すると予測されて
いる。これは酸素減少に関するこれまでの観測結果と
一致していることから、この問題はさらに重要な意味を
持っている。最終的な結論はまだ出ていないものの、世
界の海で酸素が徐々に失われていくことは、社会経済
的にも影響を及ぼす可能性のある重要な課題で、海洋
研究において早急に取り組まれなければならない問題
であると指摘されている。調査を強化すれば、酸素が将
来どれだけ減少していくのかについて、より確かな結論
が得られるだろう。さらに、この研究は地球規模の気候
変化が海洋に及ぼす影響についての理解を深めること
にも大きく貢献するだろう。近年、海洋研究はこのテー
マに積極的に取り組んでおり、すでに適切な研究プロ
グラムやプロジェクトが進行している。しかし、時間的・
空間的に大きく変動する海洋を完全に測定することは
困難である。したがって、信頼性の高い結論を導き出す
ためには、船や水のサンプル採取といった古典的な海

洋研究の手段だけでは不十分である。研究者は、新し
い観測コンセプトを考え出し、実行する必要がある。 
　このような状況下で特に有望なのが、「ディープ・ドリ
フター」と呼ばれる潜水型の計測ロボットである。これ
は3～4年かけて全自動で海中を漂い、通常10日ごと
にその上部2,000mの水柱に対して計測を行う。浮上
した後、データは衛星経由でデータセンターに転送さ
れる。国際研究プログラム「ARGO」には、現在、約
3,200台の計測ロボットが配備されている。これはギ
リシャ神話の船にちなんで名付けられたものである。
これらの地球規模の全自動観測装置は、約30カ国に
よって運営されている。 
　これまで、この観測装置は、酸素測定のために小規
模に使用されているだけであった。しかし、最近、酸素
測定用の新しいセンサー技術が開発され、この計測ロ
ボットに搭載することができるようになった。こうした新
技術は、海洋の酸素分布の変動に関するデータの収集
にとって新たな原動力となるだろう。

酸素：海洋研究における課題

　酸素濃度は、堆積物中の地球化学的プロセスに影響
を与えるだけでなく、細菌の代謝プロセスに影響を与え
る。酸素濃度が変化した場合には、このようなプロセス
が劇的に変化する可能性がある。このような変化が最
終的にどのような結果をもたらすのか、現時点では完
全には予測できない。場合によっては、気候変化によっ
て継続的な温暖化が引き起こされるのか、あるいは局
地的な寒冷化が生じるのかを断言することも難しい。し
かし、顕著な影響が数百年、数千年という長い期間に
わたって続くことは間違いないだろう。 
　現在でも気候変動によって海の酸素濃度が変化し、
悪影響が出始めていることが報告されている。アメリカ
のオレゴン州沖では、近年になって初めて極端な貧酸

素状態が発生し、これによりカニや魚の大量死が発生
した。このオレゴン沖に現れた新たな低酸素海域は、沿
岸でなく外洋で発生したということで、これは気候の変
化に起因するものと考えられている。米国西海岸の偏
西風の方向と強さが変わり、その結果、海流が変化し
たと説明されている。この変化により、深部の酸素濃度
の低い水が大陸棚の上の表層水に流れ込んだと推定
されている。世界中で知られている400以上の沿岸付
近の死の領域は、主に植物の栄養分の過剰摂取であ
る富栄養化が原因とされている。そのため、オレゴン州
沖の死の海域は、これらとは原因が全く異なるといえる。
富栄養化は通常、農業活動が盛んな人口密集地の沿
岸水域で起こる(第4章参照)。　　　

　海中の溶存酸素濃度の分布は、生物の呼吸などの
生物学的プロセスと、海流などの物理的プロセスの両
方に依存している。そのため、いずれかのプロセスが変
化すれば、溶存酸素濃度の分布も変化する。実際、溶
存酸素は、海洋における地球(気候)変化にとって敏感
な早期警報システムの指標と考えることができる。科学
的な研究によると、この早期警報システムは、地球規模
の海流と水の混合プロセスによって引き起こされる、大
気から海洋への酸素輸送の減少や、海洋生物群集の
変化を検出することができるという。近年では、このよ
うな知識をもとに、地球規模の海洋研究の分野で、酸
素がふたたび見直されてきている。 
　海洋学では、溶存酸素は100年以上も前から重要な
測定項目となっている。19世紀末には早くも溶存酸素
を測定する方法が開発され、これは現在でも精密な方
法としてわずかな修正のみを施されて適用されている。

こうした溶存酸素を測定する方法を用いて、1920年
代の有名なドイツの大西洋探検隊「メテオ号」により、
世界の海の酸素分布に関する初期の基本的な理解が
深まった4。近年の研究活動によると、ほとんどすべての
海盆において酸素濃度の低下が記録されている。こう
した傾向は主に水深2,000mまでの浅い水塊に限られ
ている。個々の研究から完全に一貫した見解を得るこ
とはまだできないものの、ほとんどの研究では酸素濃度
が低下する傾向が見られている。高等生物が生存でき
ない酸素欠乏海域の拡大が確認されいてるが、上述の
傾向はこのこととも符合する。酸素がある閾値を下回
ると、水は高等生物にとって適さなくなる。その結果、浮
遊性の生物や付着性の生物は死滅する。さらに、酸素
不足により、海中の生物地球化学的な反応や元素循
環が大きく変化する。これには植物の栄養素である硝
酸塩やリン酸塩の変化が含まれる。 
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2.16　海底から引き上げられたメタンハイドレートは、まるで氷のような
形をしている。この塊は、米国オレゴン州沖の「ハイドレート海嶺」を探査
した際に採取されたものである。

2.17　水和物では、気体(大きなボール)が水分子で形成されたケージ
に包まれている。科学者は、このような分子配列をクラスレートと呼ぶ。

第4節 メタンハイドレートの気候変動への影響
世界中の海底には、膨大な量のメタンが固体のメタンハイドレートの形で蓄えられている。このハ
イドレートは、人類にとって大きなエネルギー資源となっている。しかし、地球温暖化が進むと、この
メタンハイドレートが不安定になる可能性がある。強力な温室効果ガスであるメタンは、人類によっ
て資源として使われないまま大気中に放出され、気候変動を加速させる可能性もある。

メタンが海にたどり着くまで

　石炭や石油、天然ガスが燃料として用いられるように
なってから100年以上が経過した。一方、メタンハイド
レートは最近になって話題になってきた、海洋からの新
たな将来のエネルギー源である。メタンハイドレートは、
その名の通り、天然ガスの主成分であるメタンを大量
に含んでいるため、全く手つかずの新しい化石燃料資
源である。メタンハイドレートは「クラスレート」と呼ばれ
る物質の一つで、ある種の分子が結晶のようなかご状
の構造を形成し、別の種の分子を包み込んでいる物質
である。かごを形成する分子が水の場合はハイドレート
と呼ばれる。水のカゴの中に閉じ込められた分子が気
体であれば、それはガスハイドレートであり、この場合は
メタンハイドレートである。 
　メタンハイドレートは、非常に特殊な物理的、化学的、
地質的条件の下でのみ形成される。メタンハイドレート
の形成には、高い水圧と低い温度が最適な条件とな
る。しかし、水温が高い場合、水分子をクラスレートのか
ご状の構造の中に押し込むためには、水圧が非常に高
いことが必須条件である。この場合、ハイドレートは非
常に水深の深い場所でしか形成されない。水温が低け
れば、水深が浅くても、あるいは大気圧下でさえもメタ
ンハイドレートが生成される可能性がある。海底付近の
水の平均温度が2～4℃程度の外洋では、メタンハイド
レートは水深500m程度から発生する。
　意外なことに、最も圧力の高い深海域にはメタンハ
イドレートが存在しない。それは、メタンがほとんど存在
しないからだ。なぜなら、海水中のメタンは、海面近くの
日光を受ける場所から沈んできた有機物を、海底の微
生物が分解することで発生するためである。有機物は、
藻類や動物の死骸や排泄物などからなる。水深2,000
～3,000mの深海では、ほとんどの有機物が海水中で
他の生物に分解されてしまうため、海底に到達する有
機物の量はごくわずかである。経験的には、表層で生
成された有機物のうち、実際に深海にたどり着くのは

1％程度だといえる。海底が深ければ深いほど、底に沈
む有機物の量は少なくなる。そのため、メタンハイドレー
トは主に大陸の斜面、つまり大陸プレートと深海の境界
部分で発生する。ここでは、海底に十分な有機物が蓄
積しており、温度と圧力の組み合わせも良好である。北
極のような極寒の地では、水深200mより浅い大陸棚
や、北極にある夏でも解けずに凍っている土壌である
永久凍土の上でもメタンハイドレートが発生する。
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　メタンハイドレートに含まれる潜在的な化石燃料は、
従来の石炭、石油、天然ガスの埋蔵量を上回る可能性
があると推定されている。数学的モデルによって埋蔵量
の推定値は異なるが、現在の計算では100～53万ギ
ガトンの炭素が存在するとされている。最も可能性が高
い推定値は、1,000～5,000ギガトンとされる。これは、
石炭、石油、ガスの燃焼によって年間に大気中に放出さ
れる炭素量の100～500倍に相当する。しかし、多くの

メタンハイドレート鉱床は回収が困難であったり、コスト
や手間がかかりすぎる。そのため、実際に使用可能な燃
料として将来的に発掘される可能性がある鉱床は、こ
のうちの一部に限られるだろう。しかし、インドや日本、
韓国などでは、将来的にメタンハイドレートをエネルギ
ー源として利用するための採掘技術の開発が進められ
ている(第7章参照)。

2.18　メタンハイドレートは、陸地だけでなく、すべての海に存在する。緑の点は北半球の永久凍土における存在域を示す。物理探査で確認されたもの
は赤で示した。青色の点で示したものは、直接サンプリングして確認したものである。
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2.19　ガスハイドレートは、低温高圧下で海底の有機物が分解されて十
分なメタンが生成された場合に発生する5 。このような条件は、主に大陸
縁辺部で発生する。水温が高ければ高いほど、ハイドレートを形成する
ためには水深が大きくなる必要がある。しかし、海底の深いところでは、
地球の内部の熱のために温度が高くなりすぎて、メタンハイドレートが形
成されない。

5 バクテリアはメタンを取り込み、化学的に変化させる。この過程で、メタンは電子を放出し、酸化される。一部のバクテリアは、酸素の助けを借りてメ
タンを分解する。これを好気性酸化という。一方、酸素を必要としないバクテリアもいる。このような酸化は嫌気性酸化と呼ばれる。

　メタンハイドレートは非常に特殊な条件でしか形成さ
れないことから、海洋の温暖化を含む地球温暖化がガ
スハイドレートの安定性に影響を与える可能性が指摘
されている。地球の歴史を振り返ると、気候変動によっ
てメタンハイドレートが不安定になり、メタンが放出され
た可能性を示す証拠がある。例えば氷床コア内のメタ
ン含有量の測定など、メタン放出の証拠については引
き続き検証の余地がある。この問題には非常に時事的
な側面があり、気温上昇が現在のメタンハイドレートの
埋蔵量に与える影響を予測する科学者にとっては、メタ
ンハイドレートの安定性は特に興味深いものである。メ
タンは強力な温室効果ガスであり、1分子あたりの温室
効果は二酸化炭素の約20倍である。海から大気中へ
のメタンの放出が増えれば、温室効果がさらに強まる
可能性がある。そのため、温度変化に対するメタンハイ
ドレートの安定性の依存性や、放出された後のメタンの
挙動の調査・研究が急務となっている。 

　将来の発展を予測するために、様々な方法が採用さ
れている。その中でも、特に数理モデル化による解析が
進行している。コンピュータモデルでは、まずバックグラ
ウンドデータ(有機物含有量、圧力、温度)を用いて、海
底に存在するメタンハイドレートの仮想的な量を計算す
る。次に、100年ごとに3℃、5℃といった海水の温暖化
をコンピューターでシミュレーションする。このようにし
て、メタンハイドレートが異なる地域でどのような挙動を
示すかを判断できる。メタンハイドレート鉱床の計算は、
複雑な数学的気候モデルや海洋モデルと組み合わせ
ることで、様々な温度上昇のシナリオの下でメタンハイ
ドレートがどの程度強く崩壊するのかについて、大局を
予測することができる。現在、最悪のケースとして、3℃
の温暖化が続くと、海底に閉じ込められていたメタンの
約85％が海水中に放出されると推定されている。
　しかし、水深の深い場所にあるメタンハイドレートに
ついては温暖化の影響を受けないと推定されている。
これらのモデルによると、主に影響を受けるのは安定
帯の境界に直接存在するメタンハイドレートのみであ
る。これらの場所では、わずか1℃の温度上昇で大量の
メタンがハイドレートから放出される。水深500m前後
の外洋に存在するメタンハイドレートや、北極圏の浅い
場所の堆積物が重大な影響を受ける。地球の温暖化
に伴い、極地の氷や氷河が解けて海面が上昇すること
も推定されている。温暖化が進むと、極地の氷や氷河が
溶けて海面が上昇し、必然的に海底の圧力が高まる。
しかし、圧力の上昇は十分ではないため、メタンハイド
レートを溶解させる温度上昇の効果を打ち消すことが
できない。最新の計算によると、10mの海面上昇があ
れば、摂氏1℃の温暖化によるメタンハイドレートの溶
解を数十年だけ遅らせることができる。 
　現在のガスハイドレート研究の大きな目標の一つは、
より正確な入力パラメータを用いてモデルを最適化す
ることである。そのためには、さらなる測定、探査、掘
削、分析が不可欠である。

メタンハイドレートと地球温暖化
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　不安定なメタンハイドレートから放出されたメタンのす
べてが大気中に放出されるわけではない。そのほとんど
は、堆積物や海水の中を上昇する間に分解されてしまうと
思われる。この分解には、以下の2つの生物学的プロセス
が関与している。
●海底中のバクテリアやアーキア(古細菌)による、メタン
　の嫌気性酸化（酸素の少ない環境下で起こる酸化） 
●海水中のバクテリアによる、メタンの好気性酸化(酸
　素が十分にある環境下で起こる酸化)
　堆積物中のメタンの嫌気性酸化では、微生物は海水中
に多量に含まれる硫酸の塩である硫酸塩(SO42-)を用いて
メタンを分解する。この過程で、メタンは重炭酸塩(HCO3-)
に変換される。この重炭酸塩がさらに海水中のカルシウム
イオン(Ca2+)と反応すると、炭酸カルシウム(CaCO3)が析
出し、これが海底に長期にわたって蓄積する。それは、強力
な温室効果ガスであるメタン(CH4)を無害化するという意
味で、理想的なプロセスである。同時に、硫酸塩から硫化水
素(H2S)が生成され、化学合成細菌を共生させている二枚
貝やチューブワーム(ハオリムシ)などの化学合成生物群集
にエネルギーを供給する。一方、海水中での好気的酸化で
は、バクテリアが酸素(O2)の助けを借りてメタンを分解す
る。その際、二酸化炭素が発生し、これは水に溶解する。前
述したとおり二酸化炭素は海水の酸性化の原因となる。さ
らに、メタンの好気的酸化は酸素を消費する。海水中の酸
素が減少すると、溶存酸素濃度の極小海域が発生したり、
あるいはそれが拡大したりする可能性がある。これは魚類
などの酸素濃度の減少による影響を受けやすい生物に
とって脅威となる。概算では、メタンの嫌気性酸化と好気性
酸化を合わせると、現在、海底で発生したメタンの約90％
が大気中に到達する前に他の物質に変換されてしまう。メ
タンが海底や海水の中を移動する速度が遅いほど、微生
物によるメタンの変換がより効率的になる。 
　このような分解を行うためには、メタン分子が水に溶け
ていることが前提条件となる。メタンは、この形でなければ
バクテリアによって分解されない。メタンがハイドレートから
急激に放出されると、微生物が近づけないガスの泡の形で
上昇する可能性がある。また、水深の浅い場所でメタンが
放出されると、海底から大気までの距離が短いので、メタン
の泡が完全に水に溶解できずに大気に放出されてしまう。
このようなプロセスを深く理解し、微生物によるフィルター
機能を評価するために、現在、研究者たちはより大量のメ

タンを常に放出している海底の天然メタン源、いわゆる冷
水湧出帯を調査している。これには、地表近くのガスハイド
レート鉱床、泥火山、水深の浅い地域の天然ガスの湧出帯
などが含まれる。これらの湧出帯は、海洋におけるメタンの
挙動を研究するための自然のモデルのようなものである。
海底からのメタンの湧出に自然がどのように反応するか
がわかれば、ガスハイドレートからより大量のメタンが放出
された場合の影響を推測するのに役立つ。また、メタン湧
出帯で得られたデータは、数学的なメタンハイドレートのシ
ミュレーションの精度向上にも役立つはずである。 
　メタンハイドレートの崩壊は致命的な結果をもたらす可
能性がある。ガスハイドレートは、細かい堆積物粒子の間の
孔を埋めるセメントのような役割を果たし、海底を安定させ
る。メタンハイドレートが分解すると、失われたセメントのた
めに海底の安定性が低下し、過剰な間隙水圧が発生する
可能性がある。最悪の場合には、大陸縁辺部の大部分が
破壊される。その結果、海底地すべりが発生し、激しい津波
を引き起こす可能性がある。最終氷期とそれに続く氷河の
後退期には、大規模な地すべりが起こった。そのきっかけは、
必ずしも氷期が終わり間氷期に移行する過程における大
気の温暖化だけではなく、間氷期から氷期に移行したこと
による海水準の低下といったその逆のプロセスもあったと
考えられる。最終氷期には大量の水が氷の中に蓄えられて
いたため、海面は現在よりも120mほど低くなっていた。特
に浅い海の地域では水圧が非常に低く、大量のメタンハイ
ドレートが不安定になっていた可能性がある。このような、
ガスハイドレートの分解による斜面崩壊の直接的な証拠は
まだ見つかっていない。しかし、過去にそのようなプロセス
があったことを示唆する証拠はいくつかある。斜面崩壊の
周辺には必ずと言っていいほど、液体が染み出している痕
跡がある。これらの斜面は、ガスハイドレートや液体が分解
して放出されたガスによって不安定になった可能性がある。
しかし、研究者たちは逆の因果関係も確実視している。つ
まり、斜面崩壊とそれに伴う堆積物による圧力の低下によ
って、大陸縁辺部のメタンハイドレートが分解し、大量のメ
タンが気体として放出されたと考えられるのである。斜面
崩壊はメタンの放出の結果ではなく、原因であったと考え
られる。こうした不確実性は、さらなる研究の必要性を示し
ている。いずれにしても、メタンハイドレートの崩壊が深刻な
問題を引き起こすことは、確かであると思われる。

メタンハイドレートが溶けるとどうなるか？
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2.20　大量のメタンハイドレートは、海底だけでなく、陸地、特にここロシアのコミ共和国のようなロシアのツンドラ地帯の永久凍土にも蓄えられている
という。科学者たちは、地球温暖化によって永久凍土が溶けて、メタンハイドレートが放出されることを懸念している。

　海洋におけるメタン(CH4)は、その大部分が微生物に
より分解される。海底における嫌気性酸化においては、
微生物が硫酸塩(SO42-)を用いてメタンを分解する。こ
の過程で、化学的にも密接に関連しており同時に生起
する硫化水素のマイナスイオン(HS-)と硫化水素(H2S）、
および重炭酸塩(CaCO3)が生起する。重炭酸塩はカル
シウムイオン(Ca2+)と反応して、炭酸カルシウム
(CaCO3)として凝結する。水柱における好気性酸化で
は、海水中の酸素(O2)が吸収される。この過程で二酸
化炭素(CO2)と水(H2O)がつくられる。将来的に海底
のメタンハイドレートからメタンが大量に流出した場合、
好気性酸化は酸素の極端に少ない場所を生む。さらに
発生した二酸化炭素は海洋の酸性化をすすめる。

バクテリアによるメタン分解
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結論：物質フラックスとその全体像の把握

　海洋における化学的・地球化学的プロセスは複雑で
あり、その全体像を説明することは、何十年にもわたる
課題である。海の溶存酸素濃度の低下や海洋酸性化な
ど、地球規模での環境変化を示す明確な証拠がある。
しかし、これまでのところ、気候変動が将来的にどのよ
うな影響を与え、様々なパラメータにどのような影響を
与えるかを、確実に、あるいは詳細に述べるには、まだ
十分な科学的知見を我々は持ちあわせていない。ただ、
気候変動による攪乱が非常に深刻な結果をもたらすこ
とは確かである。なぜならば、化学物質や地球化学物
質のフラックスは何十億トンにも及ぶからである。海底
に埋蔵されているメタンハイドレートだけでも巨大な量
である。これらが放出されてメタンが大気中へと上昇す
れば、将来の気候の発展に大きな影響を与えることに

なる。そのため、何が起こるかを知り、人類がどのように
対応すればよいかを知るためには、化学的・地球化学
的プロセスの調査が非常に重要である。CO2循環の分
析により、大気、陸域バイオマス、海洋といったCO2の貯
留されている場所がどのように相互作用しているかが
明らかになった。海洋は、大気中の微量ガスの濃度上
昇を抑制しているが、こうした作用によってCO2濃度が
新たな平衡状態へ到達するには何千年もかかる。つま
り、人間がCO2などの気候へ悪影響を与える微量ガス
を大気中に放出し続けるスピードに、自然のプロセスが
追いついていないのが現状である。唯一の解決策は、
エネルギーを節約し、温室効果ガスの排出を大幅に削
減することである。

　メタンの放出に関する研究分野において、北極圏は
世界的に最も重要な地域の一つである。メタンは、海中
のガスハイドレートの形でも、地中深くまで凍った永久
凍土に閉じ込められた遊離ガスの形でも発生している
と考えられている。永久凍土やハイドレートに含まれるメ
タンは、広大な浅海域では非常に敏感であると考えられ
ている。なぜなら、このような海域は比較的圧力が低く、
わずかな温度変化で大量のメタンが放出されるからで
ある。また、北極圏には有機物が豊富に存在し、堆積物
中の微生物によって分解されるため、新たなメタンが継

続的に生成されている。これらの微生物の活動、つまり
メタンの生物学的放出速度は、気温の上昇によっても
刺激される。このように、北極圏のメタンは複数の発生
源を持っている。現在、化学者、生物学者、地質学者、地
球物理学者、気象学者など、さまざまな分野の研究者が
参加する国際的な科学コンソーシアムが設立され、この
問題に集中的に取り組んでいる。地球温暖化に伴い、
北極圏のメタンが海や陸でどのように放出されていく
のか、まだ誰も確信を持って言うことはできない。この研
究は、まだ始まったばかりなのである。

北極圏からのメタンの放出：今後のガスハイドレート研究の焦点
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沿岸域における不確実な未来



!

最終氷期が終わってから現在までに、海面は約125m上昇した。これには、自然的な原因と人為的な
原因がある。とはいえ、海面上昇を激化させているのは、人為的な原因による温室効果である。その
主な影響は、水の熱膨張と氷河の融解である。その結果、わずか300年以内に、海面はさらに5m上
昇する可能性がある。



最終氷河期から現在に至るまで、海面は約１２５メートル上昇している。これは自然現象であると同
時に人間社会の影響によるものである。人間社会に由来する温室効果は海水の熱膨張および海氷
の融解を通じて海面上昇に大きく寄与してきた。この温室効果によって、今後３００年のうちに更に５
メートルの海面上昇の可能性がある。

第1節 海面上昇-避けられない脅威

生息地や文化遺産の喪失

　海面上昇1は、地球温暖化による最も深刻な影響の
一つである。数百年の間に海面が数m上昇した場合、
海岸がどのようになるのか、実際には誰も想像するこ
とができない。沿岸域は、世界で最も人口密度の高い
地域の一つであり、気候変化の影響を特に受けやす
い場所である。沿岸域には、主要な農業地帯、都市
部、遺産なども含まれる。気候変化はこれらにどのよ
うな影響を与えるのだろうか？
　世界中の研究者が、気候変化の影響により海面が
どれくらいの速さで、どの程度まで上昇するのかとい
う疑問に対し、答えを求めている。その際には、海面は
人為的な原因による温室効果だけでなく、自然の作
用によっても影響を受けるということを考慮しなけれ
ばならない。専門家は海面上昇を、その原因により次
のように区別している。
●ユースタティックな原因：気候変化により海水の量
　が増えることで生じる、地球規模の海面上昇を指す。
　氷河期の終わりに大きな氷河が解けて海面が上昇
　するのは、ユースタティックな海面上昇の例である。
●アイソスタティックな原因：これらは主に地域的な
　影響を与える。氷河期に形成された氷床はその一
　例である。特定の地域では、氷床の質量が大きいた
　め、その下の地殻が沈降し、陸地に対して相対的に
　海面が上昇する。氷が解ければ、再び陸地は隆起
　する。この現象は、現在でもスカンジナビア半島の

　陸地で観測されている。
　海面は、数百年の間に10mほど変化することもあ
れば、数百万年の間に200m以上変化することもあ
る。氷河時代の300万年の間、この変化の頻度と幅
は増加した。寒冷期(氷期)には、高緯度地域で巨大
な大陸氷床が形成され、それに伴い海水が減少し、世
界中の海面が大幅に低下した。より温暖な時期(間氷
期)の間、大陸氷床は融解し、それに伴い海面も再び
大幅に上昇した。
　現在の気候に近い最後の温暖期(間氷期)は、13
万年前から11万8千年前の間であった。この時、海面
は現在よりも4～6m高かった。その後、最後の寒冷期
(氷期)へと不規則に移行し、2万6千～2万年前に最
終氷期極大期(LGM: Last Glacial Maximum)を迎
えた。この時、海面は現在よりも121～125m低かっ
た。その後、次の温暖期が始まり、海面は比較的一定
の速度で上昇した。しかし、断続的には、氷が解けて
一時的に海へ水が流入したことをきっかけとして、より
急速な海面上昇を示した時期もあった。これは、南極
や北半球の氷河地帯にある大きな氷塊の崩壊や、内
陸の氷河が解けて後退した際に形成された巨大な天
然の池から水があふれることによって引き起こされ
た。このような比較的急激な海面上昇は、6千年前ご
ろまで続いた。その後、海面は100年に数cm程度の
小さな変動を除いては、ほとんど変化していない。

1 海面上昇の原因はさまざまである。ユースタティックな海面上昇は氷河が解けてその水塊が海に流れ出ることで起こる。一方、アイソスタティックな海
面上昇は、地殻プレートの隆起や沈降などの地殻変動が原因である。熱膨張は、地球温暖化による海水の膨張が原因である。
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　過去6千年の間に起こった小さな変化と比較すると、
前世紀の間に18cmもの世界的な海面上昇があったこ
とは無視できない。過去10年間だけでも、海面は
3.2cm上昇した。これは、前世紀に沿岸部で行われた
測定結果と、1993年以降に世界各地で陸地と水面の
高度を衛星海面高度計によって観測した結果により明
らかになっている。これらの結果は、確かに観測期間は
短いものの、海面上昇の速度が大幅に増加しているこ
とを示している。海面上昇の要因としては、以下のよう
なものが挙げられるが、それぞれの要因がどの程度海
面上昇に影響しているかについては、専門家の間でも
意見が分かれている。
●海面上昇のうち15～50％は、海水温の上昇による
　海水の膨張が原因であるとされている。
●海面上昇のうち25～45％は、極地以外にある山岳
　氷河の融解が原因と考えられている。
●海面上昇のうち15～40％は、グリーンランドと南極
　の氷冠の融解によるとされている。

3.1　6千年前まで、海面は100年あたり平均約80cmの割合で上昇し
ていたが、時おり急激に上昇することもあった。海面が100年あたり5m
上昇した時期が少なくとも2回あり、それぞれ約300年続いた。これは、
氷が解けて一時的に海へ水が流入したことによる。

3.3　南極のロス棚氷の端で懸垂下降の準備をする観光客。棚氷を形
成する浮遊氷の融解が進むと、棚氷が障壁とならず、氷河の崩壊速度が
上昇する可能性がある。

3.2　嵐が来るたびに、北海はイギリスの小さな町ヘイズバラの海岸を容
赦なく侵食し続ける。古い海岸線の防波堤はほとんど機能していない。
ここでは、第二次世界大戦中に建てられた見張り台が侵食された崖から
落下しており、海岸沿いの他の場所では、すでに家が海に流されてしまっ
ている。
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2 本記述は原語版出版時(2010年)の情報に基づく。2022年９月現在、最新のものは2014年発行の第５次報告書であり、第６次報告書も2022年
末から2023年初めごろ発行予定である。

迫り来る悲劇

　モニタリングデータに基づいて、コンピュータモデルを
用いて、将来の海面上昇を予測することができる。こう
した予測の結果は、2007年発行の第４次IPCC(気候
変動に関する政府間パネル)の報告書に含まれている。
これは、現在入手可能な最新の全球的な気候に関する
報告書2で、2100年までに世界の海面が最大59cm上
昇すると予測している。この予測には、大きな大陸氷塊
(主にグリーンランド氷床と南極氷床)が、地球温暖化の
結果、より急速に融解する可能性が考慮されていない。
実際、グリーンランド氷床の末端部や南極の西部、極地
以外の山岳氷河などを対象とした現在の衛星モニタリ
ングにより、氷河の高さ、つまり氷の量が、これまでの専
門家の想定よりも急速に減少していることがわかって
いる。こうしたデータやコンピュータモデリングから、今
世紀末までに海面が80cm以上、おそらくは180cmも
上昇する可能性があることが示唆されている。南極とグ
リーンランドの氷河の融解は、来世紀以降もますます激
しくなる可能性がある。そのころには、他の山岳氷河は

すでに解けて消滅しており、海面上昇に影響しなくなっ
ていると考えられる。
　ドイツ連邦政府気候変動諮問委員会(WBGU)は、
2300年までに2.5～5.1mの海面上昇を予想してい
る。このように数字が大きく異なる理由としては、気候
システムにおけるそれぞれのプロセスがゆっくりと進
行し、均一または直線的な変化をしないため、予測に
は不確実性が伴う点があげられる。確実なことは、初
期には海面上昇がゆっくりと加速するということであ
る。現在の海面上昇率に基づいて計算すると、2300
年までに海面が1m弱上昇することになる。
　現在の海面上昇は、過去30年間の平均でわずか0.7
℃の地球温暖化に対して生じたものである。しかし、
IPCC報告書では、将来的に2～3℃というはるかに大
きな気温上昇が予測されている。これにより、将来のあ
る時点において、WBGUの予測に匹敵する海面上昇
が生じる可能性がある。
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3.4　海面の高さは今世紀末までに大幅に上昇するが、その正確な範囲は不明である。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、今世紀中に最大
で1m上昇すると予測している(上図の濃い緑の網掛け)。また、180cm程度の上昇もあり得るとする研究者もいる(上図薄緑色)。これらの予測には
多くの研究やシナリオが存在するため、調査結果や数値は広範囲にわたっている。地球温暖化による氷河の融解と水の膨張の間には、確実にフィード
バック効果が生じる。南極やグリーンランドの氷床がさらに急速に融解した場合には、記録的な海面上昇が予測されている。

　地球の最近の歴史の中で起こったすべての気候変
化と同様に、現在起こっている地球温暖化は、極地の
気温を世界平均よりも大幅に上昇させるため、海面上
昇に大きな影響を与える。高緯度地域の温暖化は、ア
ルベド(太陽放射の表面反射率)の減少によって引き起
こされる。海氷や氷河といった、色が明るく反射率の高
い部分が減少すると、暗い色の土壌や海面が現れ、太
陽光の吸収率が格段に高くなる。グリーンランドや西南
極の大陸氷床の大部分が解けると、最悪の場合、
1,000年の間に海面が20mも上昇する可能性がある。

特に西南極では、海流の影響により氷河の末端部が不
安定になり、海に浮かぶ棚氷も不安定になっている。そ
の結果、棚氷が崩壊し、大陸岩盤に接している氷から
離れる可能性がある。
　このように棚氷が消滅し、氷河の末端部が海水によ
る侵食に直接曝されるようになると、最終的には氷河
自体も崩壊してしまう。さらに、海面上昇が起こった場
合、それがわずかであっても、海水面が上昇し続けるこ
とによって常に氷河の底が侵食されるため、氷河の末
端部が大幅に崩壊する可能性がある。
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海岸線は自然の力で形成され、環境の変化に応じて大きく変化することが多い。一方で、人間も沿
岸域に影響を与えている。人間は沿岸域を開拓し、耕作し、そして資源を採掘する。このような人間に
よる介入は、地質学的、生物学的な作用と絡み合い、沿岸域に非常に多様な変化をもたらしている。

第２節 自然や人間は沿岸域をいかに変化させるか

沿岸域の重要性と特徴

　沿岸域は、陸、海、そして大気が接する場所である。
何をもって「沿岸域」とするかは、人それぞれの考え方や
想定している科学的な問題に大きく依存するため、標
準的な定義は存在しない。つまり、沿岸域はより海に近
い、あるいはより陸に近いとも考えられうる。簡単にいえ
ば、沿岸域には、陸のうち海から大きな影響を受けてい
る部分と、海のうち陸から大きな影響を受けている部分
が含まれる。沿岸域は、人間の活動によっても大きな影
響を受ける複雑な空間である。地球上の沿岸域は非常
に多様性に富んでおり、人間のみならず他の生物にとっ
てもきわめて重要である。
●沿岸域は、地球の表面の約20％を占める。
●沿岸域には、人間の生活に必要不可欠な輸送ルート
　や産業施設がある。
●沿岸域は、レクリエーションや観光のための主要な
　地域である。
●沿岸域は、鉱物などの地質学的な資源の供給源で
　ある。
●沿岸域には、種の多様性に富んだ重要な生態系が
　存在する。
●沿岸域には、河川から運ばれてきた堆積物を受け止
　める重要なトラップ機能がある。
●沿岸域は、陸と海のあいだを緩衝する役割を果たし、
　地球規模の多くの要素に影響を与えている。
●人口1,000万人以上の巨大都市のうち、75％が沿
　岸域に位置している。
●世界の漁業の90％は沿岸水域で行われている。
●沿岸域には、世界の人口の45％以上が生活し、働い
　ている。

　世界の人口の大部分は、短時間で形状が急激に変
化する平坦な沿岸域に住んでいる。沿岸域の人口は、
地球上の他のどの地域よりも急速に増加している。そ
れに伴い、沿岸部の都市も拡大し、人々はますます多く
の土地を求めている。それと同時に、例えば洋上で大
規模な風力発電施設を開発するなど、沿岸域をより集
中的に利用している。

3.5　標高別の人口分布
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海岸は土砂により形成される

　海岸の形状は様々な要因に影響される。重要な要因
の一つは、泥、砂、礫といった土砂の移動である。土砂
は主に、風によって引き起こされる波と、潮などの流れ
や海に流れ込む川からの水の流れによって運ばれる。
流れに応じて、堆積物は侵食され、運搬され、また運搬
された土砂は堆積する。
　土砂が再び堆積せずに流されてしまうと、海岸の形
状は時間とともに変化する。この一例として、ドイツ・東
フリースラント諸島のメンマート島が挙げられる。ここで
は、南西側が海流によって大きく侵食され、古い灯台が
海水に浸かった状態で立っており、最終的に取り壊さ
れた。
　別の例は、デンマークの北海に浮かぶレム島の西側
の浜にみられる。ここでは、土砂の流入により、海岸の
幅が広くなり続けている。

　土砂が輸送される方向は、原則として二つに大別さ
れる。一つは海岸に平行、または海岸に沿った方向で
ある。もう一つの方向は、海岸に向かうか、または海岸か
ら離れる方向である。侵食される、あるいは堆積する土
砂が多いほど、海岸の形態はより強く変化する。堆積物
が侵食される速度は、その組成に加えて、風や水の流れ
の強さや持続性に依存する。強い嵐の際には、数時間の
うちに膨大な量の堆積物が潮により侵食される。ゆるく
堆積した砂よりも侵食されにくい硬い岩石でできた海岸
では、海岸線の形状は比較的ゆっくりと変化する。海岸
は通常、侵食の結果後退する。なぜなら、海流によって補
充されるよりも多くの堆積物が失われるからである。し
かし、海岸の発達状態は、堆積物のバランスだけで定義
されるものではない。単に海岸線に沿って土砂が運ばれ
ているために、長期的に安定しているという海岸もある。

　現在、多くの沿岸域では、ダムなどの建設事業によっ
て、土砂の自然な流入が妨げられている。世界の沿岸
域のうち、砂、泥、礫などのゆるい物質で構成されてい
るのは20％に過ぎないが、今日ではこれら沿岸域の半
分以上が侵食に悩まされている。もちろん、ゆるい物質
でできた海岸は、堆積物が比較的容易に再配分される
ため、変化への適応が早い。つまり、ある場所で侵食に
より堆積物がなくなっても、新たに土砂が流入すること
によって再び均衡がとれる。しかし、このような海岸の
形態が維持されるかどうかは、本質的には海面上昇の
速度、堆積物の安定性、土砂の流入量に依存する。海
岸を保全するためにある対策を講じたとしても、海岸の
保全にのみ寄与するとは限らない。海岸を改変してしま
う可能性もある。海岸線のある一部分を保全しようとす
ることで、別の地域が被害を受けるということもありう
る。防波堤の建設によってある地域が侵食から保護さ
れると、そこに隣接した保護されていない地域には、必
要な分の堆積物が流入しなくなるかもしれない。砂地
の海岸に比べると、急峻な海岸、特に岩場の海岸につ
いては、海面上昇による影響はそれほど深刻ではな
い。世界的には、急峻な岩場の海岸線は全海岸の約
80％を占めている。

3.6　スコットランドの西海岸にあるルイス島の海岸では、潮の流れによって砂が流され、石の多い地面がむき出しになっている。
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堆積物が地殻の沈降を引き起こす

　海岸の形状は様々な要因に影響される。重要な要因
の一つは、泥、砂、礫といった土砂の移動である。土砂
は主に、風によって引き起こされる波と、潮などの流れ
や海に流れ込む川からの水の流れによって運ばれる。
流れに応じて、堆積物は侵食され、運搬され、また運搬
された土砂は堆積する。
　土砂が再び堆積せずに流されてしまうと、海岸の形
状は時間とともに変化する。この一例として、ドイツ・東
フリースラント諸島のメンマート島が挙げられる。ここで
は、南西側が海流によって大きく侵食され、古い灯台が
海水に浸かった状態で立っており、最終的に取り壊さ
れた。
　別の例は、デンマークの北海に浮かぶレム島の西側
の浜にみられる。ここでは、土砂の流入により、海岸の
幅が広くなり続けている。

　土砂が輸送される方向は、原則として二つに大別さ
れる。一つは海岸に平行、または海岸に沿った方向で
ある。もう一つの方向は、海岸に向かうか、または海岸か
ら離れる方向である。侵食される、あるいは堆積する土
砂が多いほど、海岸の形態はより強く変化する。堆積物
が侵食される速度は、その組成に加えて、風や水の流れ
の強さや持続性に依存する。強い嵐の際には、数時間の
うちに膨大な量の堆積物が潮により侵食される。ゆるく
堆積した砂よりも侵食されにくい硬い岩石でできた海岸
では、海岸線の形状は比較的ゆっくりと変化する。海岸
は通常、侵食の結果後退する。なぜなら、海流によって補
充されるよりも多くの堆積物が失われるからである。し
かし、海岸の発達状態は、堆積物のバランスだけで定義
されるものではない。単に海岸線に沿って土砂が運ばれ
ているために、長期的に安定しているという海岸もある。

　氷河期に形成された氷河の重さにより、沿岸域の地
盤が沈降することはよく知られている。堆積物が厚く積
もることにより、リソスフェア(地殻やマントルの一部)が
圧迫されることもある。地殻は初期には沈降し、その後
荷重がなくなると再び隆起する。氷河が形成される場
合は、氷河期の終わりに氷が解けるときに隆起する。こ
うした元の状態に回復するような動きは、数万年に渡っ
て続くこともある。一例として、スカンジナビア半島の陸
地は、現在でも年間9mmの割合で隆起している。また、
ある部分は沈下したままである一方、別の部分は隆起
しているといったように、地殻が不均等に回復すること
もある。
　河川により膨大な量の土砂が海に運ばれるデルタ

(三角州)地帯では、土砂が厚く堆積していることが多
い。堆積物が積み重なることで、リソスフェアは徐々に圧
力に耐えられなくなっていく。こうして岩盤が沈降する結
果、陸地に対する海面の上昇が起こる。このようなアイ
スタティックな沈降が生じても、土砂が地表に堆積し堆
積物が徐々に厚く補われることもある。しかし、そのよう
な場合を除くと、堆積物自体が荷重の増加によって圧
密されるため、依然として地殻の沈降が生じる。
　また、ニジェール・デルタのように、人間が地下水や石
油、天然ガスなどを採掘することにより、地盤沈下が加
速することもある。これらの要因が複合的に作用した結
果、地表面が年間最大5cmも低下している地域がある。
それに伴い、海面は相対的に上昇している。

　現在、多くの沿岸域では、ダムなどの建設事業によっ
て、土砂の自然な流入が妨げられている。世界の沿岸
域のうち、砂、泥、礫などのゆるい物質で構成されてい
るのは20％に過ぎないが、今日ではこれら沿岸域の半
分以上が侵食に悩まされている。もちろん、ゆるい物質
でできた海岸は、堆積物が比較的容易に再配分される
ため、変化への適応が早い。つまり、ある場所で侵食に
より堆積物がなくなっても、新たに土砂が流入すること
によって再び均衡がとれる。しかし、このような海岸の
形態が維持されるかどうかは、本質的には海面上昇の
速度、堆積物の安定性、土砂の流入量に依存する。海
岸を保全するためにある対策を講じたとしても、海岸の
保全にのみ寄与するとは限らない。海岸を改変してしま
う可能性もある。海岸線のある一部分を保全しようとす
ることで、別の地域が被害を受けるということもありう
る。防波堤の建設によってある地域が侵食から保護さ
れると、そこに隣接した保護されていない地域には、必
要な分の堆積物が流入しなくなるかもしれない。砂地
の海岸に比べると、急峻な海岸、特に岩場の海岸につ
いては、海面上昇による影響はそれほど深刻ではな
い。世界的には、急峻な岩場の海岸線は全海岸の約
80％を占めている。

3.7　東フリースラント諸島のメンメルト島にある古い灯台は、かつては
砂丘の中にあたが、数十年の間に侵食されてしまった。
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　最終氷期につづく、過去8千年間にわたる海面上昇
の最終段階において、堆積作用が海岸の発達に大きく
貢献した。沿岸域の陸地は運搬された物質の堆積に
よって成長し、いくつかの地域では大きな川の三角州が
形成された。河川は、土砂を海岸に運ぶための非常に
重要な輸送路である。河川が運ぶ土砂の量は、いくつ
かの要素に左右される。
●源流から河口までの集水域の大きさ。
●集水域の起伏。起伏の激しい山岳地帯を流れる河川は、
　平地を流れる河川よりも多くの土砂を運搬する。
●岩石や堆積物の特性(例えば、粒径)、または化学的
　風化作用や物理的な侵食作用によって供給される堆
　積物の量。
●集水域気候とその風化作用への影響。
●下流へ流れる地表水の量と土壌の貯水能力。水が
　どれだけ流れるかは降水量にも依存し、それはまた
　気候にも依存する。
　森林の伐採、過放牧、また焼畑農業などの思慮に欠け
る農業の実践によって、特に熱帯地域で深刻な土壌侵食
が引き起こされている。土砂は、ダムで堰き止められなけ
れば、そのほとんどが沿岸域に堆積する。ここから問題が
生じうる。その一つは、土砂が水を濁らせ、水質を変化さ
せ、水中の生物に深刻な影響を与えるということである。
また、水が濁ることにより光の透過率が低下し、一次生産
性が低下する。一方で、侵食が激しいと、河川に含まれる
大量の栄養塩が土砂とともに沿岸の水域に流れ込むた
め、藻類の大発生につながる可能性もある。これらの藻
類が死ぬと、酸素を消費する微生物によって分解される。
これにより、生物にとって致命的な低酸素水塊が形成さ
れ、その結果、こうした水塊において種の多様性が低下す
る可能性がある。
　一方、多くの地域では、ダムによって水が堰き止められ
ているため、土砂が少ないことに悩まされている。世界に
は41,000以上の大きなダムがある。また、小さなダムや貯
水池も多くある。これらのダムは、全世界の河川の流量の
14％を遮断し、それに伴い膨大な量の堆積物も遮断して
いる。これは、海岸の修復にとって深刻な堆積物不足をも
たらす。こうして、侵食は進んでいく。このような土砂不足
は、古くて重い土砂によって地盤が沈下している場所で
は致命的である。本来ならば沈下を補うために堆積する
はずの新しい土砂が不足しているということである。

　地面が沈下すれば、徐々に塩水が河口に浸入し、地下
水に塩分が加わる。ナイル川がその良い例である。アスワ
ン・ダムが建設される前は、毎年繰り返される洪水によっ
て、大陸内部の肥沃な土砂が地中海のナイル・デルタに
流れ込んでいた。この土砂は、ナイル川岸の農民にとって
不可欠なものであるだけでなく、重い堆積物で覆われた
デルタ地帯の地盤沈下を補うためにも重要であった。
1960年代にダムが建設された後、洪水と土砂の輸送が
止まった。その結果、農業生産量は減少し続け、大規模な
海岸の侵食が発生した。中国の長江デルタでも、最近完
成した三峡ダムにより同様の問題が想定されている。
　北米の大西洋岸における、100年以上にわたる衛星写
真と地形図の解釈に基づいた最近の調査では、海面上昇
が重要な堆積作用をも攪乱し、海岸に変化をもたらすこと
が示唆されている。海面が1m上昇すると、海岸線が平均で
約150m後退すると考えられている。研究者によれば、これ
は堆積物のバランス(侵食と堆積)が平衡状態にあることを
前提としている。しかし、ここに挙げた調査結果は、それが
事実でないことを明らかに示している。したがって、計算に
は少なくとも、海岸に沿った土砂の侵食作用と、海岸におけ
る土砂の堆積作用といった両者のバランスが、海面上昇に
よってどのように変化するのかを考慮する必要がある。今の
ところ、そのような研究は行われていない。そのため、海岸
線の後退はさらに劇的なものになる可能性がある。

3.8　1968年に操業を開始したアスワン・ダムは、科学技術の最高傑作
として称賛された。当時は、沿岸部の塩害などの環境への影響は知られ
ていなかった。ダムが正式に運用開始したのは1971年であり、1960年
の建設から約11年後のことであった。

人間により海岸の表面が形成される
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海岸工学的な影響

　多くの河口域では、潮汐に合わせて海水が交互に流
入・流出を交互に繰り返すため、塩水と河川から継続
的に流出する淡水とが混ざりあう。流れが遅くなりその
エネルギーが小さくなると、陸や海に由来する浮遊土砂
が堆積する。土砂の収支は非常に繊細なバランスを保
っている。ダムの建設や水路の浚渫などの工事により、
このバランスは大きく崩れる。その影響は時に非常に
深刻なものとなる。

　なかでも水路の浚渫については、今日大きな議論を
呼んでいる。世界の商取引の95％は海運に依存してい
る。物流上の理由から、世界の大きな港のほとんどは河
川の河口に位置している。使用される船舶がますます
大きくなり、それに伴って喫水も大きくなるため、より深
い水路が必要となる。さらに、航路は堤防上の構造物
によって安定的に保たれており、また水の流れはこうし
た構造物によって最適化されている。水路を浚渫するこ
とで、浚渫された堆積物が攪拌されるため、そこに閉じ
込められていた汚染物質が放出される可能性がある。
また、浚渫により水路の流量が増加することで、堆積物
が再分配されやすくなる可能性もある。
　河口を出入する水の量が多くなると、潮位の干満の
差も大きくなる可能性がある。また、流れの速い水の
方が土砂を移動させるエネルギーが大きいため、土砂
の収支にもさらなる影響を与える。海面上昇と高潮に
より、これらの影響はさらに増幅する。すでに、河川に
おけるダムの構造保全に対しても、どのような影響がみ
られるかが懸念されている。また、船舶の航行量が多
いと、船の立てる波が川岸を侵食することがあるため、
状況はさらに悪化する。ドイツ・ジュルト(Sylt)島では、
海岸の修復のために広く行われている堆積物や砂の
除去によって、海底の形状が変化している。長期的に
は、これが海岸の保護に影響を与えるかもしれない。
海底が深くなることで、波の発生源がより岸に近い位
置に移動する可能性があるのである。
　また、大量の砂が除去されると、海洋生物の生息環
境が変化する。これとは逆の状況として、砂が海に排
出されたとき、例えば浚渫土砂が海底に投棄された場
合でも同様である。このように海に排出される土砂の
80～90％は、水路の浚渫に関連した作業に由来する。
世界中で年間何億m3もの土砂が投棄されている。こ
れを食い止めなければ、投棄された場所に生息する海
洋生物は覆い隠されてしまう。

3.9　ヴェネツィアのラグーンの水位が特に高くなると、サン・マルコ広場
のように街の一部が何度も浸水することがある。イタリアではこうした異
常潮位現象をアクア・アルタ(acqua alta)と呼ぶ。
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沿岸部の都市の成長

　人間社会は、沿岸部の都市の急速な成長によって、
生物環境にもダメージを与えている。あまりにも急な開
発のために、海の中に新たな陸地が作られることも多
い。香港の空港をはじめ、世界中の多くの大規模な事
業がこの方法で建設されている。この事業では、9km2

以上の面積が埋め立てられた。中国の天津港はさらに
広く、約30km2の海域が埋め立てのために専有され
た。このように海を侵略することは、直接隣接している
沿岸地帯に大きな影響を与える。例えば、ニース空港の
建設に使用された180haに及ぶ盛土は、1979年に壊
滅的な地滑りを引き起こした。その結果、津波が発生
し、23人の命が奪われた。

気候変化により海岸は改変される

　沿岸域の将来の運命を正確に予測するためには、研
究者はまず、現在測定可能な変化が実際に気候変化の
結果なのか、それとも自然に起こりうる気候の変動が表
れただけなのかを判断しなければならない。気候に関
連した変化が平常の変動と統計的に区別できる場合に
のみ、気候変化と呼ぶことができる。つまり、気候変化
(climate change)と気候変動(climate variability)は同じ

ものではない。そのため科学者は、研究の目的に応じた
適切な時間スケールで測定や観測をする必要がある。
　地球温暖化によって、大気や水の温度がどこでも一
様に上昇するわけではないことはすでに分かっており、
また変化は温度の変化だけに留まらないことも明らか
になっている。気候変化の影響は非常に変化しやすいも
のである。

海氷や永久凍土の融解

　極域や亜極域の海氷は、大気と海水の間の緩衝材
の役割を果たしている。つまり、嵐による波が海岸に押
し寄せて堆積物を侵食するのを防いでいる。しかし、氷
塊が融解して縮小すると、この緩衝作用が失われる。
それまで氷塊に守られていた堆積物も、より強く侵食

される。永久凍土と呼ばれる恒久的に硬く凍った土壌
も融解する。これらもまた、凍った陸地に比べ、より海
岸の風や波によって侵食されやすい。一方で、主に氷
山や氷河による侵食はもはや起こらなくなる。

淡水の収支、降水量、土砂流入量の変化

　気候変化により、大陸の氷河が解けると同時に、氷河を
維持するために必要な新雪の量も減少すると考えられる。
時間の経過とともに、山から流れ出る淡水の量も減少する。
その結果、水不足になる可能性がある。人間は貯水池に貯
める水の量を増やすことで対応できる。しかし、その結果、

海へと運搬される淡水や土砂の量が減ることになる。
一方で、世界のモンスーン地域など、地球温暖化の影響で
降水量の増加が予想される地域もある。モンスーンによる
強い雨と水の流出により、洪水が増加し、河川によって大
量の土砂や栄養分が沿岸の海に運搬されることになる。

3.10　海岸が堤防で守られていない場合、2mの海面上昇でこの図の
ようになる。赤く塗られた部分は恒久的に浸水したままである。現在の予
測では、今世紀末までに海面が180cmも上昇すると言われている。
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3 平均満潮位とは、海岸の特定の場所における平均的な高水位のことである。特に平均満潮時よりも高い潮位になることを「大潮」という。これは、太
陽と月の特定の位置関係に対応して定期的に発生するものである。ドイツの北海沿岸では、西からの激しい嵐が大潮と重なると特に危険である。

が変わったりすると、この水塊が逆流する。その結果、ド
イツのバルト海沿岸の水位が３m以上も上昇すること
がある。大雨が降ると、海岸の水位がすでに高くなって
いるために、雨水やすでに増えている河川水が流出で
きず、状況はさらに悪化する。

高まる。このような暴風雨は数日間続くことがあり、水
位が非常に高くなり、干潮時でも水位が下がらないこ
とがある。
　また、バルト海のように干満の差が小さい縁海にも、
嵐は深刻な影響を及ぼす。浴槽の中と同じように、風に
よって水塊が水面の一角に溜まり、風が弱まったり方向

堤防では、将来の海面上昇を安全側に考慮し、堤防
天端の高さを暴風雨の際にも30～90cmの余裕を
もつように設計されている。しかし、２mの海面上昇
に対しては、これでは十分ではない。現在、北海地域
の多くの人口密集地はすでに平均満潮位3よりも低
い場所に位置し、バルト海地域では現在の海面付近
に位置している。
　沿岸域は、複雑で重要な生態系が特徴的である。
これらの生態系は、時には海岸の形状に直接影響を
与えるバイオマスを生成する。例えば、サンゴが成長
することで新しい島ができる。また、サンゴ礁は波を
防ぐ重要な防波堤でもある。場合によっては、サンゴ
の成長により島の標高も高くなるため、海面の上昇
による影響を補完できる可能性もある。今後、海面上
昇にサンゴの成長が追いつくかどうかは、海面上昇
の速度や水温にもよる。研究者たちは、適応力はあ
るが繊細なサンゴの生活環境が悪化することを懸念
している。まず、一部の地域ではすでに水温が高すぎ
ること、次に、予測される海面上昇や海岸の沈下に
サンゴがついていけなくなることが挙げられる。
　また、河口域やマングローブ、湿地帯など、それ自
体が暴風雨による浸水から守られているような、沿岸
の浅海域も洪水の脅威にさらされている。マングロー
ブや湿地が海に沈んだ場合、波が陸地に浸入し、大
きな損害をもたらす可能性がある。このような変化を
内陸からの土砂投入で補うことができるのは、非常
に稀で滅多にみられないケースに限られる。

　気候変化に伴う海面上昇により、多くの沿岸地域
や島嶼群で浸水が発生する。これらの地域は、一時
的にではなく、恒久的に水没することが予想されて
いる。したがって、これらの洪水は、近い将来頻繁に
発生するであろう、陸地の短期的・一時的な浸水と
同一視することはできない。海面上昇は、早ければ
来世紀以降に2mの水準に達する可能性がある。し
かし、このシナリオは、あくまでも地形データに基づ
いたものである。堤防などの海面上昇から保護する
ための構造物は考慮されていない。シミュレーション
では、水が海岸の等高線上を流れていくことだけが
考慮されている。また、このモデルでは、海面上昇に
伴い、海岸の侵食により多くの土地が消失しやすく
なることも考慮されていない。海岸線全体は、その砕
波帯とともに、侵食によって陸側に移動する可能性
が高い。そして、これまで堤防などにより保護されて
いた地域が、浸水によって破壊される恐れがある。
　現在、暴風雨による浸水により、防潮林がすでに
なぎ倒されている。このような悪影響は、将来的には
さらに強まるだろう。波が徐々に陸地に押し寄せてく
るような、非常に緩やかな傾斜の海岸の斜面は、波
の侵食により次第に急になっていく。海岸の堤外地
が急峻になることにより、将来暴風雨に襲われる可
能性のある、脆弱な部分の表面積が大きくなる。侵
食は勢いを増し、海岸の堤外地の緩衝能力が低下
する。
　脅威にさらされている地域には、現在、堤防で守ら
れている多くの地域も含まれている。北海やバルト海の

島嶼と海岸における浸水

度が世界的に増加するかどうかについては、科学的な
コンピュータモデルや測定データによって異なる結果が
得られているため、まだ意見が一致していない。
　暴風雨による洪水は、潮汐との相互作用によって発
生する。満潮時、特に大潮のときは、暴風が水を沿岸に
押し寄せると、広範囲の陸地で洪水の危険性が大幅に

　現在、地球温暖化により、熱帯低気圧や高潮などに
おいて極端に激しい現象がより頻繁に発生すると考え
られている。海面が高くなれば、海岸での嵐の破壊力も
大きくなるため、結果として海面上昇の影響が強まると
考えられる。科学者たちは、特に温帯地域と熱帯地域
で嵐の活動が活発になると予想している。嵐の活動頻

極端な海水位
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3.11　1976年の高潮は、ドイツの北海沿岸で記録された最も深刻な高潮による洪水として注目されており、エルベ川のハーゼルドルフ湿原で見られ
るように、堤防の破損は極めて深刻な被害をもたらした。クックスハーフェンの水位は、通常より5.1m高い記録的な高さに達した。しかし、それまでに堤
防の多くの部分が補強されていたため、1962年の洪水に比べて被害は軽微であった。

高潮の発生率の増加

する可能性がある。激しい高潮が繰り返し発生する確
率が大幅に高まることになる。嵐で洪水が起こりやす
いドイツのバルト海沿岸では、この影響はさらに深刻に
なるだろう。ドイツのバルト海沿岸では、平均海面から
2.5mの高さに達する100年に一度の高水位が２～５
年ごとに発生する可能性がある。

　海面上昇には、水位の上昇以外にも様々なものがあ
る。ドイツにおける脅威の例で示されたように、異常に
水位の高い高潮が頻繁に発生していることが非常に
重要である。海面が１m上昇すると、基準となる水位が
１m高くなるため、危険な高潮がより頻繁に発生する。
この場合、1976年にドイツの北海沿岸で発生した高
潮のように、100年に一度の高水位が10年ごとに発生

が変わったりすると、この水塊が逆流する。その結果、ド
イツのバルト海沿岸の水位が３m以上も上昇すること
がある。大雨が降ると、海岸の水位がすでに高くなって
いるために、雨水やすでに増えている河川水が流出で
きず、状況はさらに悪化する。

高まる。このような暴風雨は数日間続くことがあり、水
位が非常に高くなり、干潮時でも水位が下がらないこ
とがある。
　また、バルト海のように干満の差が小さい縁海にも、
嵐は深刻な影響を及ぼす。浴槽の中と同じように、風に
よって水塊が水面の一角に溜まり、風が弱まったり方向

度が世界的に増加するかどうかについては、科学的な
コンピュータモデルや測定データによって異なる結果が
得られているため、まだ意見が一致していない。
　暴風雨による洪水は、潮汐との相互作用によって発
生する。満潮時、特に大潮のときは、暴風が水を沿岸に
押し寄せると、広範囲の陸地で洪水の危険性が大幅に

　現在、地球温暖化により、熱帯低気圧や高潮などに
おいて極端に激しい現象がより頻繁に発生すると考え
られている。海面が高くなれば、海岸での嵐の破壊力も
大きくなるため、結果として海面上昇の影響が強まると
考えられる。科学者たちは、特に温帯地域と熱帯地域
で嵐の活動が活発になると予想している。嵐の活動頻
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3.12　バングラデシュは2009年のサイクロン「アイラ」で大きな被害を受けた。このサイクロンでは、何千人もの人々が家を失った。この女性は、５人の
家族とともに、急流によって泥でできた堤防が破壊された後、その場しのぎのシェルターにより命が救われた。

　気候変化は、集中的な人間活動によってすでに深刻な
影響を受けている沿岸域に、ますます大きな圧力をかけ
ている。このことは、これらの地域が今後数十年、数百年
の間に居住地としての価値や経済的価値をどの程度ま
で維持できるのか、そもそも維持できるのか、あるいは人
類にとっての脅威となるのかという問題を提起している。
また、マングローブ、サンゴ礁、藻場、塩性湿地など、多くの
地域で沿岸域の人々の生活を支えている沿岸の生態系
や生育環境にどのような変化が起こるかも分からない。

科学者たちは近年、様々な研究により、海面上昇がもた
らす脅威の範囲を評価しようとしている。洪水のリスク
が最も高い沿岸域を評価するには、まず現在の海面上
昇の高さを分析する必要がある。しかし、多くの沿岸域
では信頼できる地形図がまだ存在しないため、これは
容易ではない。概算では、世界で2億人以上の人々が
海抜5m以下の海岸線に住んでいる。21世紀末には、こ
の数字は4～5億人に増加すると推定されている。

最終氷期が終わってから現在までに、海面は約125m上昇した。これには、自然的な原因と人為的
な原因がある。しかし、人為的な原因による温室効果がこの海面上昇を激化させている。その主な
影響は、水の熱膨張と氷河の融解である。その結果、わずか300年以内に、海面がさらに5m上昇
する可能性がある。

第3節 海面上昇に立ち向かう沿岸域

究極の質問：沿岸域はどれほど悪影響を受けるのか？
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　これと同じ時間枠の中で、沿岸域の巨大都市は成
長を続けるだろう。特にアジアでは新しい都市が建設
されるだろう。ヨーロッパでは、１mの海面上昇で
1,300万人が脅威にさらされると推定されている。その
結果、沿岸域の保護対策にかかるコストが高くなるこ
とが予想される。極端なケースでは、移住が唯一の解
決策となるかもしれない。現在、世界には海抜20m以
下に10億人の人々が住んでおり、その土地の面積は
約８００万km2である。これは、ブラジルの面積に匹敵
する。この数字だけを見ても、沿岸域が失われればい
かに悲惨なことになるかがわかる。IPCCの沿岸域管
理サブグループは、沿岸域の脆弱性を評価し、各国の
脅威を比較する際に、次のような特徴も考慮している。
●洪水被害を受けやすい地域の経済的価値
　(国内総生産、GDP)
●都市居住域の範囲
●農地の広さ
●雇用の数
●洪水の緩衝機能がある沿岸湿地の面積または範囲
　人口の大部分が沿岸域に住んでいるため、どの国が
最も被害を受けるかについて、かなり正確な予測がなさ
れている。バングラデシュとベトナムは非常に脆弱であ
る。モルディブやバハマのような低平地の群島では、ほ
ぼすべての人口と国家経済が脅威にさらされている。
絶対数では、中国がトップに立っている。ヨーロッパで
最も被害を受けやすい地域は、イギリス東部、ベルギー
からオランダ、ドイツを経てデンマークに至る沿岸域、
オーデル川やヴィスワ川の三角州があるバルト海沿岸
南部である。また、地中海や黒海の沿岸にも、北イタリ
アのポー川デルタやヴェネツィアのラグーン、ローヌ川、
エブロ川、ドナウ川のデルタなど、人口の多い洪水多発
地帯がある。

　オランダ、イギリス、ドイツ、イタリアの人口密集地の
一部は、すでに平均高水位よりも低い位置にある。海
岸の防波堤がなければ、これらの地域は今日でもすで
に浸水しているだろう。したがって、これらの地域では、
海面上昇の速度がどれくらいになるかという問題が非
常に重要であり、関心が極めて高まっている。私たち
は、どのようにしていち早く沿岸域の保護を強化できる
か、社会はどのようにして新しい状況に適応できるか、
そして、将来的にいくつかの集落を放棄する必要があ
るのかどうかといった問題を解決する必要がある。適
切な沿岸保護策がなされなければ、数十cmの緩やか
な海面上昇であっても、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ
の沿岸地域に住む多くの住民が家を追われ、「海面難
民」となる可能性がある。また、経済的な被害も甚大な
ものとなるだろう。主要な港湾都市のインフラや、内航
船や河川輸送が多い地域の貿易・輸送ネットワークに
も影響が及ぶだろう。専門家は、ドイツの海岸線におけ
る海面上昇の影響について、詳細な見積もりを始めて
いる。

3.13　北海のジュルト島では、巨大な4本足のコンクリート製の「テトラ
ポッド」が、ヘルヌム付近の海岸を激しい高潮から守るために設置されて
いる。このような保護策は非常にコストがかかる。
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　ヨーロッパや東アジアの一部(日本、中国)では、早くか
らリスク管理の文化が発達していた。中世までの撤退と
適応といった段階を経て、近代になると入植した北米や
その他の地域で採用されたような保護策が広まった。標
高の低い地域や沿岸の都市を洪水、土地の喪失、浸水、
地下水の塩水化から効果的に保護することは、経済的
にも技術的にも複雑なプロセスである。しかし、オランダ
の例のように、小規模で豊かな先進国が深刻な潜在的
脅威に直面した場合、長期的な保護戦略をとることがで
きることが示されている。ドイツもまた、これよりもはるか
に長い海岸線を堤防などで維持・保護するため、多額の
投資を行っている。毎年、オランダとドイツは合わせて約

２億５,０００万ユーロを海岸線の保護に費やしている。こ
れはドイツの国民総所得の0.01％、オランダの国民総所
得の0.05％に過ぎないが、これらの金額が既存の保護
設備の維持や強化のために使われていることを忘れて
はならない。
　他方、貧しい沿岸国や小島嶼国は、同じような規模で
海岸線を守ることができない。海面上昇に直面したとき、
彼らは適応するか撤退するかの選択を迫られる。パプア
ニューギニアのカータレット諸島で2007年に始まったよ
うな再定住プロジェクトでさえ、コストがかかる。1,700人
の避難にかかる費用を正確に評価することはまだできな
いが、数百万米ドルに上ることは間違いない。

2. 
3.

4.
1.

　海岸に人が住み始めて以来、人間社会は環境の
変化や、嵐や洪水の脅威と折り合いをつけなければ
ならなかった。そして、自然の力から身を守る術を身
につけていった。現在、4つの異なる戦略が用いられ
ているが、いずれも長期的には成功していない。

に作られた農場、杭の上に建てられた家など)。
堤防や防潮壁、防潮堤の建設による保護または防御。
脅威にさらされた居住地を放棄または移転する
ことによる撤退(移住)。
脅威が弱まったり、変化したりすることを期待し
て、「成り行きを見守る」。建物や集落の適応(人工的な住居用の丘、土塁

生き残るための古い言い習わし：堤防を作るか、移住するか

3.14　オランダは将来の洪水に備えている。技術者らにより、マースボンメルの水辺に浮かぶ集落が建設された。水陸両用の家は、垂直の杭で陸地に
固定されており、水位が上がると構造物も上昇する。
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3.15　海面上昇は、沿岸地域とそこに住む人々にさまざまな影響を与える。社会は自らを守るために対策を講じることができるが、そのコストは相当な
ものになり、最終的には利益を上回ることになる。その対策は次のように分類される。[P] ‒ 保護策、[A] - 適応策、[R] ‒ 撤退策

海面上昇が自然の沿岸システムに
及ぼす影響 考えられる防護／適応策 相対的なコスト

 1. 非常に高い（建設と維持管理）
 2. 中～高
 3. 非常に低い（単発）　
 4. 中程度（繰り返す）

 5. 低～中程度（継続的）
 6. 非常に高い（単発）
 7. 高い（繰り返す）
 8. 中 / 低（継続的）

 9. 中・高（建設）
10. 中・低（継続的）
11. 中～高（建設）
12. 低～高（単発）

13. 高（建設、維持管理）
14. 低（継続的）
15. 中程度（反復的）
16. 低（恒久的）

17. 高い（継続的）
18. 非常に高い（建設）
19. 低い（恒久的）
20. 非常に低い（反復的）

 1. 堤防と洪水防止堤防 [P］
 2. 人口的な居住用の円丘や
 　 耐水建築物 (基準 ) [A]
 3. リスクゾーンの特定 [A/R]
 4. 適応的土地利用、景観計画 [A/R]

a) 高潮
b) 河口域における逆流   
    (backwater)

a) 地表水への流入
b) 地下水への流入

１. 低平地の浸水と
    それに伴う被害

4. 海水の流入

 5. 順応的土地開発計画 [A/R]
 6. 堤防の移転 [A/R]
 7. 前浜の埋め立て [P/A]
 8. 養浜、土砂保護 [P]

2. 沿岸湿地帯の損失もしくは変化

3. 直接・間接的な形態変化、
　特に砂浜や断崖の浸食

５.（地下水の）水位上昇と
　  土壌の排水能力の欠乏

 9. 水制の建設、堤防の保護と
     海壁の建設 [P]
10. 海岸保全、砂丘の保護 [P]
11. 水中礁、防波堤の設置 [P]
12. 開発禁止区域 [R]

13. 塩水流入防止のためのダム、
 　 防潮堤等 [P]
14. 取水量の調整・削減 [A/R]
15. 淡水の汲み入れ [P]
16 適応取水量 [A/R]

17. 土壌／排水の改善 [P]
18. ポンプ場の建設 [P]
19. 土地利用の変更 [A]
20. 洪水地域／高リスク地域の指定   
　   [A/R]
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　海面上昇の影響に対抗し、対処するための戦略は
様々である。その対策が大きな地方レベルで行われる
か、より小さな地域レベルで行われるかは、主にコスト
面とその地域の地質の特徴による。例えば、バングラデ
シュのガンジス川とブラマプトラ川のデルタ地域では、
重い堤防はその下にある軟らかい土に沈んでしまう。ま
た、何百kmもの堤防を築くための資金もない。このよう
なプロジェクトには２００億ユーロ以上の費用がかかる
と言われており、これはオランダとドイツの年間海岸保
護費の少なくとも１００倍に相当する。バングラデシュの
国家経済では、このような金額を支えることはできな
い。他の地域では、海岸を守るための建築資材そのも

のが十分ではない。多くのサンゴ礁の島々では、海岸
線を埋めるために必要な土砂が足りず、また堤防や防
潮堤を建設するために必要となる場所や建材がない。
仮に十分な資金があったとしても、これらの島々は海
に対してほとんど無防備な状態である。海面上昇の脅
威は、サンゴ礁からサンゴ石灰石が取り除かれ、ホテル
群の建設に利用されていることにより、さらに悪化して
いる。
　２１世紀における海面上昇が、沿岸・島嶼国とその保
護にとって、どのような意味を持つかを正確に予測する
ことはできない。なぜなら、それは開発の範囲と速度に
大きく依存するからである。２１００年までに海面が１m

以上上昇した場合、多くの場所にある堤防や保護構造
物は、もはや対処するのに十分な高さや安定性を備え
ていないだろう。新たな治水システムを構築し、内陸の
排水システムを大幅に改善しなければならない。専門
家によると、ドイツの沿岸保護にかかる費用は、堤防の
背後にある８００～1,000億ユーロ相当の資産を守る
ために、年間１０億ユーロにまで膨れ上がると予想され
ている。世界規模で見れば、そのコストは１,０００倍にも
なる。堤防によって守られている相当な経済資産を考え
れば、保護と適応のためのコストは一部の国にとっては
価値があるだろうが、貧しい沿岸域はおそらく失われる

か人が住めなくなり、住民は「気候難民」となるだろう。
　おそらく先進国では、高価で複雑な沿岸保護のため
の技術を用いて、しばらくの間は海による侵食を食い
止めることができるだろう。しかし、先進国でこうした戦
略をとったとしても、最終的には適応、あるいは撤退に
道を譲らざるを得ないだろう。ロンドン、ロッテルダム、
ヴェネツィアの防潮堤のような非常に複雑な防御要塞
は、特異な事業のままである可能性が高い。それ以外
のほとんどの地域では、「適応」や「撤退」といった近代
的なリスク管理の概念を発展させることがより合理的
だと考えられる。

3.16　低平地の沿岸域に最大の人口を有し、そこに居住する人口の割合が高い国々。人口が10万人未満の国は含まれていない。また、合わせて
人口423,000人になる15の小さな島国も含まれていない。
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　海面上昇の影響に対抗し、対処するための戦略は
様々である。その対策が大きな地方レベルで行われる
か、より小さな地域レベルで行われるかは、主にコスト
面とその地域の地質の特徴による。例えば、バングラデ
シュのガンジス川とブラマプトラ川のデルタ地域では、
重い堤防はその下にある軟らかい土に沈んでしまう。ま
た、何百kmもの堤防を築くための資金もない。このよう
なプロジェクトには２００億ユーロ以上の費用がかかる
と言われており、これはオランダとドイツの年間海岸保
護費の少なくとも１００倍に相当する。バングラデシュの
国家経済では、このような金額を支えることはできな
い。他の地域では、海岸を守るための建築資材そのも

のが十分ではない。多くのサンゴ礁の島々では、海岸
線を埋めるために必要な土砂が足りず、また堤防や防
潮堤を建設するために必要となる場所や建材がない。
仮に十分な資金があったとしても、これらの島々は海
に対してほとんど無防備な状態である。海面上昇の脅
威は、サンゴ礁からサンゴ石灰石が取り除かれ、ホテル
群の建設に利用されていることにより、さらに悪化して
いる。
　２１世紀における海面上昇が、沿岸・島嶼国とその保
護にとって、どのような意味を持つかを正確に予測する
ことはできない。なぜなら、それは開発の範囲と速度に
大きく依存するからである。２１００年までに海面が１m

以上上昇した場合、多くの場所にある堤防や保護構造
物は、もはや対処するのに十分な高さや安定性を備え
ていないだろう。新たな治水システムを構築し、内陸の
排水システムを大幅に改善しなければならない。専門
家によると、ドイツの沿岸保護にかかる費用は、堤防の
背後にある８００～1,000億ユーロ相当の資産を守る
ために、年間１０億ユーロにまで膨れ上がると予想され
ている。世界規模で見れば、そのコストは１,０００倍にも
なる。堤防によって守られている相当な経済資産を考え
れば、保護と適応のためのコストは一部の国にとっては
価値があるだろうが、貧しい沿岸域はおそらく失われる

か人が住めなくなり、住民は「気候難民」となるだろう。
　おそらく先進国では、高価で複雑な沿岸保護のため
の技術を用いて、しばらくの間は海による侵食を食い
止めることができるだろう。しかし、先進国でこうした戦
略をとったとしても、最終的には適応、あるいは撤退に
道を譲らざるを得ないだろう。ロンドン、ロッテルダム、
ヴェネツィアの防潮堤のような非常に複雑な防御要塞
は、特異な事業のままである可能性が高い。それ以外
のほとんどの地域では、「適応」や「撤退」といった近代
的なリスク管理の概念を発展させることがより合理的
だと考えられる。

結論：沿岸域の未来防衛か秩序ある撤退か？

　沿岸域の形状は、侵食の安定性、堆積、潮汐、暴風雨
の頻度、海流など、さまざまな要因のバランスによって支
配されている。気候変化、海面上昇、人間活動によって、
これらの要因のバランスは乱されている。通常、ある転
換点に達するまでは、このような不均衡な状態から元
の状態に戻ることができる。転換点に達すると、いかな
る変化も不可逆的であり、自然の均衡状態に戻ること
はもはや不可能となる。人間活動と気候変化の複合的
な影響により、多くの沿岸地域がその転換点に向かっ
て進んでいる。したがって、将来的には、すべての建築活
動や浚渫土砂などの物質の移動は、持続可能性を考
慮して非常に慎重に計画されなければならないといえ
る。そのためには、統合的な沿岸域の管理システムが必
要である。海面上昇は最初はゆっくりとしたものだが、
間違いなく次第に加速し、２１世紀を超えても続くだろ
う。その結果、徐々に多くの沿岸域は住めなくなり、人
々は家を失い、文化の一部を失うことになるだろう。
　豊かな沿岸域の国々は、しばらくの間はこのプロセス
を遅らせることができる可能性があるが、保護と適応の
ための対策に莫大な資金と技術を投入しなければなら
ない。現在の、北海とバルト海の海岸線に沿ったドイツ

の沿岸域では、このような保護策が常に行われており、
また人と物的資産に対する費用対効果は良好である。
しかし、このような場所でも、長期的には住民はこれら
の沿岸域から退避するか、あるいは上昇する海水位に
対して適応するかの決断を迫られることになるだろう。
オランダの建築家らは、土地にしっかりと固定されてい
て、満潮時には浮くことができる最初の浮遊式集落を
すでに建設している。これは適応戦略の良い例で、人々
は水との共存を学んでいる。
　将来的には、多くの場所で人々は同様の持続可能
な土地利用と開発計画の戦略を採用しなければなら
ないだろう。これは特に、深刻な脅威にさらされている
海抜５m以下の海岸域に当てはまる。また、居住地域に
緩衝域を設けて、その中では浸水によるリスクの低い
建物のみに対して建築を許可することも考えられる。洪
水被害を受けやすい地域では、現在でも１階に住宅
や事業所を置くことができない場合がある。しかし、長
期的には、気候変化を緩和するための行動をとること
で、気候変化と海面上昇を可能な限り抑制するという
一つの大きな目的に向かう必要があるだろう。
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海洋汚染：あらゆる物質は海に行き着く



人間社会は、食品や工業製品、消費財を生産・利用することで生じる大量の廃棄物を必然的に生み
出している。この大量の廃棄物は、最終的に海に辿り着く。幸いなことに、石油による汚染は近年減
少しているが、栄養塩や汚染物質の負荷の増加と当たり前になっている海洋へのごみの廃棄は、高
まる海洋汚染への懸念材料の一つとなっている。



　沿岸域は、海洋において最も生産性が高い海域の一
つである。多くの魚類や貝類、その他の魚介類は、沿岸
域で漁獲される。この高い生産性は、河川により陸地
から海洋へ運搬される栄養塩によって支えられている。
これらは、植物の成長に不可欠な物質であるリン酸塩
と窒素化合物を含んでいる。海洋では特に微細藻類で
ある植物プランクトンが、これらの物質を利用している。
沿岸域では栄養塩が豊富に存在するため、植物プラン
クトンは非常によく増殖する。この植物プランクトンは、
動物プランクトンや小型甲殻類、魚類の仔魚、その他の
生物によって接触され、海洋における食物網の基盤を
形成している。　

　沿岸域はその高い生物生産性により、養殖漁業に
とっても魅力的な海域となっている。養殖漁業の世界的
な生産量は、1970年から2019年の間に約30倍に増
加した。しかし、沿岸域への栄養塩の供給源は河川だ
けではない。例えば、アフリカの西海岸では、海流に
よって栄養塩の豊富な深層の海水が、光が透過する表
層に輸送されている。こうした現象を「湧昇」という。こ
れらの湧昇域では、栄養塩は藻類の成長を促進し、食
物網全体を通じて生産性を高め、最終的にはより大き
な漁獲量を生みだす。したがって、適正な濃度の栄養塩
は生態系にとってポジティブな要素であり、沿岸域の海
洋生物にとって不可欠である。

河川-沿岸海域の生命線 

4.1　富栄養化は藻類の増殖を促進する。ドイツの北海沿岸では、写真のように、増殖した藻類が岸に打ち付けられることで海面が泡立つ現象 (波
の花 )が時々発生する。

第1節 海洋への過剰施肥
河川は、農業由来の栄養塩と未処理の排水を海洋に輸送する。この栄養塩と排水の流入は、多くの
海域において藻類の大増殖を引き起こす。一部の地域では、生息地全体が変化してしまうこともある。
富栄養化を抑制するための取り組みは、ヨーロッパの一部の地域で成功しているものの、世界的に
みれば状況は悪化している。
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4.2　化学肥料の大量流入による海域の富栄養化は、一般的に緑藻の大量発生によって顕在化する。2008年に青島で開催されたオリンピックセーリ
ング競技の開始前には、緑藻を水面から人力で除く必要があった。

　しかし、地球上の多くの人口密集域では、過剰な量
の栄養塩が沿岸域に流入している。これらの栄養塩の
多くは、化学肥料を使用した集約的な農業に由来して
おり、こうした化学肥料は雨によって河川へと流される。
　世界中で利用されている窒素肥料の量は、1970年
から2005年の間に3倍以上に増加した。加えて、窒素
化合物とリン酸塩化合物は、未処理の排水や化石燃料
の燃焼によって大気を介して海洋へと輸送される。こう
したプロセスを、科学者は富栄養化と呼んでいる。豊富
な栄養塩によって植物プランクトンは異常増殖し、典型
的な「ブルーム」を形成する。
　北海とワッデン海では、大増殖した藻類が、海岸へ打
ちつける波によって泡立てられ、時折高さ1mほどのメレ
ンゲの山のようなものを形成することがある。また、有毒
藻類の増殖は重大な脅威となる。これらは、魚や二枚
貝などの様々な海洋生物にとって有毒であり、食物連
鎖を介して人間が摂取する可能性もある。毒化した貝
を食べたことにより死亡した例が数多く報告されてい
る。また、科学者は、餌と共に藻類由来の有毒物質を摂
取したことにより海産哺乳類が死亡したことを確認して
いる。これらの有毒藻類のブルームは、例えば、テキサス
州の海岸沿いで発生する。大量発生した有害藻類は水
を変色させるので、一般的に「赤潮」と呼ばれている。
　毒性のない藻類のブルームでも、死亡後に問題を引
き起こす可能性がある。死滅した藻類は海底へと沈降

し、微生物によって分解される際に海水中の酸素を枯
渇させる。水中の酸素濃度が低いと、魚や甲殻類の大
規模なへい死につながる可能性がある。酸素濃度が低
下し始めると、最初に魚やカニなど、移動能力の高い動
物がこのような海域から離れる。同時に、海底では、健
全な酸素供給を必要とする動物の個体群が減少する。
酸素濃度が低下し続ける場合、海底に生息するほとん
どの種はいなくなってしまう。 その結果、低酸素濃度下
でも生息できるほんの数種しか生き残らない。最終的
に底層の水から酸素が完全に失われてしまえば、これ
らの生物でさえ死滅してしまう。
　しかし、富栄養化は植物プランクトン以外の他の生
物が大増殖する原因にもなる。富栄養化はより大型の
植物(海藻や大型藻類)に大きな影響を及ぼし、しばし
ば沿岸生態系全体を変化させうる。その一例として、
2008年に中国青島で発生した緑藻類の大発生が挙
げられ、これによってオリンピックのセーリング競技が中
断された。他の例では、富栄養化によって海草藻場が消
失したり、ある生息地の生物の種組成が変化したりす
ることもある。つまり、富栄養化とは、陸域での変化が海
洋に影響を及ぼしうることを示す実例であり、これは海
洋が河川や待機によって陸域と繋がっていることによ
る。富栄養化の負の影響を弱めるためには、沿岸域へ
のリン酸塩や窒素化合物の流入を減少させる重大な
努力が必要である。

過ぎたるはなお及ばざるが如し
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4.3　植物プランクトンの増殖に適した条件では、写真のバルト海のように
藻類のブルームが発生する。シアノバクテリアの大繁殖により、水が緑色に
変色してしまう。これは自然現象であるが、過剰な施肥によってこうした藻
類のブルームは今日非常に高い頻度で発生している。



トレンドの逆転

　ライン川と北海は、両方の水域で膨大なデータが利
用可能であるため、ヨーロッパにおいて河川から海洋
へ流入した栄養塩がどのように変化したかを調査する
ための良い例である。最初の観測は、早くも19世紀半
ばに行われた。ドイツとオランダの国境近くを流れるラ
イン川から、水のサンプルを数十年にわたって採取・分
析した。研究者は、国境の町ロビス付近で、20世紀半
ばからリン酸塩および硝酸塩濃度の大きな増加を記録
している。適切な対策を講じた結果、1980年代半ば以
降、一貫してその濃度を下げることに成功した。
　栄養塩濃度の増加には、農業や工業からの栄養塩
流入の増加と未処理の都市下水の排水が原因と考え
られている。洗濯に用いる水からカルシウムを取り除く
ためのリン酸塩添加剤を含有した合成洗剤は、リン酸
塩の重要な供給源になっていた。1970年代には、この
タイプの洗剤の使用禁止措置がとられたことにより、ラ
イン川のリン酸塩濃度が減少し始めた。その後、1980
年代には、ライン川の窒素レベルも低下し始めた。これ
は、農業における施肥方法の改善により、畑から流出す
る栄養塩が少なくなったことが一因である。もう一つの
理由は、工業排水および家庭排水の処理方法が改善さ
れことである。1987年、北海諸国の環境大臣は、河川

によって輸送されるリン酸塩と窒素の量を半分にすると
いう目標に、最終的に合意した。リン酸塩については、
この目標はすぐに達成された。一方、窒素化合物につ
いては、目標を達成するのに25年かかった。しかし、ラ
イン川は、高度に開発され集中的に利用されている農
業地帯を流れているため、河川水中のリン酸塩と窒素
の濃度が低下しているにもかかわらず、大量の栄養塩
を北海に輸送している。現在の硝酸塩の負荷は、150
年前の工業化以前の時代よりも依然として高い。同様
の状況は、他のヨーロッパの河川流域と米国でも確認
されている。
　ヨーロッパの一部の地域では、政治判断によって栄
養塩濃度のトレンドが逆転し、海洋への栄養塩流入の
減少につながっている。しかし、逆のトレンド、つまり栄
養塩濃度が増加する傾向は、依然として世界中で見ら
れうる。コンピュータモデルは、人口増加と農業の集約
化により、多くの地域で肥料使用量が増加しているこ
とを示している。実際多くの沿岸域では、河川から海
洋に流入するリン酸塩や窒素の量が増加している。特
に東南アジアでは、河川が海洋にますます多くの栄養
塩を輸送しており、専門家はこの傾向が続くと予想し
ている。

4.4　沿岸域の富栄養化は、主に大型河川によって海洋に流れ込んだ大量の硝酸塩(窒素化合物)とリン酸塩が主な原因である。例えば、前世紀半
ば以降、国境の町Lobith付近を流れるライン川の栄養塩濃度は非常に高くなっている。これは、農業における化学肥料の大量使用と不適切な廃水
処理によるものである。リン酸塩系洗剤の使用禁止や施肥技術の改善などの対策により、海洋へ流れ込む硝酸塩やリン酸塩の量は大幅に減少し
た。しかし世界の他の多くの沿岸域では、栄養塩濃度は増加し続けている。 
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ミシシッピ川とメキシコ湾の死のゾーン

　ミシシッピ川ほど流域面積の広い河川は、北米には
他に存在しない。それゆえ、ミシシッピ川からメキシコ湾
へ流入する栄養塩の量も非常に多い。河川から流入す
る淡水は、海水よりも密度が軽いため、海水の上部に
異なる層を形成する。この現象を成層という。淡水の層
は、海水と大気の間での酸素などのガスの交換を妨げ
る「毛布」のような役割を果たしている。このような成層
は、デンマークとスウェーデンの間に位置するバルト海
や、ノルウェーのフィヨルドなど、他の沿岸域でも確認さ
れている。しかし、ミシシッピ川の場合は、栄養塩の量が
とりわけ多いため、状況が悪化しやすい。栄養塩が豊
富に存在することで、藻類が大増殖してしまう。その後、
藻類が死滅すると、その遺骸は底層へと沈降する。沈
降した藻類の遺骸は、バクテリアによって分解され、そ
の過程で酸素が消費される。このプロセスは、底層の塩
水における酸素濃度が大幅に低下する原因となる。遊
泳能力のある生物は、酸素濃度が低いエリアから逃避
する。一方で、ムラサキイガイのような運動能力の低
い動物は死滅してしまう。そのため、ルイジアナ州やテ

キサス州の沿岸にある低酸素地帯は「死のゾーン」と呼
ばれている。2002年には、2万平方キロメートル以上に
わたり酸素が欠乏している地域が観測された。これはド
イツの面積の半分に相当する広さである。このような成
層に伴う貧酸素化問題は、前世紀の中頃から頻繁に
発生するようになったという証拠は多数存在する。こう
した問題の増加は、栄養塩濃度の上昇、特に1950年
代から3倍にまで増加した窒素によるものと思われる。
メキシコ湾北部の成層化は、実際には自然に発生する
現象の一つであり、特に降雨量が多い年に顕著にな
る。ハリケーンのような暴風雨により、水が効果的に混
合され、成層の影響を打ち消すこともありうる。しかし、
ミシシッピ川の栄養塩類の輸送量はそれを打ち消すほ
どに多い。現在、死のゾーンの最大面積を約5,000平
方キロメートルに抑えることを目標に、栄養塩の流入量
を減らすための計画が実施されている。具体的には、廃
水処理の改善、施肥方法の最適化、大量の栄養塩類を
吸収することのできる河川沿いの氾濫原(洪水時に氾
濫する平野範囲)の形成などの対策である。

4.5　ミシシッピ川は膨大な量の堆積物(黄褐色)と栄養塩をメキシコ湾に運び、それが風に乗って海岸沿いに西へと運ばれる。栄養塩は、藻類(図の
緑)の大増殖を引き起こす。底層ではバクテリアが藻類を分解するため、酸素が消費される。その結果、米国沿岸の広い範囲で、完全に酸素が欠乏し
た死のゾーンが形成される。
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1 実際の海では、窒素や鉄など単一要素の不足による生物生産の制限(最小値の法則)を受けているというよりは、二つ以上の栄養塩が同時に不足
していたり、ある種の金属元素の不足が他の栄養塩の取り込みを減退させたりするという、複数の要素が絡み合う「共制限」という状態が頻繁に起
こっていると考えられるようになってきた。(http://ocean.fs.a.u-tokyo.ac.jp/forpublic6.html)

地球規模の問題

　富栄養化の影響は1960年代から知られるようにな
り、研究者は、藻類の大量発生、沿岸域の貧酸素化、沿
岸生態系の変化などについて指摘してきた。富栄養化
の原因は、多くの研究によって徹底的に分析されてお
り、環境の変化と栄養塩の流入との間に直接的な関係
があることは疑いの余地がない。しかし、リン酸塩と硝
酸塩が栄養塩としてどのように作用するかについては、
長い間、研究者の間で意見が分かれていた。専門家の
中には、1828年に農学者のカール・シュプレンゲル
(Carl Sprengel)が定式化した「最小値の法則(law 
of the minimum)」が、藻類の生育に有効であると考
える人もいた。この理論は、植物が成長するためには複
数の栄養素が必要であるという前提に基づいている。
この栄養素の中で、一つでも栄養素が欠けてしまうと、
植物は成長できない。つまり、植物の成長は十分な量が
得られない一つの物質によって常に制限されることに
なるのである。ここでは、藻類の増殖を止めるために
は、排水や河川からリン酸塩か窒素のどちらか一つの
栄養塩を除去すれば十分だということになる。そうすれ
ば、水処理のコストも大幅に削減できる。
　しかし、これはあまりにも単純な仮定である。これまで
の実験や観測の結果から、植物の成長は、複数の要素
が同調して作用することによって制限されることが多い
ことが分かってきた。この現象を専門家は「共制限１」と呼

んでいる。富栄養化に対処するには、リン酸塩と窒素の
両方を減らさなければならない。しかし、農業から排出さ
れる窒素は簡単には抑えられないため、この対策は困
難を極めてしまう。農業由来の窒素の排出抑制が困難
なのと同様に、天然ガスや石油、石炭の燃焼に由来する
窒素の大気への排出を抑制することも困難である。その
ため、沿岸域では今後も富栄養化が進行する可能性が
高いと考えられている。
　富栄養化の進んだ海域の例として、ドイツ湾が挙げら
れる。1980年代、ドイツ湾の底層の酸素濃度は憂慮す
べきレベルにまで低下した。これと同時に、ワッデン海で
は、藻類の増殖という形で一次生産性の上昇が見られ
た。北海やワッデン海において特有な(生物の)生息環境
は海草により支えられているが、これらが姿を消してしま
い、緑藻の体増殖に取って代わられてしまった。外部と
の海水交換が限られる湾では、栄養塩の拡散が生じに
くいため、富栄養化の影響を受けるケースが世界中で
見られる。その例として、東京湾、アメリカのロングアイラ
ンド海峡、バルト海、ノルウェーのフィヨルドがあてはまる。
　アドリア海北東部やアテネ湾などの地中海の海域で
も、植物プランクトンの過剰な成長を伴った富栄養化が
みられる。メキシコ湾は特殊なケースである。ここでは、
ミシシッピ川が大量の栄養塩を湾内へもたらすため、海
岸沿いに広範囲の低酸素海域が形成されている。

改善の見込みはあるのか？

　2000年の「EU水枠組み指令(Water Framework Directive)」
や2008年に採択された「EU海洋戦略枠組み指令(EU 
Marine Strategy Framework Directive)」などの体系的な対策
により、EUはヨーロッパ沿岸域の水質改善に努めてい
る。水質を評価するための主要なパラメータとして、酸素
量、栄養塩レベル、特定の藻類や底生生物の有無を採
用している。以前は富栄養化していた海域を、可能な限
り自然状態に戻すか、少なくともわずかに影響を受けた
だけの状態にしなければならないとしている。また、変化
とその原因を特定するために、継続的な評価のための、
より改良されたモニタリングを実施しなければならない。
　世界の人口増加に伴い、富栄養化は今後数十年にわ
たって問題となり続けるだろう。現在のところ、沿岸域に
排出される栄養塩類の量を世界的に削減できる見込み
はほとんどない。農業と穀物生産は人類の生活にとって

かかせないが、そのために大量の肥料が河川や海に流れ
込んでしまうという、まさにジレンマに陥っている。そのた
め、農業からの栄養塩の投入と生態系への悪影響とのバ
ランスをとるためには、多くの場合コストのかかる軽減策
が必要となってしまう。特に問題なのは、富栄養化の影響
を受けた沿岸域の生態系を完全に元の状態に戻すこと
は不可能だということだ。富栄養化は完全には元に戻ら
ない。ヨーロッパのいくつかの沿岸域で行われた研究に
よると、富栄養化が長期間続くことで生態系に永続的な
変化が生じ、栄養塩の流入量を減らしても生態系が元に
戻らないことが分かっている。しかし、ワッデン海の例は、
栄養塩の量を減らし、海洋環境を全般的に改善するため
に実用的な対策が効果的であることを明確に示してい
る。例えば、ワッデン海北部では、栄養塩と藻類のブルーム
が減少した結果、海草藻場が回復し、再び拡大している。
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特定の有害物質が自然環境や生体内に蓄積され、健康被害をもたらすことは古くから知られていた。
そのため、現在ではこれらの化学物質の多くは使用が禁止されている。しかし、当初は脅威として認
識されていなかった新たな有害物質が自然環境の中で頻繁に検出されている。有機フッ素化合物
(PFCs)はその代表例である。この問題を解決する方法はまだない。

第２節 海洋環境における有機汚染物質

消費による弊害

　コンピュータのプラスチックフレーム、陸上競技場の
床材、ジョギングシューズのゴム底など、化学製品の用
途は多岐にわたる。そのため、今日では非常に幅広い
種類の化学物質が使用されている。経済協力開発機構
(OECD)によると、現在世界で販売されている化学物
質は約10万種類にのぼる。ヨーロッパだけでも、1万種
類以上の化学物質が生産され、年間10トン以上が販

売されている。これらの化学物質のうち、問題のあるも
のは全体の1～3％と推定されている。これらの環境汚
染物質には、石油の燃焼、鉱業、産業廃棄物・排水に
よって環境中に放出される鉛や水銀などの重金属が含
まれている。残留性有機汚染物質(POPs)もその他問
題のある化学物質のカテゴリーに含まれている。

れはおそらくウイルスの一種であるアザラシジステン
パーウイルスによる感染症であったと考えられている。
　人間は主に食品や飲料水からPOPsを摂取するが、
空気中(主に粉塵の吸い込み)や皮膚(化学物質に直
接触れること)から摂取することもある。一般的に
POPsの濃度が最も高いのは、食物連鎖の最上位に位
置する海棲哺乳類と人間である。

4.6　1988年と2002年のアザラシジステンパーウイルス(PDV)の流行
時には、何千頭ものアザラシの死骸がドイツの海岸に打ち上げられたた
め、回収して処分しなければならなかった。

毒物と残留-POPs

　2001年に制定された残留性有機汚染物質に関す
るストックホルム条約では、毒性を持ち、分解されにくい
物質であるPOPsを対象に扱っている。POPsには、
DDTやリンデン(HCH)などの農薬、ポリ塩化ビフェニル
(PCB)などの工業化学物質、ダイオキシンなどの製品
の製造過程や燃焼過程で生じる不要な副産物などが
含まれている。これらの物質は安定性が高く、分解され
にくいため、長距離輸送され、環境中に蓄積する。
　POPsが問題となるのは、動物の脂肪組織や臓器に
蓄積され、そこで毒性を発揮するからである。例えば、
内分泌系を攪乱させたり、ガンや遺伝子異常を引き起
こしたり、免疫力を低下させたりする。
　現在、海産哺乳類に対するPOPsの様々な影響が調査
されている。バルト海のワモンアザラシ(Phocahispida)
とハイイロアザラシ(Halichoerus grypus)を対象とした
研究では、子宮の閉塞、狭窄、腫瘍などの影響が見つ
かり、繁殖能力の低下につながっていることが分かっ
た。その他、大腸潰瘍や、骨密度の低下による骨格系の
変化なども観察されている。アザラシやイルカでは、
POPsが免疫系や内分泌系の機能を低下させることが
示唆された。例えば、1988年に北海で数千頭のアザラ
シが死亡し、2002年にも同様の病気が発生したが、こ
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4.7　海洋の食物連鎖における毒性物質の生物濃縮は以前から問題視されている。ここでは、代表的な環境毒性物質であるポリ塩化ビフェニル
(PCB)を例に示す。

有機フッ素化合物：新たな懸念材料

　前述の典型的なPOPsに加えて、1990年代末には、
適切な技術や分析方法がまだ開発されていなかったた
めにそれまでは検出できなかった新たな種類の人為起
源の残留性毒性化合物が環境中で確認されるように
なった。その中には、50年以上にわたって日用品のさま
ざまな用途に使用されてきた有機フッ素化合(PFCs)も
含まれている。PFCsは主にフッ素樹脂として、繊維産
業ではアウトドアウェアの通気性膜の製造に、製紙産
業ではファーストフードのパッケージのような耐水性、防
汚性、耐油性が求められる紙の材料として使用されて
いる。また、家具、カーペット、衣料用繊維の表面処理
や、調理器具のノンスティック加工(テフロンフライパン
など)にも使用されている。
　過去10年間で、合計６社のメーカーが毎年約4,500
トンのPFCを生産していると考えられているが、これは他

の化学物質に比べて比較的少量である。しかし、PFCの
中には生体内に非常に蓄積しやすいものもあり、これら
の物質は環境面で深刻なリスクを持っている。
　現在、350種類以上のPFCが存在することが知られ
ている。最もよく知られているのはペルフルオロオクタン
スルホン酸で、一般的にはPFOSとして知られている。
PFOSを用いた動物実験に基づき、研究者たちは、繰り
返しこれらの物質に暴露されると人間の健康に極めて
悪い影響を与えると結論づけており、とりわけ、肝臓に
損傷を与える可能性がある。また、PFOSは発がん性が
あり、胎児の成長を阻害するとも考えられている。この
ため、PFOSはストックホルム条約でPFCとしては初め
て残留性有機化合物(POP)に指定され、世界的に禁
止されるべき特に有害な化学物質のリストに入った。
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PFCsの輸送

　北極海のアザラシやホッキョクグマなどの海産哺乳
類、さらには北極圏に住むイヌイットの人々の血液から
PFCs、特にPFOSが検出されたことは、これら物質が
どのように運ばれてきたのかという問題を提起した。こ
れらの物質はどのようにして海に、そして北極に流れ着
いたのだろうか？PFCsの発生源は多岐にわたる。例え

ば、前述したようにカーペット、アウトドアウェア、調理器
具、ファストフードのパッケージなど、日常的な耐久消費
財を使用する際に自然界へ排出されていく。しかし、ド
イツでは、比較的高濃度のPFCが、これらの物質を除
去できない自治体が管理する家庭用排水処理施設や
産業廃水処理施設から河川に流入している。これらの

物質は、河川から北海に流れ込む。ここから北海と大西
洋の主要な海流によって北極に運ばれ、水中の微生物
に摂取されることで食物連鎖に取り込まれ、より大型
の生物によって生物濃縮が生じ、最終的にはホッキョク
グマや人間の臓器に蓄積されていく。
　また、PFCsは上空の気団の動きによって、大気中を
長距離輸送されることもある。PFOSのような化合物は
揮発性ではないが、製造過程で揮発性の前駆物質2が

大気中に放出される。大気中で生じる物理的・化学的
プロセスにより、これらの前駆物質がPFOSなどの安定
した物質に変化する。これらは降雨によって大気中から
取り除かれ、可溶性の形で海水に取り込まれたり、塵
埃に結合したり、陸地や氷の表面に堆積したりする。こ
のようなプロセスを通して、PFCsは長距離を移動する
ことができ、PFCsの発生地や使用地から遠く離れた環
境で検出されるのである。

　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

4.8　東グリーンランドのホッキョクグマ肝臓に含まれるPFOS濃度は、近年著しく上昇している。測定値は、超冷温保存された肝臓サンプルから得られた。

　有機フッ素化合物(PFCs)は、約半世紀前から工業
的に製造されてきたが、新しい化学技術や分析技術に
より、最近になって環境中での存在が検出されるように
なった。これらの化学物質の自然起源の存在は知られ
ていないが、今日、PFCは世界中の水、土壌、空気、人
間を含む生物から検出されている。多くの食品やヒトの
血液、母乳からも高濃度のPFCが検出されている。
　環境中のPFOSの分布については、盛んに研究され
ている。世界中の魚類、アザラシ、海鳥、そしてとりわけ
食物連鎖の頂点に位置するホッキョクグマから、高濃

度のPFOSが検出されている。カナダとデンマークの研
究者は、カナダ、アラスカ、グリーンランドのホッキョクグ
マから採取した肝臓サンプル中のPFOS濃度が、ここ数
十年で急激に上昇していることを報告している。
　ポリ塩化ビフェニルのような他のPOPsと比較して、
PFCsははるかに高い濃度で検出される。1994年から
2000年にかけてスウェーデンで行われたヒトの血液の
調査では、PFCの平均濃度は、典型的な有機汚染物質
として長い間認識されてきたポリ塩化ビフェニルの20～
50倍、ヘキサクロロベンゼンの300～450倍であった。

有機フッ素化合物の発生

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。
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2 ある化学物質について、その物質が生成する前の段階の物質のことを指す。

　北極海のアザラシやホッキョクグマなどの海産哺乳
類、さらには北極圏に住むイヌイットの人々の血液から
PFCs、特にPFOSが検出されたことは、これら物質が
どのように運ばれてきたのかという問題を提起した。こ
れらの物質はどのようにして海に、そして北極に流れ着
いたのだろうか？PFCsの発生源は多岐にわたる。例え

ば、前述したようにカーペット、アウトドアウェア、調理器
具、ファストフードのパッケージなど、日常的な耐久消費
財を使用する際に自然界へ排出されていく。しかし、ド
イツでは、比較的高濃度のPFCが、これらの物質を除
去できない自治体が管理する家庭用排水処理施設や
産業廃水処理施設から河川に流入している。これらの

物質は、河川から北海に流れ込む。ここから北海と大西
洋の主要な海流によって北極に運ばれ、水中の微生物
に摂取されることで食物連鎖に取り込まれ、より大型
の生物によって生物濃縮が生じ、最終的にはホッキョク
グマや人間の臓器に蓄積されていく。
　また、PFCsは上空の気団の動きによって、大気中を
長距離輸送されることもある。PFOSのような化合物は
揮発性ではないが、製造過程で揮発性の前駆物質2が

大気中に放出される。大気中で生じる物理的・化学的
プロセスにより、これらの前駆物質がPFOSなどの安定
した物質に変化する。これらは降雨によって大気中から
取り除かれ、可溶性の形で海水に取り込まれたり、塵
埃に結合したり、陸地や氷の表面に堆積したりする。こ
のようなプロセスを通して、PFCsは長距離を移動する
ことができ、PFCsの発生地や使用地から遠く離れた環
境で検出されるのである。

　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

新たな汚染物質に対する予防

　今日、PFCsは世界中に分布している。この化合物
は、大気、生物、そして我々の体内からも検出され、長期
間残留すると思われる。PFCsの例は、新しい化学物質
の環境への影響や時間差で生じる影響を全て予測す
ることはできないことを示している。今後も、使用を開始
した時点では無害とされていたが、後に毒性影響があ
ることが判明する化学物質が海洋からも検出されるで

あろう。しかし、現在、汚染物質の全球的な更なる拡散
を制限するための努力は盛んになされている。例えば、
化学物質の使用許可を得る前に、どの程度の危険性が
あるのかを判断するためのリスクアセスメントが行われ
ている。また、製造者の自主的な放棄のための制度や、
関連うる法律も整備されている。つまり、新しい化学物
質に対する対策はすでに取られ始めているのである。

4.9　PFC は、水や大気を経由して長距離を移動することができる。直接的な経路としては、廃水を通じて河川に流入し、海まで運ばれるものがある。
また、大気を経由して間接的に運ばれることもある。例えば、揮発性の PFOS 前駆物質が大気中に放出され、そこで PFOS に変換された後、降雨や
塵埃に含まれることで、発生地やその他の場所の地表に戻ってくる。
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4.10　海洋ごみの量は増え続けている。ごみの多くは分解されるまでに非常に長い時間を要する。ペットボトルやナイロン製の釣り糸は特に丈夫である。
多くのプラスチックは分解されて小さな破片になるが、完全に消滅するには、数十年から数百年(推定)の時間がかかる。

　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

ンドネシアの沿岸域では1平方メートルあたり4個のゴ
ミが報告されており、平均値よりも何桁も高い値となっ
ている。
　しかし、このようなごみの問題が影響を与えるのは沿
岸域だけではない。ゴミは環境中に長期間止まるため、
風や海流によって非常に長距離を移動し、海洋中に広
く拡散するようになった。今日では、人里離れたビーチ
や無人島でもごみを見かけるようになった。
　1997年、研究者たちは、漂流ごみが陸から離れた概
要域に集積していることを発見した。例えば、北太平洋
では、いくつかの海流によって数百キロにおよぶ循環流
(北太平洋亜熱帯循環)が形成されており、風によって駆
動される。プラスチックごみはここでその旅を終える。ご
みは絶えず循環しており、常に新しいごみが海に追加さ
れていく。環境科学者はこれを「太平洋ごみベルト3」と
呼んでいる。ごみの大量に集積している海域が、海岸か
ら何千キロも離れた外洋にあることを考えると、とりわ
け心配にならざるをえない。科学者たちは、ここで1平

方キロメートルあたり最大100万個のプラスチック粒子
を検出した。ごみのほとんどは、小さい目合のネットを
使って採集された小さなプラスチックの破片である。一
方、英国海峡をはじめとする多くの調査では、目視によ
る定量化が行われている。これは、科学者が調査船で
海域を通過する際に目に見えるごみを数えるというも
のである。
　漂流ごみの量は膨大だ。しかし、ごみの約70％は最終
的に海底に沈むと考えられている。最も被害が大きいの
は、ヨーロッパ、アメリカ、カリブ海、インドネシアなど、人
口密度の高い地域や観光業が盛んな地域の沿岸域で
ある。ヨーロッパでは、肉眼で見えるサイズのごみが1平
方キロメートルあたり10万個も海底に沈んでいるとがわ
かった。インドネシアではさらに多く、1平方キロメートル
あたり69万個ものごみが確認されている。ごみの多くは
無害であるが、中には海棲哺乳類の死因となっているも
のもある。例えば、海底の魚やカニ、ウニなどを食べるア
ザラシやカワウソは、代表的な犠牲者である。

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

ごみはどこから来るのか？

　嵐の後に海岸を歩けば、世界中の海にどれだけのご
みが漂っているかがわかるだろう。砂浜にはペットボト
ル、魚箱、電球、ビーチサンダル、漁網の切れ端、木材な
どが散乱している。海がごみで溢れている光景は世界
中の至る所で見られる。米国科学アカデミーが1997
年に発表した統計では、世界の海には毎年約640万ト
ンのごみが流れ込んでおり、憂慮すべき事態だ。しかし、
ごみは常に移動しているため、海洋におけるゴミの量を
正確に見積もることはほとんど不可能である。
　さらに問題を複雑にしているのは、ごみがさまざまな
経路で海洋環境に流入してくることだ。圧倒的に多い
のは陸地からの流入である。河川から海に排出される
下水由来のごみや、海岸にあるごみ捨て場から風で飛
ばされるごみもあるが、なかにはビーチを訪れた人が砂

浜の上にゴミを放置したままにする人間の不注意に由
来するごみもある。
　船舶は、海洋へのごみの投棄に大きく関わっている。
商船や観光船から故意に投棄されたり、誤って海に流
されたりした廃棄物、そして何よりも破れた漁網などが
そうである。ごみのほとんどはプラスチックで、水中での
分解速度が非常に遅く、何十年、何百年も残留する可
能性があるため、海洋環境におけるごみの量は絶えず
増加していってしまう。
　これまでの研究によって、海洋のごみの量には地域
差があることがわかっている。多くの海域では、漂流プ
ラスチックごみの数を、1平方キロメートルあたり0～10
個と報告している。英国海峡ではより高い値が報告さ
れているが(1平方キロメートルあたり10～100個)、イ

第3節 海に蔓延するごみ
毎年、大量のごみが海に流れ込んでいる。プラスチックは特に耐久性に優れているため、世界の海
に漂うプラスチックごみの量は着実に増加しており、多くの海洋生物に深刻な影響を与えている。
また、最近になって科学者たちが詳しく研究し始めた、微細化したプラスチックも脅威となっている
可能性がある。この問題は以前から存在していたが、海洋ごみ問題の状況を一変させるための効
果的な戦略はまだない。
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3 Great Pacific Garbage Parchの日本語訳として、「太平洋ごみベルト」は必ずしも適切ではないという意見もある。グレートパシフィックごみパッチと
訳す場合もある。

　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

ンドネシアの沿岸域では1平方メートルあたり4個のゴ
ミが報告されており、平均値よりも何桁も高い値となっ
ている。
　しかし、このようなごみの問題が影響を与えるのは沿
岸域だけではない。ゴミは環境中に長期間止まるため、
風や海流によって非常に長距離を移動し、海洋中に広
く拡散するようになった。今日では、人里離れたビーチ
や無人島でもごみを見かけるようになった。
　1997年、研究者たちは、漂流ごみが陸から離れた概
要域に集積していることを発見した。例えば、北太平洋
では、いくつかの海流によって数百キロにおよぶ循環流
(北太平洋亜熱帯循環)が形成されており、風によって駆
動される。プラスチックごみはここでその旅を終える。ご
みは絶えず循環しており、常に新しいごみが海に追加さ
れていく。環境科学者はこれを「太平洋ごみベルト3」と
呼んでいる。ごみの大量に集積している海域が、海岸か
ら何千キロも離れた外洋にあることを考えると、とりわ
け心配にならざるをえない。科学者たちは、ここで1平

方キロメートルあたり最大100万個のプラスチック粒子
を検出した。ごみのほとんどは、小さい目合のネットを
使って採集された小さなプラスチックの破片である。一
方、英国海峡をはじめとする多くの調査では、目視によ
る定量化が行われている。これは、科学者が調査船で
海域を通過する際に目に見えるごみを数えるというも
のである。
　漂流ごみの量は膨大だ。しかし、ごみの約70％は最終
的に海底に沈むと考えられている。最も被害が大きいの
は、ヨーロッパ、アメリカ、カリブ海、インドネシアなど、人
口密度の高い地域や観光業が盛んな地域の沿岸域で
ある。ヨーロッパでは、肉眼で見えるサイズのごみが1平
方キロメートルあたり10万個も海底に沈んでいるとがわ
かった。インドネシアではさらに多く、1平方キロメートル
あたり69万個ものごみが確認されている。ごみの多くは
無害であるが、中には海棲哺乳類の死因となっているも
のもある。例えば、海底の魚やカニ、ウニなどを食べるア
ザラシやカワウソは、代表的な犠牲者である。

小さくても脅威であるマイクロプラスチック

　ここ数年、科学者たちの関心は、波や海水、日射など
に長期間さらされた後に残るプラスチックごみに向けら
れるようになってきた。プラスチックは時間とともに分解
され、「マイクロプラスチック」と呼ばれる非常に小さな
破片になる。マイクロプラスチックは、今や世界中の海
水、砂、海底堆積物から検出されている。このマイクロプ
ラスチックは、直径が20～50ミクロンと人間の髪の毛
よりも細い粒子である。ムール貝などの海洋生物は、こ
れらの粒子を海水から取り込む。実験的な研究による

と、マイクロプラスチックは、胃の中だけでなく、貝の組
織や体液にまで蓄積されることがわかっている。マイク
ロプラスチックの摂取が海洋生物に与える影響はまだ
はっきりとはしていないが、多くのプラスチックには軟化
剤や溶剤などの有害物質が含まれているため、マイク
ロプラスチックが海洋生物に有害となる可能性があり、
食物連鎖に取り込まれた場合は人間にも悪影響を及
ぼしうる。

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

　嵐の後に海岸を歩けば、世界中の海にどれだけのご
みが漂っているかがわかるだろう。砂浜にはペットボト
ル、魚箱、電球、ビーチサンダル、漁網の切れ端、木材な
どが散乱している。海がごみで溢れている光景は世界
中の至る所で見られる。米国科学アカデミーが1997
年に発表した統計では、世界の海には毎年約640万ト
ンのごみが流れ込んでおり、憂慮すべき事態だ。しかし、
ごみは常に移動しているため、海洋におけるゴミの量を
正確に見積もることはほとんど不可能である。
　さらに問題を複雑にしているのは、ごみがさまざまな
経路で海洋環境に流入してくることだ。圧倒的に多い
のは陸地からの流入である。河川から海に排出される
下水由来のごみや、海岸にあるごみ捨て場から風で飛
ばされるごみもあるが、なかにはビーチを訪れた人が砂

浜の上にゴミを放置したままにする人間の不注意に由
来するごみもある。
　船舶は、海洋へのごみの投棄に大きく関わっている。
商船や観光船から故意に投棄されたり、誤って海に流
されたりした廃棄物、そして何よりも破れた漁網などが
そうである。ごみのほとんどはプラスチックで、水中での
分解速度が非常に遅く、何十年、何百年も残留する可
能性があるため、海洋環境におけるごみの量は絶えず
増加していってしまう。
　これまでの研究によって、海洋のごみの量には地域
差があることがわかっている。多くの海域では、漂流プ
ラスチックごみの数を、1平方キロメートルあたり0～10
個と報告している。英国海峡ではより高い値が報告さ
れているが(1平方キロメートルあたり10～100個)、イ

ゴーストネット：静かなる殺し屋

　「ゴーストネット」と呼ばれる海に投棄された漁具は、
海洋生物にとってとりわけ脅威となっている。これは、漁
業活動中に破れてしまったものや、古く破損してしまった
漁網を故意に海に捨てたものである。これらは、何年も
漁具としての機能を維持しながら海を漂流する。ゴースト
ネットは、魚やウミガメ、イルカなどの生物にとって脅威と

なり、網に絡まって死んでしまうこともある。絡まった網
は、他の網や釣り糸、ゴミなどを巻き込み、時間が経つに
つれ、直径数百メートルにもなる「筏」となることもある。
これらの網の一部は海底に沈み、環境に大きなダメージ
を与える。流されることで珊瑚を引き剥がしたり、海綿な
どの生息地にもダメージを与えたりすることがある。

海洋汚染：あらゆる物質は海に行き着く 80



　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

　長い間、海ごみは単純に景観上の問題と見なされて
いた。海岸沿いのリゾートのみが、砂浜のごみを清掃する
ことで、この問題に取り組もうとしていた。しかし、近年、
ごみの量が増加するにつれ、問題が深刻化してきた。
海にどれだけのごみがあるかを正確に数値化すること
が難しいように、海洋ごみの経済的な損失を正確に把
握することは困難である。しかし、イギリスの研究者は、
海洋ごみが人間、特に沿岸部に非常に深刻な影響を与
えることを示した。主な影響は以下の通りである。
●割れたガラス、注射器などの医療廃棄物で怪我をし
　たり、化学物質にさらされたりすることによる、人間
　の健康に対するリスク。
●砂浜、港、海に漂着したごみの除去にかかる費用の

　増加、および適切な処理施設を運営するための継続
　的な費用。
●特に海岸線の汚染が広く知られている場合は、観光
　客が少なくなり、結果として観光収入が減少する。
●船体のへこみや漁網や釣り糸による漁網やプロペラ
　への破損など船舶への被害。
●漁業の損失：漁網の破損、漁具の汚染、漁獲物への
　悪影響。漁網にごみが絡まると漁獲量が減る可能性
　が示唆されている。
●沿岸部の農業への悪影響：プラスチックごみやその
　他の風で運ばれてきた海ごみが畑に散乱したり、農
　業で使用されているフェンスに引っかかったりするこ
　とがある。

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

人類への影響

　このような大量のごみの存在は、海洋動物に壊滅的
な影響を与える。アホウドリ(Diomedeidae)やフルマ
カモメ(Fulmarus glacialis)のような海鳥は、海面を漂
うプラスチックの破片を拾い上げて摂取し、吐き出した
餌とともに雛に与えてしまうことがある。胃の中が餌で
はなくプラスチックの破片でいっぱいになり、餓死してし
まうことも珍しくない。海鳥の胃の内容物を分析したと
ころ、312種のうち111種がプラスチック破片を摂取し
ていたことがわかった。中には、調べた個体のうち80％
がプラスチック片を摂取していたというケースもあった。
　別の研究では、北海に生息する47頭のネズミイルカ
(Phocoena phocoena)の胃内容物を調査し、このうち
2頭の胃の中からナイロン糸とプラスチック素材が見つ
かっている。また、ごみそのものが死につながる場合も

ある。イルカ、ウミガメ、アザラシ、マナティーなどが、網
や釣り糸に絡まってしまうのだ。溺れてしまう個体もい
れば、プラスチック製の網や釣り糸、ゴム製の輪などが
手足や体に絡みつき、成長や発育が阻害されて身体が
変形してしまう個体もいる。
　また、プラスチックのごみには別の脅威も存在する。
プラスチックはほとんど分解されずに、何年も環境中に
存在し続けるため、何千キロも海を漂うことになり、多
くの海洋生物にとって理想的な「筏」となってしまう。漂
流物に「ヒッチハイク」することで、外来種は海を渡り、
通常では考えられないほどの長距離を移動することが
できるようになる。このように、プラスチックごみは、新し
い生息地への外来種の拡散に寄与し、場合によっては
生息地の均衡を崩すこともある(第5章参照)。

動物への影響
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4.11　ハワイと北米の間にある「太平洋ごみベルト」では、膨大な量のゴミが常に循環している。多くのプラスチック製品は、海を何千キロも渡って
運ばれた後、循環流に取り込まれる。

　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

啓発にむけて：最初の一歩を踏み出すために

　海洋ごみが真剣に取り組まなければならない問題で
あることは、徐々に認識されつつある。そこで、国連環
境計画(UNEP)は、この深刻な状況に対する認知を高
めるために、大々的な広報活動を開始した。UNEPは、
NGOや政府機関と協力して、地域レベルで状況を改善
することに主眼を置いている。これには、ごみの分別、リ
サイクル、ボトルデポジットの払い戻しなど、西ヨーロッ
パではすでに標準となっているような規制や慣行を導
入することが含まれている。様々なごみ調査によると、
例えば北海で発見されたごみの多くは、陸地からでは
なく船舶からのものであることがわかっている。ヨーロッ
パ周辺では陸域より海洋由来のごみが多いが、他の
国々では陸域由来のごみが多い。こうした国々では、ご
みが後先考えずに自然環境へ投棄され、最終的に海に
流される。このような場合、船舶が海ごみ問題に与える
影響はそれほど大きくない。そのためUNEPは、効果的
な廃棄物管理システムの重要性を強調している。
　UNEPは、毎年開催される国際海岸クリーンアップ
(ICC)など、注目度が高く、メディアにも取り上げられや
すい清掃キャンペーンの実施も支援している。毎年、子
どもや若者を中心としたボランティアが、海岸や川岸の

ごみを清掃している。主な目的は、世界的な海洋ごみの
問題に対する若者の意識を高めることである。2009年
だけでも、約100カ国から約50万人が参加した。収集し
たすべてのごみを廃棄する前に、それぞれのゴミの種
類を記録している。データ収集は一般の人が行っている
ため、必ずしも正確ではないかもしれないが、それでも
国際海岸クリーンアップは毎年、世界のごみの状況に
ついて非常に詳細な情報を提供してくれている。
　実際、海洋ごみの調査、つまり定期的なモニタリング
は、海洋ごみの状況がどのように進展しているかを評価
するための重要な手段となっている。世界の様々な地
域で、専門家が長年にわたって海岸に落ちているごみ
を記録してきた。例えば、北東大西洋地域では、「北東
大西洋の海洋環境の保護に関する条約」(OSPAR条
約)の締約国が海ごみモニタリングの標準的な方法を
策定し、約10年前から実施している。北東大西洋地域
では、一定の基準に沿って選定された約50の海岸にお
いて、幅100メートルの範囲を対象とした調査が、標準
化された手法を用いて年に3～4回実施されている。北
海における漂着ごみが主に船舶からのものであること
を発見したのは、このモニタリング活動である。

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。
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　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

結論：今こそ行動すべき時だ

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

4.12　コアホウドリ (Phoebastria immutabilis) も太平洋のゴミの影響を
受けている。鳥は色鮮やかなプラスチックを餌と勘違いして摂取してしまう
からだ。写真では、代表的なごみが写真家によってきれいに並べられている。
アホウドリの胃の中には、このようなゴミが入っていることが多く、これが
原因でアホウドリは死んでしまうこともある。



　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

　何年もの間、国際協定によって海洋ごみの増加を食
い止めるための努力がなされてきた。例えば、1973年
に締結され、1978年の議定書により修正された「船舶
による汚染の防止のための国際条約(MARPOL 
73/78)」である。1988年以降、この条約の付属書Vで
は、船上で回収しなければならないごみの種類と、海に
廃棄してはならないごみの種類が規定されている。例え
ば、MARPOL条約では、陸地からの距離が12海里未
満である場合、食品廃棄物の海への廃棄が禁止されて
いる。また、すべてのプラスチックの海への廃棄は禁止
されている。一方、EUでは、「船舶から発生する廃棄物
および貨物残渣のための港湾受け入れ施設に関する
2000年11月27日の欧州議会および理事会の指令
2000/59/EC」により、船舶は出港前に廃棄物を処理
することが求められており、港湾はそのような廃棄物を
受け入れるための適切な施設を提供することが義務づ
けられている。船舶は、受け入れ施設の費用を料金シス
テムによって負担しなければならない。
　廃棄物を処理せずに海に投棄した場合、次の寄港地
の管轄当局に通報され、船舶が指令を遵守しているか
どうかに関してより綿密な評価が行われることがある。

批判的な立場の人々は、その評価制度自体も港間のコ
ミュニケーションも不十分だと指摘している。また、北海
沿岸のごみの量がいまだに減少していないという事実
は、現在のいかなる国際協定をもってしてでもごみの問
題に歯止めがかけられていないということを示唆してい
る。そのため、MARPOL条約の付属書Vは現在改定中
である。
　いずれにしても、これらの協定は、陸上から海に流入
する廃棄物の量には影響を及ぼしていない。EU域にお
ける海洋環境を保護し、2020年までに状況を改善す
るために策定された「EU海洋戦略枠組み指令」が、こ
の状況を改善できるのではないかと期待されている。同
司令では、汚染物質による海洋汚染や水中の騒音によ
る海棲哺乳類への影響などのテーマに加えて、廃棄物
の問題も取り扱っている。対象となる海域の現在の環
境状況と人間活動による環境影響に関する初期評価
を2012年までに完了させ、2015年までに対策プログ
ラムを策定することとしている。その後、遅くとも2020
年までに必要な措置を講じなければならないと定めて
いる。

国際協定では歯が立たない現状

　専門家の間では、陸地からの廃棄物の流入を抑制し
なければ、海ごみの問題は解決しないとされている。
UNEPによると、そのためには、多くの国が廃棄物の流
入阻止・管理のための効果的な計画を策定しなければ
ならないとしている。現在のところ、膨大な量の廃棄物
を考えると、その実現の見通しは暗いと言わざるを得
ない。別のアプローチとして、環境意識の向上と環境教
育がより効果的な手段であると考えられている。国際
海岸クリーンアッププログラムの普及は、海洋ごみに対
する認識が世界中で高まっている良い兆候である。
　ゴーストネットの問題に対処するため、UNEPは、漁
業者の活動を監視し、漁網の所在を記録しなければな
らないような、より強力な規制を要求している。また、イ

ルカに漁網の存在を把握させるなど、音響を利用した
装置の開発も進められている。スコットランドとスカンジ
ナビアで展開されている「漁業ゴミ(Fishing for Litter)」
計画も、積極的に行なわれている取り組みの一例であ
る。漁業者と港湾局が協力して、漁網にかかったごみを
陸上で正しく処理できるようにしたのだ。漁師は網にか
かったごみを海に戻すのではなく、船でごみを回収して
港に持ち帰る。また、古い漁網のリサイクルの仕組みも
構築されている。世界的な問題となっている海洋ごみ問
題は、このように個別の取り組みを積み重ねることでし
か解決できないと思われる。しかし、国際社会全体が一
致団結して取り組まなければ、この問題は続いていくだ
ろう。

海ごみ問題はどうなるのか？
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　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

4.13　石油は、様々な経路で海に流入する。約3分の1は、事故とは
関係ない通常の船舶の運航によるものである。

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

石油が海に流れこむ仕組み

　海が石油により汚染される問題が注目されるのは、
タンカーが時化で壊れたり、2010年春メキシコ湾の
石油掘削施設「ディープウォーター・ホライズン」で起き
た爆発事件のように、石油プラットフォームで災害が
発生したりした場合である。このような事例では、油膜
が沿岸に漂流し、海鳥やアザラシなどの海棲哺乳類
が犠牲になることが多い。しかし、実際には、我々の予
想を超えた規模のオイルタンカーの災害が世界の海
洋石油汚染の原因として占める割合は約10％に過ぎ
ない。
　石油のほとんどは、あまり人目に付かない経路で海
に流入してくるため、海洋環境への全球的な石油流
入量を正確に推定することは困難である。自然界から
の石油の流入は約5パーセントで、約35％は違法な
排出やタンクの洗浄などを含むタンカーやその他の船
舶の運航が原因となっている。石油の流入には、いろ
いろな燃焼プロセスの途中で大気中に放出され、そ

の後に水に入ってくる揮発性の石油性成分も含まれ
ている。この大気中の成分と、家庭や産業からの排
水、石油掘削装置からの流入分を合わせると、45％
になる。さらに5％は、発生源が定義されていないもの
である。
　現在、パーム油などの植物油の生産量が増加して
いるため、大気中にもたくさん入り込んでいるが、石
油汚染の主な原因は、珪藻類を中心とした微細な海
洋生物の堆積物から数百万年かけて作られた化石
資源に由来するさまざまな種類の石油である(第7章
参照)。この原油は、約10,000種類の物質から構成
されており、主成分は炭化水素である(95％以上)。
しかし、正確な成分は、産地によって大きく異なる。原
油には、重金属や窒素化合物も含まれている。
　鉱油やその成分が、環境や動植物に及ぼす悪影響
の程度は、事例によって大きく異なる。大規模な石油流
出は甚大かつ破壊的な影響を与えるが、その影響はほ
とんどの場合、特定の地域だけに限定される。1967年
にイギリス南部沿岸の岩礁に約115,000トンの原油
が流出し、それまでに記録された最大の石油流出事故
となったトーリーキャニオンのタンカー事故がある。この
事故以来、数多くの実地調査が行われ、現在では様々
な種類の油が生物や環境に与える影響について非常
に明確な見解が提示されている。しかし、ある石油災害
が他の石油災害とまったく同じようになることはなく、
事故による石油流出の正確な影響はさまざまな条件
に左右される。
　例えば、石油がどの程度の速さで分解されるか、ある
いはどの程度の速さで、影響が比較的限定的になる深
度まで沈むかは重要な要素である。この分解作用は、
様々な物理的、化学的、生物学的プロセスの影響を受け
る。水温、水中の栄養塩量、波の動きなど、さまざまな環
境条件によって、石油系炭化水素が短い時間で分解さ
れるか、長い時間を要するかが決まる。最初の数時間、
あるいは最初の数週間の間に、石油は以下のような化
学的・物理的プロセスの影響を受けて成分が変化する。

●揮発成分の蒸発。
●流出した油が水面を漂う大きな油膜となって拡散。
●分散液(水柱中の小さな油滴)やエマルション(水中
　油や油中水の大きな液滴)の形成。
●光酸化(自然の太陽光による油成分の分子変化)
　と溶液化。
●一方、沈降やバクテリアによる分解などのプロセス
　は、数ヶ月から数年にわたって続くこともあるが、好
　条件であれば数日で完了する場合もある。その理
　由は、第一に、石油に含まれる様々な物質の生物
　学的分解速度が異なることにあると考えられている。
　分解速度は、主に石油成分の分子構造に依存して
　いる。炭化水素の分子構造が複雑であればあるほ
　ど、微生物によって分解されるまでの時間が長くな
　る。次に、炭化水素が分解される速度は、以下の要

　因によって大きくなる。
●バクテリアの活動を促進する高温。
●表面積が大きいこと(必要に応じて、分散剤(分散
　液の形成を促進する界面活性剤)を使用してスリッ
　クの表面積を大きくすることができる)。
●バクテリアへの酸素供給が良好であること。
●バクテリアへの栄養塩の供給。
●バクテリアの数を減少させる捕食者の数が少ない
　こと。
　上述したプロセスの中には、石油汚染の度合いに
非常に大きな影響を与えるものがある。例えば、油中
水型は、ムース化の主な要因となる。この粘性のある
乳化によって、石油の体積は4倍にも増加し、化学的
な分散剤の使用を不可能にし、石油を水面から汲み
上げることを非常に難しくしてしまう。

第4節 海洋生息地の石油汚染
石油による汚染は、海洋環境に対する最も深刻な被害の一つである。石油は、タンカーや石油掘削
施設などの大事故だけでなく、石油採掘時の漏洩、海上での違法なタンク洗浄作業、河川への排出
などのいくつかの汚染源から海に流入してくる。海洋保護区の指定、規制の強化、二重船殻タンカー
(船体を二重に覆って石油漏れを防ぐ)の使用などは、海洋石油汚染を抑制するために現在行われ
ている対策の一例である。
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　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

石油が生息地に与える影響

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

4.14　海中では、石油は様々な方法で変化し、分解されていく。一般に、石油流出が発生すると、石油はすぐに大きな油膜を形成して水面に浮かぶ。石
油の一部は蒸発したり沈んだりするが、その他の石油成分は微生物によって分解されたり、日射によって破壊されたりする。最後に、石油は微生物によ
る分解に耐性のある塊状(タールボール)になって固まる。

　海が石油により汚染される問題が注目されるのは、
タンカーが時化で壊れたり、2010年春メキシコ湾の
石油掘削施設「ディープウォーター・ホライズン」で起き
た爆発事件のように、石油プラットフォームで災害が
発生したりした場合である。このような事例では、油膜
が沿岸に漂流し、海鳥やアザラシなどの海棲哺乳類
が犠牲になることが多い。しかし、実際には、我々の予
想を超えた規模のオイルタンカーの災害が世界の海
洋石油汚染の原因として占める割合は約10％に過ぎ
ない。
　石油のほとんどは、あまり人目に付かない経路で海
に流入してくるため、海洋環境への全球的な石油流
入量を正確に推定することは困難である。自然界から
の石油の流入は約5パーセントで、約35％は違法な
排出やタンクの洗浄などを含むタンカーやその他の船
舶の運航が原因となっている。石油の流入には、いろ
いろな燃焼プロセスの途中で大気中に放出され、そ

の後に水に入ってくる揮発性の石油性成分も含まれ
ている。この大気中の成分と、家庭や産業からの排
水、石油掘削装置からの流入分を合わせると、45％
になる。さらに5％は、発生源が定義されていないもの
である。
　現在、パーム油などの植物油の生産量が増加して
いるため、大気中にもたくさん入り込んでいるが、石
油汚染の主な原因は、珪藻類を中心とした微細な海
洋生物の堆積物から数百万年かけて作られた化石
資源に由来するさまざまな種類の石油である(第7章
参照)。この原油は、約10,000種類の物質から構成
されており、主成分は炭化水素である(95％以上)。
しかし、正確な成分は、産地によって大きく異なる。原
油には、重金属や窒素化合物も含まれている。
　鉱油やその成分が、環境や動植物に及ぼす悪影響
の程度は、事例によって大きく異なる。大規模な石油流
出は甚大かつ破壊的な影響を与えるが、その影響はほ
とんどの場合、特定の地域だけに限定される。1967年
にイギリス南部沿岸の岩礁に約115,000トンの原油
が流出し、それまでに記録された最大の石油流出事故
となったトーリーキャニオンのタンカー事故がある。この
事故以来、数多くの実地調査が行われ、現在では様々
な種類の油が生物や環境に与える影響について非常
に明確な見解が提示されている。しかし、ある石油災害
が他の石油災害とまったく同じようになることはなく、
事故による石油流出の正確な影響はさまざまな条件
に左右される。
　例えば、石油がどの程度の速さで分解されるか、ある
いはどの程度の速さで、影響が比較的限定的になる深
度まで沈むかは重要な要素である。この分解作用は、
様々な物理的、化学的、生物学的プロセスの影響を受け
る。水温、水中の栄養塩量、波の動きなど、さまざまな環
境条件によって、石油系炭化水素が短い時間で分解さ
れるか、長い時間を要するかが決まる。最初の数時間、
あるいは最初の数週間の間に、石油は以下のような化
学的・物理的プロセスの影響を受けて成分が変化する。

●揮発成分の蒸発。
●流出した油が水面を漂う大きな油膜となって拡散。
●分散液(水柱中の小さな油滴)やエマルション(水中
　油や油中水の大きな液滴)の形成。
●光酸化(自然の太陽光による油成分の分子変化)
　と溶液化。
●一方、沈降やバクテリアによる分解などのプロセス
　は、数ヶ月から数年にわたって続くこともあるが、好
　条件であれば数日で完了する場合もある。その理
　由は、第一に、石油に含まれる様々な物質の生物
　学的分解速度が異なることにあると考えられている。
　分解速度は、主に石油成分の分子構造に依存して
　いる。炭化水素の分子構造が複雑であればあるほ
　ど、微生物によって分解されるまでの時間が長くな
　る。次に、炭化水素が分解される速度は、以下の要

　因によって大きくなる。
●バクテリアの活動を促進する高温。
●表面積が大きいこと(必要に応じて、分散剤(分散
　液の形成を促進する界面活性剤)を使用してスリッ
　クの表面積を大きくすることができる)。
●バクテリアへの酸素供給が良好であること。
●バクテリアへの栄養塩の供給。
●バクテリアの数を減少させる捕食者の数が少ない
　こと。
　上述したプロセスの中には、石油汚染の度合いに
非常に大きな影響を与えるものがある。例えば、油中
水型は、ムース化の主な要因となる。この粘性のある
乳化によって、石油の体積は4倍にも増加し、化学的
な分散剤の使用を不可能にし、石油を水面から汲み
上げることを非常に難しくしてしまう。
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　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。
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　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

4.15　1996年にウェールズ沖で座礁したオイルタン
カー「シーエンプレス」が海上に流出した原油を封じ込め
るために、特殊装備の船が膨張性のフロートで構成さ
れたオイルフェンスを展開している。しかし、海が荒れてい
るときには、この手を使ってもほとんど効果がない。
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ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業
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や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な
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ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

石油の毒性-植物と動物への影響

　石油による汚染被害で最も知られているのは、おそ
らく石油にまみれた海鳥ではないだろうか。石油により
汚染された結果、羽毛は水をはじき、保温性を高めると
いう重要な機能を果たせなくなってしまう。そのため、
羽毛の大部分が石油で覆われてしまうと、鳥は体温を
失ってしまい、死んでしまう。同様のことは、海棲哺乳類
の毛皮に油が付着した場合にも見られる。毛皮が冷気
や水を遮断することができなくなるため、衰弱してしま
い、最悪の場合は死に至ることもある。
　植物では、新芽に油が付着すると、葉から根へのガ
ス輸送(酸素・二酸化炭素の交換)が阻害されるため、
植物が枯れてしまう。ムール貝のような濾過食性(触手
や鰓などを用いて漉し取るように餌をとる)の生物や、
海底から食物を摂取する海貝やゴカイのような生物
は、餌と一緒に石油を摂取してしまうことが多い。汚染
されたムール貝が他の動物に食べられると、毒性のあ
る炭化水素が食物連鎖に乗って伝播してしまう。鳥類
や哺乳類は、石油で汚れた羽や毛を洗おうとして、石
油を摂取してしまうことがよくある。魚や多くの無脊椎
動物のように外皮の柔らかい生物は、主に皮膚や、特
に大量の水を処理する鰓から石油系炭化水素を吸収
する。

　石油系炭化水素は、生物種に応じていろいろな影響
を及ぼす。多くの動物は、主に成長と代謝活動を阻害
されてしまう。これまでの研究によると、ロブスターやゴ
カイは石油汚染があると食物の取り込みが低下してし
まう。ムール貝や魚では、石油汚染によって成長が阻害
されるという研究結果が出ている。研究者たちは、石油
に暴露されることによる行動の変化を繰り返し観察し
ている。アザラシは非常に無気力になってしまうことが
報告されているが、これは石油流出直後の呼吸時に揮
発性石油系炭化水素を摂取してしまうことで神経が損
傷したためであると科学者は考えている。
　また、多くの海洋生物の繁殖にも悪影響を及ぼして
いる。石油汚染は遺伝的な損傷の原因になりうる。例え
ば、サケでは、石油流出後に卵子の死亡率が上昇した
ことが確認されている。また、ニシンでは、孵化したばか
りの仔魚に奇形が多く見られた。さらに、科学者たち
は、堆積物中の特定の炭化水素の濃度がマングローブ
の遺伝子変異の数を増加させることを報告している。
有害な石油成分は海洋生物の生殖器官にもダメージを
与えることが多く、例えば、石油流出の翌年には無精子
症の貝が増えることが確認されている。サンゴの場合、
慢性的に石油に汚染された地域ではサンゴの仔の数
が減少してしまうことが報告されている。
　さらに、多くの海洋動物は、方向感覚を失ってしまう。
というのも、多くの海洋生物は、非常に低濃度の物質
を、自然環境内での位置把握や、餌物や捕食者、繁殖
相手を識別するための手段として利用しているためで
ある。これらの天然物質は、原油に含まれる一部の炭
化水素と分子構造が類似した生物起源の炭化水素で
ある。原油流出事故で大量の外来炭化水素が水中に
混入すると、動物は天然物質を感知できなくなり、餌や
繁殖相手を見つけることが非常に困難になってしまう。

4.16　サンフランシスコ湾では、2007年11月にコンテナ船「コスコプサ
ン」が橋の塔に衝突して石油が流出した。この際に、被災した海鳥が羽毛
についた油を落とそうとしている場面だ。このような事故は、海の慢性的
な石油汚染の原因となっている。
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広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

石油流出と石油汚染への対応

　2010年春にメキシコ湾で発生した石油掘削施設の
爆発事故のように、深海で発生する石油災害以外のシ
ナリオでは、油膜がまだ水面上を漂っている間に石油
流出の対応を行うのが最も効果的である。技術的な観
点からは、オイルスキマー(浮上油回収装置)や水面上
にバリアを形成するオイルフェンスなど、機械的な方法
のみで石油対策を行う国もあれば、主に油膜分散剤を
航空機から大量散布して使用するなどの化学的な方法
を選ぶ国もある。しかし、分散剤の効果は油の種類や状
態に大きく依存してしまうという欠点がある。さらに、上
述の化学的・物理的プロセスにより、数時間後には分
散剤の効果が損なわれてしまうため、分散剤は通常、石
油流出後のしばらくの間しか効果を発揮できないとい
う制限もある。しかし、油膜が影響を受けやすい海岸線
に向かって漂っている場合は、これらの薬剤を使用する
ことが賢明な選択肢となる可能性がある。分散剤は、石
油を水面から深海へと追いやるため、海鳥や敏感な植
物が油で覆われるリスクを低減してくれる。
　しかし、2010年に起きたディープウォーター・ホライズ
ンの爆発事故では、石油が水深の深いところにある掘
削孔から流出し、大量の石油が水中全体に広がった。
このような規模の災害への対応はほとんど経験がな
い。初期対応として、大量の分散剤が投入されていた
が、現在では発生当時は予測不可能だった生態系へ
の影響が出てしまっている。石油を分解するバクテリア
を用いること(バイオレメディエーション)、またこれらの
バクテリアの成長を促進するために、水中に栄養塩を
供給することも考えられる。これは、適切な海域、つまり
栄養塩の少ない海域であれば、うまく展開することが
できる。
　どのような戦略をとるにしても、より広範な国の緊急
時対応計画の一環として、訓練された緊急対応チーム
が首尾一貫し考え抜かれた対応を実施した場合にの
み、作戦は成功し、効果を発揮することができる。米国、
ドイツ、北海周辺国やその他の国では、このような緊急
時対応計画が何年も前から実施されている。これらの
国では、明確な責任の所在、設備と人員の不足のため

に、関係当局が石油流出に対して迅速かつ、効果的、適
切な対応を取れないことが多かったが、そのような時代
は終わった。
　しかし、技術的な管理戦略だけではまだまだ十分と
は言えない。石油汚染から海を守るためには、国際的も
しくは地域的な協定が必要であり、その遵守状況を監
視するための仕組みが必要である。例えば、ポジティブ
な例として「1973年の船舶による汚染の防止のための
国際条約に関する1978年の議定書」は、1983年から
は、タンカーの航行が全面的または部分的に制限され
る海洋保護区を設計するための基礎となっている。この
条約のおかげで、1980年代にはオイルタンカーの災害
が減少した。MARPOL 73/78では、運航上の石油排
出に関するその他の規定に加えて、二重船殻タンカー
の導入への道も開かれた。米国の1990年石油汚染防
止法や、国際海事機関(IMO)が1998年に採択した

「船舶の安全運航および汚染防止のための国際管理
コード(ISMコード)」も、その後数十年にわたって石油汚
染のさらなる減少に貢献した。

4.17　1970年代以降、海上輸送される石油の量は大幅に増加したが、
オイルタンカーの災害、技術的欠陥、過失によって引き起こされる石油汚
染の件数は劇的に減少した。1970年代後半にタンカーの輸送量が激減
したのは、その時期に起きた経済危機が原因である。この統計は7トン以
上の石油流出を対象としており、それ以下の石油流出の記録はやや散
見される。
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4.18　アメリカの人気リゾート地ガルフショアのビーチで、石油に覆われた藻類を取り除く作業員たち。アラバマ州の海岸沿いにあるこのリゾートは、
2010年6月に発生した「ディープウォーター・ホライズン」の事故による石油で汚染されたメキシコ湾の地域の一つである。

　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

今後の展望-楽観主義には慎重になるべき

　石油による海洋の汚染は、ここ数十年で間違いなく
減少している。国際条約、保護区の指定、二重船殻タン
カーの導入義務化などがその減少に大きく貢献してい
る。一方で、ディープウォーター・ホライズンでの事故が
明らかにしているように、海洋環境の状況は依然として
懸念されている。さらに、石油汚染の3分の1を占めるタ

ンク清掃時の石油の違法な排出については、より厳し
い規制と厳しい罰則がなければ効果的な対策にはな
らないであろう。また、水深2メートル以下の水域では
石油の流出に対応する船が活動できないため、ワッデ
ン海のような浅い水域での石油汚染対策も、今後も問
題となるだろう。
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　一般に、大規模な石油流出の影響から海岸線全体
を保護することは不可能であるため、関係当局は石油
の流出に対応するための優先順位を設定しなければ
ならない。言うまでもなく、国立公園などの指定保護区
域や特別にリスクの高い海域は、石油を浄化する作業

において高い優先順位が与えられる。しかし多くの場
合、これらの地域はその全体を石油から保護するには
広すぎる。一種のリスク評価を用いることで、石油流出
への対応を効果的に行うことができると考えている。リ
スク評価は様々な種類の海岸線が石油汚染に対しど

の程度の影響を受けるかということを示す、一般的な
(汎用的な)指標である。例外的に、自然保護の観点か
ら重要性が低く、保護措置がとられていない“犠牲とな
る地域”を定義することも可能である。
　これらのリスク評価を行う際には、海岸線の一部が、
直接波の影響を受ける岩場や砂場などの高リスク地域
であるか、あるいはワッデン海のような、砂州や沖合の
島々によって保護されている比較的穏やかな低リスク
地域であるか、という点が考慮される。もちろん、ここで
説明した主要な生息地の中でも、より目的を明確化し
た石油流出対応のために、さらに詳細なリスク評価を
行うことができる。

　【開放的な岩場や砂地の海】  
開放的な岩場と砂地の海岸では、堆積した石油が波に
よって非常に速やかに取り除かれるため、 比較的感度
の低い地域に分類される。しかし、大規模な石油流出
の際は、これらの生息地の生物群集の組成を長期間に
わたって変化させてしまう可能性がある。そのような場
合、甲殻類や軟体動物など、以前は優占種であった種
の個体数が減少する可能性がある。岩の隙間や粗い砂
利、ムール貝の密集地では、石油による汚染が何年も
続いてしまう可能性がある。
　【砂浜】
石油が地面に浸透する度合いと、石油がそこに残留す
る期間は、主に海岸の構造に依存している。例えば、波
がほとんどなく、水路が枝分かれしている広大なビーチ
( 傾斜の緩い砂浜でよくみられる ) では、より構造が単
純な傾斜が急なビーチよりもはるかに脆弱である。堆積
物の粒子が粗いと、石油が容易に浸透するため、浄化
作業が困難になり、また地表に再浮上してきた石油に
よる二次被害のリスクも高まる。ウミガメなどの絶滅危
惧種の生息地や繁殖地となっている海岸は、特に石油
に汚染されやすい場所として分類される。
　【サンゴ礁】
サンゴ礁は石油による汚染にも非常に敏感である。
様々な研究により、石油による被害を受けたサンゴ礁
の再生には非常に時間がかかることがわかっている。
石油汚染は、サンゴ礁生態系全体にも影響を与えてし
まう。例えば、以前はサンゴの生息地であった石油汚染
地域に、石油の影響を受けにくい種類の藻類が生息地
を形成することがある。石油流出が、サンゴ礁とサンゴ
礁に依存して生活している多くの種の関係にどのよう
な影響を与えるかについては、これまでほとんど調査が
行われていない。サンゴ礁に特異的な多くの種の関係
や、生態系における共生の重要性を考えると、大規模な

石油流出が発生した際には、広範囲かつ長期的な影
響が予想される。
　【マングローブ】
マングローブは、石油汚染に対して特に敏感に反応す
る。石油が流出すると、マングローブそのものやマング
ローブ林に生息する環境変化に敏感な生物に深刻な
ダメージを与える。この被害は、有毒な炭化水素による
ものだけでなく、石油がマングローブに被ることで酸素
や淡水供給が遮断されることによって引き起こされるも
のもある。被害を受けた動植物の個体群の再生には、
長い時間が必要となる。マングローブでは堆積物から
有害な炭化水素が除去されるまでに長い時間を必要
とするため、生息地の回復はさらに遅れてしまう。
　【軟質底と砂州】
北海沿岸のワッデン海のように、軟質底と砂州のある
海岸線は、特別に、もしくは非常に敏感な地域として分
類されている。堆積物中やその表面に高密度で生息し
ている生物は、魚類や鳥類を支える餌資源となってい
る。多くの場合、泥質堆積物の間隙は水で飽和してい
るため、石油はほとんど浸透しないが、こうした環境に
は一般的に巣穴を形成する生物が高密度に生息して
おり、それらの生物の活動によって石油はより深く沈ん
でしまう。一方で、これらの生物が堆積物をかき混ぜる
ことは「生物攪拌」と呼ばれ、堆積物をかき混ぜること
で深層部を空気に触れさせ、油分を含んだ堆積物を表
面に出すことで、油分を分解するのに役立っている。こ
の活動によって健全な酸素供給が促進されるため、石
油はバクテリアによってより迅速に分解されていく。し
かし、石油によって堆積物中の生物が死滅してしまう
と、生物撹拌が行われなくなり、石油は地中に長く留ま
り、長期的な生息環境の破壊を引き起こしてしまう。
　【塩性湿地】
石油が塩性湿地に生息する昆虫やミミズなどの無脊
椎生物にどのような影響を与えるかについて調査した
研究はあまり行われていない。しかし、植生は石油汚染
による長期的な被害を受ける可能性があり、加えて、羽
毛が油で覆われたり、基本的な食料源を失ったりする
ことで塩性湿地で繁殖・休息中の鳥類は大きな影響
を受ける。

以上を要約すると、以下の再生期間が必要となると想
定される。
●海にさらされた岩場や砂地の海岸：数ヶ月から5年の間。
●岩場とサンゴ礁：2年から10年以上。
●砂州や地盤の緩い地域、塩湿地、マングローブ：2年から
　20年以上。

結論：やるべきことはたくさんある…

容器の流れを効果的に管理する手段として、リサイク
ルやボトルデポジット4のシステムが確立されている。
しかし、他の多くの国では、ごみ回収システムが十分に
機能していない。一方で、ごみ管理は、一般の人々が
廃棄物の問題に関心を持って初めて機能するもので
ある。現在、世界各地で効果的な環境啓発活動が行
われている。
　海洋ごみの状況とは対照的に、石油汚染については
近年改善が見られ、海中の石油混入量はここ数年減
少している。これが商業船舶に対する規制の強化、上
空からの監視、あるいは船舶の安全性の向上によるも
のかどうかを判断することは困難である。また、どのよう
な対策が石油汚染の大幅な削減に効果的なのかは、
現時点では不明である。さらに、将来的に石油汚染を
大幅に削減するためには、どのような対策が効果的な
のかも不明である。ひとつ確かなことは、大規模なタン
カー災害がもたらす脅威は、数年前に比べてはるかに
深刻に受け止められているということだ。メキシコ湾で
起きたディープウォーター・ホライズンの掘削装置の爆
発事故のような災害は、石油による災害の前では人類
がしばしば無力であることを示している。より深くにあ
る石油を採掘しようという今日の傾向が、海の石油汚
染を増加させるかどうかはまだ不明だ。しかし、今回の
例が示すように、深海での石油汚染に対処するための
戦略はほとんどないのが現状である。そのため、深海で
の石油採掘・掘削時に緊急事態が発生した場合の石
油浄化技術を早急に開発する必要がある。石油業界
は、自主的な即応部隊を設置する計画を発表している
が、このような対策は、公正な機関によって監視されな
ければならない。

　人類は今もなお、何百万トンもの問題のある化学物
質を海に排出している。特定の製品の製造や使用に
伴って海洋環境に入るものもあれば、ごみとして分類さ
れるものや、石油による汚染もある。
　しかし、現在の状況は、ある決定的な点で過去とは
異なっている。ほんの数十年前までは、人類は廃棄物を
意図的に海に捨てていたが、現在では、ごみや汚染物
質の大部分が、さまざまな経路で間接的に海洋に流入
している。これこそが汚染対策を困難にしている原因で
あり、状況を改善するためには一連の対策が必要と
なってくる。例えば、海洋への栄養塩の過剰流入を抑制
するためには、陸上に処理場を建設し、農業で使用す
る肥料の量を減らす必要がある。ヨーロッパの河川の
水質改善が成功していることからも、このような方法で
栄養塩類の負荷を減らすことができることがわかって
いる。最終的には、すべての国が自国の海洋環境をき
れいに保つために適切な手段を採用する責任がある。
しかし、大気中から環境中に飛散する物質は、コント
ロールが非常に難しい。石油、ガス、石炭などの燃焼に
より発生する窒素や、有機フッ素化合物などの工業用
化学物質、残留性の分子などがそれにあたる。この場
合、汚染物質を発生源で留める必要がある。しかし、場
合によっては、汚染物質の発生源がまだ正しく理解され
ていないこともある。ある物質が市場に出る前に、その
物質に関連する潜在的な危険性を評価するリスク評価
は、有望な解決策となっている。有機フッ素化合物のよ
うに、製品の製造時だけでなく使用時にも放出される
ため、モニタリングが難しい物質とは対照的に、海洋ご
み問題の解決策は明らかで、正しいごみの廃棄から対
策が開始される。オランダやドイツなどでは、使い捨て

4 デポジット制度とは、ペットボトルを購入する時に少額の預かり金を支払い、からのボトルを返却すると預かり金が返ってくる仕組みである。
(https://lessplasticlife.com/marineplastic/responses/deposit_return_scheme/)
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気候変動が海洋生態系に与える影響



!

気候変動が海洋生物を変化させていることに疑いはない。生態系の変化は基本的には複数の自然
要因により起こるが、現在は、大気中の二酸化炭素濃度の上昇と地球温暖化が重要な役割を果たし
ている。生物群集が、今後どの程度崩壊するかは分からない。



　近年、ストレスはどこにでも見られる。人間だけがス
トレスに苦しんでいるわけではない。海洋の動植物もま
た、生息環境の変化によるストレスにさらされている。
ストレスは永続的に存在してきた。しかし、気候変動の
影響を受け、近年ではストレスは明らかに強まり続けて
いる。時にストレスは、たった1つの原因により引き起こ
される。例えば、海洋では、1つの嵐により増加した堆
積物は底生生物を覆い、1つの藻類ブルームは深層の
光不足の原因となる。しかし残念なことに、気候変動
は複数のストレス源を同時にもたらして「多重ストレス」
を引き起こす。ある特定の空間と時間において、水温、
光量、pHはある生物の適合範囲を超えることもある。
ときとして、移入種がストレス源となることもあるー捕

食者、病原体、餌の競合生物として。
　さらに複雑な要素は、様々なストレス源がいつも単
独で作用するとは限らないことである。場合によっては
これらの効果が加算され、さらに増幅することもある。
この増幅が必ずしも直接的な死につながるわけでは
ない。多くの場合、このストレス源は、最初に何らかの
形で生物の生産力を低下させるだけである。弱体化し
た生物とそれを取り巻く環境、すなわち捕食者、寄生
生物、競争相手、病原体、生殖相手、との相互作用は当
然変化する。これらの影響は、光不足のようなストレス
源による最初の影響を大きく上回ることがある。これら
の複雑な絡み合いは、後述する海藻ヒバマタの例にて、
さらに明らかになる。

生息地の変化 

第1節 ストレスにさらされた生態系
海洋生物は、基本的に自然環境の変化にうまく適応している。過酷な環境であっても、限られた時間
であれば耐えることができる。しかし、気候変動による生息環境の大きな変化は、多くの種にとって大
きなストレスとなる。いくつかの不適な要因が重なったところでは、その蓄積した影響により生物種は
絶滅する可能性がある。

　気候変動により増幅される最も一般的な海洋生態
系へのストレス源は以下の通りである。
●海水の緩やかな酸性化と、それに伴う海洋生物の
　炭酸カルシウム生成による石灰化プロセスの阻害
　(第2章参照)。
●海水の温暖化とそれに伴う二次的影響。水柱の著
　しい成層化、生物の代謝速度の上昇、そしてガスや
　炭酸塩など水中の特定の溶存物質の量に影響を与
　える溶解度定数の変化などがある。
●縁辺海における塩分の増加または減少と、それに伴
　う細胞のイオン交換への悪影響(第2章参照)。
●栄養塩の過剰な蓄積による富栄養化と海水の化学
　的汚染。気候研究者はバルト海地方の広い範囲で

　将来的な降水量の増加を予測している。降水量の増加
　は、より多くの肥料を農地から海へと運ぶ(第4章
　参照)。
●人工物の建設に起因する沿岸の潮流や堆積プロセ
　スの変化。これら港湾、防波堤、堤防などは、気候変
　動や海面上昇への対策として構築されている場合も
　ある(第3章参照)。
●新たな生息場所への外来種の拡散。これらが引き起
　こす数のストレスにより、群集組成が変化することに
　疑いはない。さらに、地理的な分布範囲の移動により、
　従来の生息場所では種が死滅する可能性もある。
　また、外来種が従来の生息範囲外の地域に新たに
　定着することも考えられる。

同時に多数発生する環境変化
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5.1　それぞれの環境変数が生物に与える影響は異なる。多くの植物や動物は適度な温度、すなわち中間的な最適温度で最もよく成長する(左図)。
暖かくなったり寒くなったりすると、生物の生産力が低下するなど状況は悪化する。生物にとって究極に適した環境条件は、いくつかのパターンが考え
られるが、ストレスがないきれいな環境では生物は適切に機能する。もし、その生息場所に毒が撒かれると生産力は低下する。どちらの場合も、動物や
植物は死に至るようなストレスを経験する。ストレスが長期間続くと、その影響を受けた場所では種が完全に絶滅することもある。

　生物は、その生息地において様々な環境要因の影
響を受けるが、それが大きな変動であったとしてもとて
もうまく適応している。この非生物的条件、いわゆる化
学的・物理的な条件への生物の適応は、数千年から数
百万年もの長い進化時間をかけて行われてきた。これ
らの環境変数が、一時的または継続的に生物学的シス
テム(1つの細胞または1つの種)の適応範囲外にある
とき、ストレスが生じる。このようなストレスは様々な形
で発生しうる。
●一時的な非生物学的条件の変動が起きたとき(例え
　ば、季節や天候の異変)。
●浮遊幼生のような漂泳生物(水柱を自由遊泳する)が、
　本来の生息場所の中心から遠くへ流され、環境条件
　が理想的でない分布域周縁まで移送されたとき。
●気候帯の変動が、生物種が新たな条件へ進化的に
　適応するよりも速く生じたとき。
　生物は、いつも無防備で環境変化に翻弄されている
わけではない。新しい環境に適応し、ストレスに対応

する能力を十分に備えている。適応には3つの方法が
ある。最も迅速な適応は、表現型の可塑性で、これは数
日から数週間の間に見ることができる。個体は形態、代
謝、餌を変化させることで、生息場所の新たな環境条
件に適応する。もちろん、これは限られた程度にのみ適
応可能ではあるが。数世代を経た比較的早い適応方
法は、選択的プロセスにより生じる。例えば、1つの個体
群に複数の遺伝子型が存在する場合、すなわち即座に
発現はしなくとも特定の形質を遺伝的に保持している
場合、それらの個体が種内の他個体よりも新たな環境
により対応できるときには、早い段階でその形質が現
れるようになる。このようにして、この個体群の生産性
と生存が保証される。一般的に、世代時間が長い多く
の種にとって、古典的概念での進化過程、すなわち、ラ
ンダムな突然変異によって変化する環境での生存で
は、気候変動を原因とする生息場所の変化に追いつく
ことはできない。

ストレスの起源とその影響

気候変動が海洋生態系に与える影響 96



5.2　ヒバマタ(Fucus vesiculosus)はヨーロッパに広く分布している。気候変動の影響により一部の地域では死滅する可能性もある。

夏季には水温躍層(図5.3参照)が形成されるが、これ
は水深4～5m付近に正確に見られる。水深数cmに特
有の温度変化は、水温が上がるとより顕著になる。水
温躍層が上下に変動すると、この深度に生息するヒバ
マタは大きな温度変化に急速に晒されることとなり、こ
れが更なる防御能力の低下を招く。さらに近年では、東
南アジアから移入した紅藻オゴノリ(Gracilaria vermic-
ulophylla)が新たな生物的ストレス源となっている。こ
の種の生息条件はヒバマタのそれと非常によく似てい
る。問題は、ヒバマタとは異なり、この紅藻は無性生殖
できるために繁殖力が特に強いことである。さらに、局
所的な非生物条件の変動への耐性が高く、また、捕食
者にとってもそれほど魅力的ではない。この紅藻はヒバ

マタの捕食者が外敵から身を守る隠れ蓑ともなる。そし
て、もう1つの問題は、オゴノリが分泌する化学物質が
ヒバマタの発芽能力を低下させることである。
　このように、ヒバマタは直接的・間接的に影響する多
くのストレス源に晒されている。光量の減少、新たな移
入生物、捕食圧、他の藻類との栄養塩をめぐる競争な
どである。これら全てが複合的に、ヒバマタの成長と発
芽を妨げているのである。ヒバマタ個体群は、捕食や競
争による損失を取り戻す能力がますます低下している。
このヒバマタの例は、気候変動による直接的な影響は
小さかったとしても、様々な生物との相互作用の変化に
より弱体化していくことをよく示している。

ヒバマタ - 継続的なストレスにさらされている種

　ヒバマタ(Fucus vesiculosus)はブラダーラックとも呼
ばれる温帯域の海藻で、北海とバルト海では広く見ら
れる。主に潮間帯(干潮時に空気にさらされる区域)に
群落を形成するが、ときとして水深12～15mに出現す
ることもある。ヒバマタは、生態系の中でいくつかの重
要な役割を担っている。多くの生物の食糧源でもあり、
重要な酸素供給源でもある。また、様々な動物の幼生
を守り、多様な種の住まいとなる。西部バルト海の個体
群はここ40年間で90%以上も減少しており、多くの場
所で水深3mまででしか確認されなくなり、水深12mで
はもう見られなくなった。より深い水深で個体数が減少
したのは、環境的なストレス源の１つ、富栄養化(第4章
参照)が原因と考えられてきた。海水中の栄養塩が過剰
になると、プランクトンのブルームの密度が高まり、海底
に届く光量が制限されることが推測される。さらに、プ
ランクトンのブルームによる海底での光不足が、ヒバマ
タが外敵から身を守る力を低下させていることも推察
された。減衰した光環境下では、ヒバマタはバクテリア

から身を守れなくなるようである。しかしこれだけでは、
個体数の減少を説明するには不十分である。1つ目に
は、ヒバマタはエネルギーを蓄えて暗期にも生残できる
ため、2つ目には、弱光条件下でも成長できるためであ
る。富栄養条件により増殖した微細藻類がヒバマタの
表面を覆い、これら微細藻類と海藻の間で光と栄養塩
をめぐる競争が生じたとしても、ヒバマタは少なくとも水
深6mまでは生存できるはずである。これ以深のみで、
光不足と栄養塩競合によるエネルギー不足が致命的と
なるはずである。このように、これだけでは3m以深でこ
の藻類が減少した理由を説明することはできない。
　現在では、比較的浅い水深3～6mでヒバマタが減
少したことには別の理由が考えられている。それらの
1つは、近年では明白となっている海水温の上昇によ
り代謝速度が全体的に上がり、捕食者がより貪欲に
なりバクテリアもより激しく攻撃するようになったこと
である。さらに、生息水深の移動に伴う急激な温度変化
により、外敵からの攻撃に対する防御能力が低下する。
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夏季には水温躍層(図5.3参照)が形成されるが、これ
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したのは、環境的なストレス源の１つ、富栄養化(第4章
参照)が原因と考えられてきた。海水中の栄養塩が過剰
になると、プランクトンのブルームの密度が高まり、海底
に届く光量が制限されることが推測される。さらに、プ
ランクトンのブルームによる海底での光不足が、ヒバマ
タが外敵から身を守る力を低下させていることも推察
された。減衰した光環境下では、ヒバマタはバクテリア

から身を守れなくなるようである。しかしこれだけでは、
個体数の減少を説明するには不十分である。1つ目に
は、ヒバマタはエネルギーを蓄えて暗期にも生残できる
ため、2つ目には、弱光条件下でも成長できるためであ
る。富栄養条件により増殖した微細藻類がヒバマタの
表面を覆い、これら微細藻類と海藻の間で光と栄養塩
をめぐる競争が生じたとしても、ヒバマタは少なくとも水
深6mまでは生存できるはずである。これ以深のみで、
光不足と栄養塩競合によるエネルギー不足が致命的と
なるはずである。このように、これだけでは3m以深でこ
の藻類が減少した理由を説明することはできない。
　現在では、比較的浅い水深3～6mでヒバマタが減
少したことには別の理由が考えられている。それらの
1つは、近年では明白となっている海水温の上昇によ
り代謝速度が全体的に上がり、捕食者がより貪欲に
なりバクテリアもより激しく攻撃するようになったこと
である。さらに、生息水深の移動に伴う急激な温度変化
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　プランクトンは海洋生物に必要な食料源である。藻
類とシアノバクテリア(原核藻類)からなる植物プランク
トンは、水溶性の栄養塩を取り込み、成長し、細胞分裂
する。こうしてバイオマスが生成され、それを橈脚類(小
型甲殻類)などの動物プランクトンが捕食する。同様に、

動物プランクトンは魚類やそれらの稚仔に食べられる。
このようにプランクトンは、海洋の生物地球科学的サイ
クルにおいて重要な役割を果たす。したがって、気候変
動によるプランクトンの増殖阻害は、海洋の漂泳区全
体の機能に重大な影響を与える。

欠かすことのできない単細胞生物

第2節 プランクトンサイクルの崩壊
最近の実験や研究は、気候変動、特に地球温暖化が既存の生物システムのバランスを崩しているこ
とを示す。これは一部の生物にとっては壊滅的な影響となりうる。特に大きな撹乱を受けているのは、
海洋で最も重要な食料源である植物プランクトンの自然周期である。

　プランクトンは、基本的に短命の生物である。これら
の生物は素早く繁殖し、1年のうちに数世代が生まれ
ることもある。プランクトンの増殖は定期的な年周期に
沿っており、これは植物プランクトンの春季ブルームに
始まる。春先には光利用効率の増加により、植物プラン
クトンの現存量が急激に増加する。バイオマスは、最小
である冬季のわずか数週間後には年間最大値に達し、
その後は継続的に減少していく。この減少は、動物プラ
ンクトンによる捕食も理由の1つであるが、溶存栄養塩
の大部分がブルーム期に消費されていき、また、深層へ
沈降していくことにもよる。すなわち、植物プランクトン
が水中の多くの栄養塩を消費しているのである。
　春季ブルームは、栄養塩が不足する寒冷な海域では
動物プランクトンにとって食物獲得の唯一の機会であ
り、他の海域においても大の機会となる。そのため、春
季ブルームは動物プランクトンを主食とする魚類の栄養
補給にも非常に重要である。そして底生生物も、植物プ
ランクトンや動物プランクトンの死骸に由来し、海底に
沈降する大量の有機物の恩恵を受ける。
　プランクトンは短命の生物であるため、海洋の物理的・
化学的変化や栄養塩の変動に素早く反応する。個体

群の大きさは数日から数週間の間に大きく変化するこ
ともある。状況によってはプランクトンの群集組成も変
化し、特定の種が突然優占することもある。気候変動に
よる変化は既にはっきりと観測されている。それらの一
部はこれまでの予測と一致する。陸上で果樹の開花が
早まったよう、多くの海域ではプランクトンの春季ブ
ルームの開始時期が早くなっている。また、一部のプラ
ンクトンの分布域が、海洋の温暖化に伴い極域方向へ
と移動している。
　一例として、温帯特有であった橈脚類カラヌス・ヘル
ゴランディクス(Calanus helgolandicus)の分布が北上
し、スカンジナビア地方に分布していたカラヌス・フィン
マルキクス(Calanus finnmarchicus)に取って代わった
ことが挙げられる。両種は魚類にとって重要な食料源
であり餌も似ているため、おそらくは生態系機能に危機
的には影響しない。しかし、プランクトン群集の変化の
すべてが、このように穏やかなものばかりではない。海
水温の上昇は動物プランクトンの孵化時期を早め、幼
生が飢餓に陥ることもある。これは水槽実験で実証さ
れている。

停滞するプランクトンの増殖
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5.5　植物プランクトンの繁殖(緑線)は、通常、動物プランクトンの幼生(ノープリウス幼生、赤線)の孵化前、冬の終わり頃に、利用可能な光量の増加
に伴って始まる。これにより、動物プランクトンには十分な餌が提供される。しかし、光量が少なく、水温が6℃度高いと、植物プランクトンのブルーム前に
動物プランクトンが孵化するため、幼生が飢餓状態となる。この撹乱に関するシナリオは、研究者たちがまさにバルト海で起こると予測しているもので
ある。バルト海では、光量が雲の増加により減少し、海水温もまた気候変動により上昇すると考えられている。

　研究者たちは、気候変動が植物プランクトンの春季
ブルームに与える影響を実験的に調査した。１.4m3のタ
ンクを、冬季終盤の植物プランクトン組成に相当する浮
遊生物で満たした。そのタンクは、気象チャンバー内で
光量と春の水温上昇条件を変化させた。春季の水温推
移において、現在の平均値に２℃、４℃、６℃の温暖化
条件を加えた模擬実験である。その結果は印象深いも
のであった。水温が1℃上昇するごとに、春季ブルーム
は１～1.5日早まったのである。光量の増加はこの効果
をさらに大きくした。
　動物プランクトンは温暖化にさらに強い反応を示し
た。橈脚類の幼生(ノープリウス幼生)は、水温が１℃
上昇すると最大で９日早く孵化した。この結果は悲惨
なものであった。ほとんどの幼生は、植物プランクトン
の春季ブルーム前に孵化した。餌が無いため幼生は
飢え、一世代が完全に失われる結果となった。
　温暖化は春季ブルームの時期を変えただけではな
い。植物プランクトンの総バイオマスと組成が変化し、
これが動物プランクトンに悪影響を与えた。通常の環
境では、橈脚類の良い餌となる大型珪藻が優占する。

一方、より温暖な条件下では小型鞭毛藻が優占した。
しかし、これらは橈脚類にとって好ましい餌ではない。
そこから予見される結果は明らかである。橈脚類の成
長が遅くなり、産卵数が減り、結果として子孫の数が
減った。
　しかし、海洋温暖化は「植物プランクトン－動物プ
ランクトン－魚」という食物連鎖にとどまらず、さらな
る悪影響を及ぼす可能性がある。温室効果ガスであ
るCO2の海洋での貯蔵量、すなわち「生物CO2ポンプ」
(次ページのコラム参照)にも影響する。より温暖な条
件下では、CO2を発生する動物プランクトンやバクテ
リアの呼吸が活発になる。これは、最初に植物プラン
クトンに取り込まれたCO2が、表層水に再び放出され
ることを意味する。バイオマスに固定されたまま有機
物として海底まで沈降し、最終的に堆積物中の炭素
となるCO2の割合が減少する。これは深刻な問題で
ある。気候変動の致命的なフィードバック機構となる
からだ。気候へ悪影響を及ぼす人為的なCO2の一部
を現在まで除去してきた自然の浄化作用が、気候変
動により弱まったのである。

プランクトンの実験 - 水槽の中の気候変動
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増え続ける有害藻類ブルームの脅威

　有害藻類ブルーム(HABs)とは、有毒または有害な
植物プランクトンの大量増殖のことである。HABsの発
生は世界中でますます頻繁になっている。しかし、それ
がなぜなのかはまだ不明である。水中の栄養塩濃度の
上昇による富栄養化が主な原因と考えられているが、
気候変動も影響しているようである。HABsは通常、
水柱が水温により成層する夏季に発生する。温かく軽
い表層水が、冷たく重い深層水の上部にある状態で
ある。この表層水が暖かいほど、2層の間にある水温
躍層の温度勾配が顕著になる。
　温度勾配が強いと、冷たく重い水と温かく軽い水の
密度差が障壁となり、水温躍層付近での水塊の混合が
妨げられる。これは深層水の栄養塩においても同様で、
混合による表層への輸送が妨げられる。そのため、表
層付近の栄養塩が植物プランクトンの成長により消費
された後にも、栄養塩の補給源が無くなる。夏季に特
徴的な、光が充分で栄養が不十分な層と光が不十分
で栄養が充分な層の間の鉛直的な障壁が強化される
ことになる。このような場合、比較的大型で遊泳性が高
い植物プランクトンの種が有利になる。それらは鉛直移
動により、栄養塩が豊富な深層と光が透過し光合成を
行う表層の間を行き来することができるためである。こ

のような種には、多くの渦鞭毛藻や、特にバルト海では
シアノバクテリアが含まれる。後者は気胞を用いた浮力
調節により、ダイバーのように上昇と下降ができる。問
題点は、どちらのグループにも多くの有毒種が含まれて
いることである。イガイがこれらを捕食すると、人間に
とって危険あるいは致死的な生物になるのである。
　プランクトンは、生産した毒の一部を水中に直接放
出することもある。これらの毒が、エアロゾル(波打ち際
で発生し空気中を漂う微小な水滴)から検出されるこ
ともある。特に有名な例は、渦鞭毛藻カレニア・ブレビス
(Karenia brevis)である。これがフロリダ沖で周期的に
発生するブルームは魚類の斃死、イガイによる貝毒中
毒、海水浴による炎症などを起こし、酷いときにはビー
チを訪れただけで喘息を発症することもある。専門家
は、これらブルームによる被害の増加は気候の温暖化
によるものと考えている。前述したように、シアノバクテ
リアにも多くの有毒種が含まれる。これまでのシアノバ
クテリアの研究は淡水産種、特に飲料水や水浴地に
有害なものに焦点が置かれていた。しかし、ネンジュモ
目のノデュラリア・スプミゲナ(Nodularia spumigena)
のように、様々なシアノバクテリアの有毒株がバルト海
では確認されている。

　海洋生物地球化学の分野では、有機炭素が深海
に沈降して最終的に海洋の堆積物となることを二酸
化炭素の生物ポンプと呼んでいる。まず始めに、二酸
化炭素は光合成の過程で植物プランクトンに取り込
まれ、有機炭素に変換される。しかし、この炭素のほ
とんどは、植物プランクトン自身の呼吸、あるいは植
物プランクトンやその死骸を捕食した動物プランクト
ンやバクテリアの呼吸の際に、再び放出される。

　海面付近の呼吸により海水中に戻った二酸化炭
素は、大気中にも再び放出される。海洋表層で生成
された有機物のごく一部が、恒久的な水温躍層以深
へ沈降する。この海洋深層水は、季節的にも大気に
触れることはない。有機炭素の基礎生産のうち、この
部分だけが大気中の二酸化炭素を除去する役割を
果たしており、これはCO2ポンプ(生物ポンプ)と呼ば
れている。

海洋のCO2ポンプ
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　HABsの頻発に加えて、科学者たちはクラゲの爆発
的な増加を観測している。この大量増殖の影響はよく
知られており、遊泳者の負傷、漁網の目詰まり、魚類と
の餌の競合、魚卵や仔魚の捕食などである。この個体
数急増の原因については、若干の議論がある。想定さ
れている原因の1つは魚類の乱獲である。動物プランク
トンを餌とする魚は、このクラゲと餌が競合する。もし魚
がいなければ、クラゲの餌が豊富になる。クラゲは多く
の魚よりも丈夫で、特に、低い酸素濃度に強い耐性をも
つことが知られている。海の酸素不足は、富栄養化の
結果ますます深刻化している。富栄養化により、プラン
クトンのバイオマスが増加する。その結果、より多くの有
機物が深海へ沈降し、酸素を消費する微生物によって

分解される。これにより水中の酸素が減少するのであ
る。気候変動は表層海水を温暖化し、この状況をさらに
悪化させる。温暖化により、酸素が多い表層水と冷たい
深層水の混合が減り、海水の循環機構が遅くなる。深
層で微生物が消費した酸素のうち、わずかな量しか補
充されなくなる。したがって、クラゲ被害の増加はいくつ
かのストレス源に起因するようである。気候変動はこの
ように、漂泳区の生物群集を再編するが、これは典型
的な食物連鎖「植物プランクトン－動物プランクトン－
魚類」にとって不都合である。一方で、クラゲはこの変
化の恩恵を受けるようである。おそらく、沿岸域での乱
獲と富栄養化には相乗効果があり、この状況をさらに
悪化させると思われる。

クラゲの問題

5.6　オキクラゲ(Pelagia noctiluca)の毒棘は
人を殺すことはないが、地中海では近年、多く
生息している。

5.7　渦鞭毛藻カレニア・ブレビスは主にメキシ
コ湾に分布する。その神経毒であるブレベトキ
シンAは、人間の炎症や喘息発作を引き起こす。

5.8　カラヌスの1種のような小さな甲殻類は
海洋に広く分布しており、魚類の重要な食料源
となっている。
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　人類が海を旅するようになってから、他の生物も一緒
に地球を旅してきた。それらには有用な動植物、または
病原菌やネズミなどの有害生物だけでなく、数多くの海
洋生物も含まれる。歴史的記録や考古学的発見による
と、黎明期の探検家たちの帆船には150種類もの海洋
生物が生息していたとされ、これらは木造船体の内外
や、アンカーチェーンなどの金属部分も住処としていた。
これら付着生物が邪魔な時には、海で削り落とされた。
また、修理不能で廃棄される腐食した船体には、これら
の生物はそのまま残された。そのため、フナクイムシ
(Teredo navalis)のように木材に穴をあける生物が今日
世界中で見つかるのは驚くことではない。しかし、これら

がヨーロッパの大航海時代以前に既に汎存種であった
かどうかは、もはや判断できない。一方で、人類が多くの
種を拡散してきたのは周知の事実である。貿易や観光の
グローバル化により、現在ではますます多くの海洋生物
が海を越えて移動するようになっている。貨物船を安定
させるために使用されるバラスト水だけでも、何万もの
生物種を地理的に離れた地域へ輸送していることが分
かっている。これら外来種のほとんどは輸送中または移
動先で死滅するが、ごく一部は繁殖して新たな個体群
を形成する。北米、オーストラリア、ニュージーランドの6
つの港の調査では、あらゆる障害を乗り越え、年に１～
２種がそれぞれの調査地で定着に成功していた。

　地理的障壁も運河により問題ではなくなる。すでに
300種以上がスエズ運河を通ってインド洋から地中海
へと移動した。さらに、河川や水路も、バルト海と黒海の
ように種の交換を可能としている。もう１つ重要な海洋
生物分散の原因は、養殖、水族館、食品産業での生き
ている海洋生物の取引である。
　専門家は世界の沿岸水域を合計232のエコリージョ
ンに区分した。それぞれのエコリージョンは、陸橋など
の地理的障壁により隔離されていたり、塩分などの環
境特性が明らかに異なっている。2008年の報告書によ
ると、これら232のエコリージョンの少なくとも84%で、
既に人間により移入種が持ち込まれている。

　北海とバルト海での調査によると、少なくとも80～
100種の外来種がそれぞれに定着できている。サンフ
ランシスコ湾では212種の外来種が確認されており、
ハワイ諸島では肉眼で観察できる海洋生物の約1/4
は移入したものと推測されている。同定が難しい微生
物や動植物については、分布域がほとんど分かってい
ない。種の出現記録についても、アクセスが困難な多く
の海洋域では大まかなものしかない。温暖化により、い
くつかの地域では将来的に外来生物が定着しやすく
なるのではないかと専門家は考えている。例えば、温暖
な気候を好む東南アジアの生物が、これまでは寒冷す
ぎた地域に根付くこともある。

5.9　外来種は、地球上の特定の沿岸エコリージョンで特に繁殖している。最も影響を受けているのは温帯である。移入種が在来種を侵略や追放して
いない地域は緑色で示している。

海洋生物の拡散の原因

第3節 本来とは異なるテリトリーに侵入する種
長い間、人類は意図的または非意図的に、ある場所から別の場所へと生物を移動させてきた。その
結果として生態系全体が変化してきた。温暖化した海水が移入種の定着を促す可能性があるため、
気候変動はこの問題を悪化させるかもしれない。
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　人類が海を旅するようになってから、他の生物も一緒
に地球を旅してきた。それらには有用な動植物、または
病原菌やネズミなどの有害生物だけでなく、数多くの海
洋生物も含まれる。歴史的記録や考古学的発見による
と、黎明期の探検家たちの帆船には150種類もの海洋
生物が生息していたとされ、これらは木造船体の内外
や、アンカーチェーンなどの金属部分も住処としていた。
これら付着生物が邪魔な時には、海で削り落とされた。
また、修理不能で廃棄される腐食した船体には、これら
の生物はそのまま残された。そのため、フナクイムシ
(Teredo navalis)のように木材に穴をあける生物が今日
世界中で見つかるのは驚くことではない。しかし、これら

がヨーロッパの大航海時代以前に既に汎存種であった
かどうかは、もはや判断できない。一方で、人類が多くの
種を拡散してきたのは周知の事実である。貿易や観光の
グローバル化により、現在ではますます多くの海洋生物
が海を越えて移動するようになっている。貨物船を安定
させるために使用されるバラスト水だけでも、何万もの
生物種を地理的に離れた地域へ輸送していることが分
かっている。これら外来種のほとんどは輸送中または移
動先で死滅するが、ごく一部は繁殖して新たな個体群
を形成する。北米、オーストラリア、ニュージーランドの6
つの港の調査では、あらゆる障害を乗り越え、年に１～
２種がそれぞれの調査地で定着に成功していた。

移入種による生物多様性の変化

　多くの外来種は、優占することなく在来の植物相や
動物相に入り込むため、その群集の多様性は高くな
る。自然災害は生息地を完全に破壊するので、それら
の群集全体に致命的な影響を与える。このような場
合、被災地には新たに生物が移入することで以前とは
全く異なる生物の集団が形成されることとなる。この1
例がバルト海で、ここは地質学的には比較的新しく最
終氷期後に形成されており、現在の形の汽水域となっ
たのは約7,000年前である。そこでは褐藻ヒバマタ属の
1種(Fucus radicans)だけが固有種として進化した。今日、
この地域に自生しているその他の種はすべて、北海や
白海などから移入したものである。他地域からの種の
移入は必ずしも問題があるわけではなく、全てが人間
の活動を原因とするわけではない。
　1492年にクリストファー・コロンブスがアメリカに
渡って以来、地球上では遠く離れた地域との交流が着
実に増えている。そのため、生物が原産地から遠く離れ
たエコリージョンに侵入しやすくなっている。時には、こ
の新たな移入種が問題を起こすこともある。それらは在
来種を駆逐することがあり、それにより生物多様性が
低下する。このことは特に、新たな移入地に天敵がいな
い場合に起こりやすい。例えば、オーストラリア原産の
緑藻イチイヅタ(Caulerpa taxifolia)は、モナコでの発見
からわずか15年の間に、トゥーロンとジェノバの間の生
育海域の97%を覆い、さらにはアドリア海北部に侵入
してシチリア島にまで達した。この藻類は、多くの藻食
動物が好まない忌避物質を生産する。この忌避物質に

適応してイチイヅタを食べる生物もいるが、それらは地
中海には生息してしない。
　アジアに生息する褐藻タマハハキモク(Sargassum 
muticum)と紅藻オゴノリ(Gracilaria vermiculophylla)
も、ヨーロッパに持ち込まれた後に、いくつかの沿岸域
でほぼ単一種からなる群落を形成した。北太平洋に分
布するキヒトデ(Asterias amurensis)も、1980年代半
ばにオーストラリア南東部の海域に定着した。メルボル
ン近郊のポート・フィリップ湾で初めて発見されてから2
年後には、1億個体以上の生息が推定されるように
なった。このヒトデは、新生息地に天敵がほとんどいな
かったため、在来のヒトデ、イガイ、カニ、巻貝を壊滅さ
せた。そして最終的に、このヒトデのバイオマスはこの
地域で漁獲される海洋生物の総量を超えた。
　新規移入種が在来種を駆逐した事例は、世界の
232の沿岸エコリージョンのうち78%の地域から報告
されている。多くの事例は特に温帯域から報告されてお
り、それは極端には暑くも寒くもないためであろう。ハ
ワイとフロリダを除き、侵略的海洋生物の影響を最も
強く受けた20の沿岸エコリージョンは、北大西洋と北
太平洋の温帯域、またはオーストラリア南部に集中して
おり、これらのうち9地域はヨーロッパにある。これらの
中には、サンフランシスコ湾のように、現在では外来種
が優占している地域もある。なお、移入種は海洋の生物
多様性への脅威とも考えられるが、これまでのところ、
地域外からの移入種が在来生物を絶滅させた事例は
知られていない。

　地理的障壁も運河により問題ではなくなる。すでに
300種以上がスエズ運河を通ってインド洋から地中海
へと移動した。さらに、河川や水路も、バルト海と黒海の
ように種の交換を可能としている。もう１つ重要な海洋
生物分散の原因は、養殖、水族館、食品産業での生き
ている海洋生物の取引である。
　専門家は世界の沿岸水域を合計232のエコリージョ
ンに区分した。それぞれのエコリージョンは、陸橋など
の地理的障壁により隔離されていたり、塩分などの環
境特性が明らかに異なっている。2008年の報告書によ
ると、これら232のエコリージョンの少なくとも84%で、
既に人間により移入種が持ち込まれている。

　北海とバルト海での調査によると、少なくとも80～
100種の外来種がそれぞれに定着できている。サンフ
ランシスコ湾では212種の外来種が確認されており、
ハワイ諸島では肉眼で観察できる海洋生物の約1/4
は移入したものと推測されている。同定が難しい微生
物や動植物については、分布域がほとんど分かってい
ない。種の出現記録についても、アクセスが困難な多く
の海洋域では大まかなものしかない。温暖化により、い
くつかの地域では将来的に外来生物が定着しやすく
なるのではないかと専門家は考えている。例えば、温暖
な気候を好む東南アジアの生物が、これまでは寒冷す
ぎた地域に根付くこともある。
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　多くの外来種は、優占することなく在来の植物相や
動物相に入り込むため、その群集の多様性は高くな
る。自然災害は生息地を完全に破壊するので、それら
の群集全体に致命的な影響を与える。このような場
合、被災地には新たに生物が移入することで以前とは
全く異なる生物の集団が形成されることとなる。この1
例がバルト海で、ここは地質学的には比較的新しく最
終氷期後に形成されており、現在の形の汽水域となっ
たのは約7,000年前である。そこでは褐藻ヒバマタ属の
1種(Fucus radicans)だけが固有種として進化した。今日、
この地域に自生しているその他の種はすべて、北海や
白海などから移入したものである。他地域からの種の
移入は必ずしも問題があるわけではなく、全てが人間
の活動を原因とするわけではない。
　1492年にクリストファー・コロンブスがアメリカに
渡って以来、地球上では遠く離れた地域との交流が着
実に増えている。そのため、生物が原産地から遠く離れ
たエコリージョンに侵入しやすくなっている。時には、こ
の新たな移入種が問題を起こすこともある。それらは在
来種を駆逐することがあり、それにより生物多様性が
低下する。このことは特に、新たな移入地に天敵がいな
い場合に起こりやすい。例えば、オーストラリア原産の
緑藻イチイヅタ(Caulerpa taxifolia)は、モナコでの発見
からわずか15年の間に、トゥーロンとジェノバの間の生
育海域の97%を覆い、さらにはアドリア海北部に侵入
してシチリア島にまで達した。この藻類は、多くの藻食
動物が好まない忌避物質を生産する。この忌避物質に

適応してイチイヅタを食べる生物もいるが、それらは地
中海には生息してしない。
　アジアに生息する褐藻タマハハキモク(Sargassum 
muticum)と紅藻オゴノリ(Gracilaria vermiculophylla)
も、ヨーロッパに持ち込まれた後に、いくつかの沿岸域
でほぼ単一種からなる群落を形成した。北太平洋に分
布するキヒトデ(Asterias amurensis)も、1980年代半
ばにオーストラリア南東部の海域に定着した。メルボル
ン近郊のポート・フィリップ湾で初めて発見されてから2
年後には、1億個体以上の生息が推定されるように
なった。このヒトデは、新生息地に天敵がほとんどいな
かったため、在来のヒトデ、イガイ、カニ、巻貝を壊滅さ
せた。そして最終的に、このヒトデのバイオマスはこの
地域で漁獲される海洋生物の総量を超えた。
　新規移入種が在来種を駆逐した事例は、世界の
232の沿岸エコリージョンのうち78%の地域から報告
されている。多くの事例は特に温帯域から報告されてお
り、それは極端には暑くも寒くもないためであろう。ハ
ワイとフロリダを除き、侵略的海洋生物の影響を最も
強く受けた20の沿岸エコリージョンは、北大西洋と北
太平洋の温帯域、またはオーストラリア南部に集中して
おり、これらのうち9地域はヨーロッパにある。これらの
中には、サンフランシスコ湾のように、現在では外来種
が優占している地域もある。なお、移入種は海洋の生物
多様性への脅威とも考えられるが、これまでのところ、
地域外からの移入種が在来生物を絶滅させた事例は
知られていない。

　移入した海洋生物は漁業に経済的な損失をもたらす。
アメリカ原産のクシクラゲの１種(Mnemiopsis leidyi)は、
25年前に黒海の沿岸漁業を崩壊させたが、当時は乱
獲と富栄養化により生態系が大きく劣化した状態に
あった。バラスト水により移入したと思われる個体が初
めて確認されたのは1982年である。このクシクラゲは
急速に分布を広げ、特に魚卵や仔魚を捕食することで
在来種を駆逐し、商業的な漁獲は約90%減少した。
1989年には1m3あたり240個体が確認され、これは、
このクシクラゲの世界での最大個体密度である。しかし、
捕食者である別のクシクラゲ(Beroe ovata)の非意図的
な導入が、この個体群を効果的に減少させ、魚類の個
体群を回復させた。北アメリカの東海岸でも外来種が問
題になっている。ここではヨーロッパミドリガニ(Carcinus 
maenas)がアサリの漁獲量を減少させた。移入した海
洋生物が、時として人間の健康被害を及ぼすこともあ
る。その一例が、神経毒を生産するAlexandrium属の微
細藻類である。Alexandriumは、おそらく数十年前には
生息しなかった多くの沿岸域で近年発見されている。こ
のような現象が、観光に大きな悪影響を及ぼすことは明
らかである。
　外来種は、船舶バラスト水への非意図的な混入のみ
により運ばれるわけではない。企業家は海洋生物を他
国から非分布域へ輸入して水産育種を行う。これは短
期的な商業利益をもたらすが、輸入種が在来生物を駆
逐するリスクも同時に抱えている。すなわち、中長期的
な経済的もしくは生態的な損害につながるのである。移
入した269の海洋生物の調査では、少なくとも34%は
水産育種のために意図的に輸入されたことが分かって
いる。その一例が日本のマガキ(Crassostrea gigas)で、
少なくとも45のエコリージョンに定着した。特に1964年
から1980年にかけて、スパットと呼ばれるマガキ稚貝
がヨーロッパに大量に輸入された。多くの場合、生態系
への影響は壊滅的であった。北アメリカとオーストラリア
では、このマガキは密集したコロニーを形成して在来種
を駆逐した。さらに、マガキは未消化の粒子を粘液と凝
集して分泌するため、沿岸域の富栄養化を頻繁に引き
起こした。マガキの存在は、フランスでも水質汚染を引き
起こしてきた。これに加え、動物プランクトンや大型動物
の減少も確認されている。オランダとドイツでは、マガキは

ムラサキイガイの生育場所に着底する傾向がある。こ
れにより、伝統的な漁業における重要種が脅かされて
いる。
　北海には、マガキと並んで少なくとも32種が非意図
的に移入したと考えられている。これらにはネコゼフネ
ガイ(Crepidula fornicata)と紅藻オゴノリ(Gracilaria 
vermiculophylla)が含まれ、いずれも生態学的に問
題があることが分かっている。これらの問題を将来的
に回避するためには、標準化した評価システムが有用
であろう。これにより、ある種が他生物を駆逐する可能
性を評価できる。さらに、ある特定の生息地への外来
種導入の利益と損失を比較検討することもできる。
　専門家は有害な移入種と無害な移入種を比較する
ことで、在来種を駆逐する可能性が高いことを示す特
徴を特定しようとしてきた。例えば、藻類には浮くものと
沈むものがある。容易に拡散できるかどうかは、その藻
類が漂流するかどうかに基本的には依存する。しかし、
個体の特徴に基づいてそのような在来種排除の可能
性を結論づけることは難しいことが分かっている。新規
生息地における生物の行動を確信を持って予測するこ
とは、おそらく不可能であろう。多くの重要な要素が関
わるためである。ある生物が長期間にわたり新規生息
地に定着し、多くの段階を経ることで、この予測はさらに
複雑になる。初期の拡大段階を経てある種が成長して
いる頃、通常は、新規生息地に完全に適応する前に衰
退する。ある種がもつ排除能力を確信を持って推定する
には、ある時点でその種がどの定着段階にあるのかを
知る必要がある。しかし、この特定が非常に困難である。

外来種の与える経済的影響

5.１０　ヨーロッパで最も移入種の影響を受けている海域における生
態学的または経済学的に問題のある移入種の数。

第 5章105



今後の移入は避けられるのか？

　種の移入は、ほとんど不可逆的であるため、外来の
海洋生物を扱う際には注意が必要である。定着した種
を機械的に除去することは事実上不可能である。多く
の種は、海中を浮遊する微細な休眠期や幼生期を経て
いる。このような段階では、生物をコントロールすること
はほとんど不可能であろう。新しい生息地に天敵を移
入することはできるかもしれないが、これにより、これら
の生物が後に脅威となる可能性がある。そのため、政

府の政策と環境管理は、種の移入の主な原因をコント
ロールするために、より強い姿勢を取る必要がある。例
えば、養殖やバラスト水などの継続的なモニタリングが
重要である。しかし、国や地域レベルでの一方的な努力
では、効果はほとんどない。あるエコリージョンに隣接
するすべての国が実施する国際的な戦略により、種の
移入を抑制できる見込みは高くなる。

　2004年、IMO(国際海事機関)はバラスト水処理の
ための条約を採択した。最初にこの条約に署名した
国々は、世界の海上交通量の約1/4を占め、自国の港
へのバラスト水処理システムの設置と、バラスト水の定
期検査の実施に合意した。2016年以降は、船舶にも
バラスト水処理システムの搭載が義務付けられてい
る。このような国際的な協力関係は、ICES(国際海洋
開発理事会)の取り組みによっても強化されている。
ICESは、1990年代半ばに、水産養殖における外来種

の取り扱いに関する行動規範に合意し、検疫手続きの
実施を勧告した。欧州経済共同体の存在により、加盟
国間での生物種の交換が容易になった。例えば、カキ
稚貝の商業輸送もEU内への種の移入の原因とみな
され、バラスト水と実質的に同等の重要性を持つよう
になった。同時に、EU域外からのカキの輸入はほとん
どなくなった。EU内の国際協力は、非ヨーロッパ生物
区からの種の輸入に対する保護を向上させたが、他方
でEU内の種の交換を悪化させた。

外来種の移入への対策
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　19世紀に工業化が始まって以来、海洋の生物多様
性は劇的に減少している。その主な原因として、トロー
ル船での漁獲による生息地の破壊、海洋の汚染や富栄
養化、そして気候変動の着実な進行などが挙げられる。
生物多様性は、おそらく地球史においてかつてないほ

ど急速に減少している。しかし同時に、深海や極地の海
に生息する種は、これまでほんの一部しか発見されて
いないため、海洋における種の損失を記録し評価する
ことは陸上よりもはるかに困難となっている。

　すべての生態系は、生物にとって非常に重要な特定
の役割を果たしている。海洋生態系の最も重要な役割
の1つは、太陽光と栄養塩から植物バイオマスを生産す
ること(一次生産)で、これは全ての海洋生物の基礎的
な食料源であり、最終的には人間のためにもなってい
る。世界の一次生産の約半分は、海中で成長・分裂す
る微細な植物プランクトンが担っている。生態系が果た
すもう1つの役割は、沿岸生態系における生息場所、す
なわち構造物の形成である。例えば、大型藻、海草、サ
ンゴは、海底の森、草原、サンゴ礁を形成し、軟体動物、
甲殻類、魚類など様々な生物に生息場所を提供してい
る。バルト海の海中林や海草藻場は、仔稚魚が成長し
て成魚として外洋へ泳ぎ出すまでの重要な生息場所と
なる。腹足類や小型甲殻類は、海藻や海草に付着して
いる微細藻を捕食し、構造物を形成する藻類の光合成
と成長を促すことで生態系に貢献する。微細藻を餌と
するこれらの軟体動物や甲殻類は、捕食性の大型甲殻
類や魚類の基本的な食料源となる。
　海草や大型藻は、甲殻類や軟体動物の餌になりにく
いため比較的寿命が長い。河川を経て農地から海に運
ばれた窒素化合物やリン化合物などの栄養塩を、バイ
オマスとして長期間貯蔵する。このように、海草や大型
藻は沿岸生態系における一種の生物浄化システムとし

て機能している。
　科学者たちは、生物多様性の劇的な減少が、生態系
の安定した機能に影響を与えるかどうかという問題に
取り組んだ。10年間の集中的な研究の結果、その答え
は明らかであった。影響を与える。沿岸生態系での実
験、特に海草藻場や海中林では、海洋の生物多様性
は、上述した生態系機能の維持には不可欠であること
が示された。種が豊富もしくは乏しい実験区の生態系
機能を比較するために、これらの実験では様々な方法
で種多様性を減少させた。例えば、あるフィールド実験
では成長初期に一部を人為的に取り除くことで海藻
の種数を減らした。実際に、種数が少ない実験区では
藻類のバイオマスが減少し、結果として消費者の餌が
減り、利用可能な生息場所の数も減少した。別の実験
では、海草に着生する微細藻を捕食する藻食性種の数
を減らした。その結果、藻食性種の数が乏しい群集で
は、豊富な群集と比べて微細藻を消費する量が少なく
なり、微細藻の増加が海草の光合成を抑制し、海草の
成長が遅くなった。
　これら２つの実験結果は、種数の減少が生産者(大
型藻)であるか消費者(藻食性種)であるかに関わらず、
生物多様性の減少が生息場所の構造に悪影響を及ぼ
すことを示している。

生物種の急速な消失

第4節 海洋生物多様性-重要な資源
世界の海洋における生物多様性の意義は、長い間不明であった。しかし現在では、生態系の機能と
生産を維持するための重要な役割を果たすことが分かっている。また、環境変化に対する生息地の
回復力も高めている。しかし、バランスのとれた生物群集であってもだんだんと不安定になっている。

海洋の生物多様性はなぜ重要なのか？
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5.１１　このカリフォルニアのある海域のように海中林には多くの魚種が生息している。

生物学的多様性の仕組みについて

　種が異なると物理的、生物学的な要求も異なる。生
物多様性がもたらすポジティブな効果は、まさにこのよ
うな点にある。藻類には、強光下で最適に成長する種
もいれば、弱光を好む種もいる。ある藻類は光に向かっ
て成長して樹木のように樹冠を形成し、他種はその下
の陰でよく成長する。これには2つの効果がある。１つ
目は、一方が他方から必要なものを奪うことなく共存
できるということ。2つ目は、利用可能な光を最適に利
用できることである。これら共存している生物種は、単
独で生息している場合に比べて、他種へより多くの食
料を生産する。このように利用可能な資源を補完的に
利用することは、いわゆる「相補効果」と呼ばれ、生物
多様性の重要な特性となっている。
　一方で、海草の捕食などの生態系における特定の機
能は、単一種により効率よく行われている。例えば、藻
食性の無脊椎動物である等脚類と腹足類は、それぞれ
異なる栄養嗜好を持っている。藻食性腹足類が、微細

藻の薄い層を捕食するための強力なやすり様の舌を
持つのに対し、等脚類は糸状の大型藻を好む。海草の
葉上に付着しているのが薄く成長する微細藻である場
合、多くの場合その海草は腹足類に捕食される。水中
の栄養塩が高いと糸状の大型藻が優占するが、この時
は等脚類が海草に付着した藻類を取り除く。これら2
種類の藻食動物のどちらがこの仕事をこなすかは、周
囲の環境に依存する。ある生態系の機能が、複数種で
はなく主に単一種によって担われている場合、それは
「選択効果」と呼ばれている。特定の環境が、いわば、現
在最適に機能する種を選択しているのである。
　種数の多さだけでなく、それぞれの種の個体数や、ど
の種が優占しているかも重要である。選択効果のため、
自然界の群集は通常、少数の優占種と多くの個体数
が少ない種で構成される。安定した環境条件の下で
は、植物バイオマスの生成などの生態系機能は、適した
特徴をもつ優占種によって維持されることが多い。個体

数が少ない多くの非優占種は、この中で付随的な役割
を果たしている。しかし、環境条件が変化するとそれら
には別の役割ができ、これまで重要でなかった種が突
然優占することもある。
　海洋でも同様に、１つの場所には優占種は数種しか
いないことが多い。極端な場合、1種が他の全ての種を
圧倒していることもある。このような生態系には、海草
藻場や海中林が含まれる。この場合、生物多様性は種
数ではなく、海草の単一種の遺伝的多様性によって獲
得される。これらの植物は全て同種に含まれるが、遺伝
的構造には隠れた違いがある。
　他の環境では種多様性が生態系を支えているのに
対し、海草藻場では遺伝的多様性がこれを補っている。
すなわち、目に見えない同種個体間の遺伝的な違いで
ある。実際に、複数の異なる遺伝子型を実験的に植栽
した海草藻場では、葉部の密度が上がり、総バイオマス

が増加した。そして植食性種の数も増加した。そのた
め、遺伝的多様性が高まると、一般的な生態系機能で
あるバイオマス生産が向上した。海草が増えると植食
性動物が増えるため、肉食性魚類の餌を増やすことに
なる。遺伝的多様性により、その生態系がもつ、撹乱や
環境変化への抵抗力も向上する。ある海草藻場の事例
では、遺伝的多様性が高い藻場は低い藻場と比べ、極
度の海洋熱波の後の回復が早かった。
　気候変動を経験している今日の世界では、非優占種
や遺伝子型の多様性が今後ますます重要になると思
われる。これらは、生態系機能を維持するための潜在
的な「生物学的保険」となる。これらは、未知の特徴や
遺伝情報を持っているかもしれず、これにより新たな環
境条件に適応でき、従来優占していた種や遺伝子型よ
りも高い生産性と回復力を持つかもしれない。
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生物多様性はどの程度脅かされているのか

　種が異なると物理的、生物学的な要求も異なる。生
物多様性がもたらすポジティブな効果は、まさにこのよ
うな点にある。藻類には、強光下で最適に成長する種
もいれば、弱光を好む種もいる。ある藻類は光に向かっ
て成長して樹木のように樹冠を形成し、他種はその下
の陰でよく成長する。これには2つの効果がある。１つ
目は、一方が他方から必要なものを奪うことなく共存
できるということ。2つ目は、利用可能な光を最適に利
用できることである。これら共存している生物種は、単
独で生息している場合に比べて、他種へより多くの食
料を生産する。このように利用可能な資源を補完的に
利用することは、いわゆる「相補効果」と呼ばれ、生物
多様性の重要な特性となっている。
　一方で、海草の捕食などの生態系における特定の機
能は、単一種により効率よく行われている。例えば、藻
食性の無脊椎動物である等脚類と腹足類は、それぞれ
異なる栄養嗜好を持っている。藻食性腹足類が、微細

藻の薄い層を捕食するための強力なやすり様の舌を
持つのに対し、等脚類は糸状の大型藻を好む。海草の
葉上に付着しているのが薄く成長する微細藻である場
合、多くの場合その海草は腹足類に捕食される。水中
の栄養塩が高いと糸状の大型藻が優占するが、この時
は等脚類が海草に付着した藻類を取り除く。これら2
種類の藻食動物のどちらがこの仕事をこなすかは、周
囲の環境に依存する。ある生態系の機能が、複数種で
はなく主に単一種によって担われている場合、それは
「選択効果」と呼ばれている。特定の環境が、いわば、現
在最適に機能する種を選択しているのである。
　種数の多さだけでなく、それぞれの種の個体数や、ど
の種が優占しているかも重要である。選択効果のため、
自然界の群集は通常、少数の優占種と多くの個体数
が少ない種で構成される。安定した環境条件の下で
は、植物バイオマスの生成などの生態系機能は、適した
特徴をもつ優占種によって維持されることが多い。個体

数が少ない多くの非優占種は、この中で付随的な役割
を果たしている。しかし、環境条件が変化するとそれら
には別の役割ができ、これまで重要でなかった種が突
然優占することもある。
　海洋でも同様に、１つの場所には優占種は数種しか
いないことが多い。極端な場合、1種が他の全ての種を
圧倒していることもある。このような生態系には、海草
藻場や海中林が含まれる。この場合、生物多様性は種
数ではなく、海草の単一種の遺伝的多様性によって獲
得される。これらの植物は全て同種に含まれるが、遺伝
的構造には隠れた違いがある。
　他の環境では種多様性が生態系を支えているのに
対し、海草藻場では遺伝的多様性がこれを補っている。
すなわち、目に見えない同種個体間の遺伝的な違いで
ある。実際に、複数の異なる遺伝子型を実験的に植栽
した海草藻場では、葉部の密度が上がり、総バイオマス

が増加した。そして植食性種の数も増加した。そのた
め、遺伝的多様性が高まると、一般的な生態系機能で
あるバイオマス生産が向上した。海草が増えると植食
性動物が増えるため、肉食性魚類の餌を増やすことに
なる。遺伝的多様性により、その生態系がもつ、撹乱や
環境変化への抵抗力も向上する。ある海草藻場の事例
では、遺伝的多様性が高い藻場は低い藻場と比べ、極
度の海洋熱波の後の回復が早かった。
　気候変動を経験している今日の世界では、非優占種
や遺伝子型の多様性が今後ますます重要になると思
われる。これらは、生態系機能を維持するための潜在
的な「生物学的保険」となる。これらは、未知の特徴や
遺伝情報を持っているかもしれず、これにより新たな環
境条件に適応でき、従来優占していた種や遺伝子型よ
りも高い生産性と回復力を持つかもしれない。

種数が少ない群落にだんだんと置き換わってきている。
糸状藻類は、稚魚やその他多くの生物にとって劣悪な
生息場所である。糸状藻類は酸素の生産量が少なく、
ヒバマタ海中林と比べて寿命が短いために栄養を短
期間しか貯蔵できない。また、腹足類や甲殻類の好物
でもある。これらの糸状藻類や高栄養濃度に起因する
植物プランクトンのブルームが、新たなヒバマタの種苗
への光を遮断することで、このことはさらに悪化する。
その結果、成長が著しく阻害されるのである。生態系に
重要な役割を担ってきた種の消失は、この場合はヒバ
マタ海中林であるが、環境条件と同時に生息場所を他
種に不適なものに変化させる。最悪な結末は、さらなる
生物多様性の低下により、現在の生態系がもつ役割が
将来的に果たせなくなることである。

　水温、塩分、栄養塩濃度の急激な変化や、乱獲、生
息地の破壊、外来種の移入などにより、世界の海洋に
おける生物多様性は急速に低下している。破壊的な力
は蓄積し、さらに多くの種を消滅させることは間違いな
い。そして、以前は多様であった群集の安定化機能が
低下することで、生息場所がこれまでの生態系機能や
その回復力を失うなど、危険な結果を招く可能性もあ
る。例えば、高い生物多様性をもつサンゴ礁は、乱獲や
栄養塩の流入により、少数の藻類だけが優占する生物
種の貧弱な生息場所へと形を変えてきている。少数の
リーフフィッシュでは、藻類の過剰増殖からサンゴ礁を
守ることができないため、サンゴの幼生も新たに定着し
にくくなっている。
　ヨーロッパのヒバマタ海中林は、糸状藻類が優占する
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結論：影響と反響

う。いずれの場合も、地域的な種の置き替わりが予想さ
れる。変化に弱い種は消失し、日和見的でより適応的
な種は増加するであろう。これらには、移入による多く
の外来種も含まれる。
　生物群集の構成種の再編により、その群集がもつ機
能もやがては変化する。どのような生態系機能をその
海洋生物群集が将来的に果たすのか、その群集はより
機能するのかしないのか、過去の機能は完全に失われ
るのか、それとも季節的・空間的に変動するだけなの
か。これらのことは、消失していく種の生態的機能を、
現存種もしくは新規移入種が継承できるかどうかにか
かっている。個々の事例では、例えば種の移動により、
生態系は生物群集の地域的な変化に対応できるのか
もしれない。しかし世界的に見れば、種は失われ、生態
系は根本的に変わっていくこととなる。
　種の消失の潜在的な影響は、海中林に生息するラッ
コの典型的な例で見事に説明されている。ラッコはウニ
を捕食し、ウニはコンブを食べる。いくつかの地域では
ラッコが乱獲され、ウニが急増し、海中林の荒廃が広
がった。その結果、生息場所が変化しただけでなく、沿
岸流まで変わってしまった地域もある。

　地球規模の気候変動は、今後数十年、数百年の間に
多くの環境要因をほぼ同時に変化させるだろう。これ
らの変化により、それぞれの種や群集がどの程度強い
影響を受けるかは、変化する要因に左右される。さまざ
まな海洋生態系の中で、どの生育環境が今後地域的
に変化するのかを判断することはできない。東部バルト
海に生息する淡水産種が生態系における塩分低下の
恩恵を受けるように、南極の浮遊性藻類は海水温上昇
による恩恵を受けるかもしれない。いくつかの生息場所
では、外来種の移入により種多様性は一時的に増加す
ることもある。しかし、多くの場合、環境要因の地理的
変動は一部の生物にとって許容を超えるストレスとな
る。例えば、将来的な温暖化は、分布南限のポルトガル
沖において、冷水に適応しているヒバマタにとって許容
を超えたストレスとなるであろう。
　生物種の適応よりも急速な変化が起きた場合、この
非生物学的ストレスは増強される。非生物学的な変化
に適応できない種は、生き延びるためにより好ましい生
息地に退避しなければならない。しかし、十分に速くそ
して遠くへ拡散できない、もしくは新たな群集内で自分
を確立することができない場合には、死滅するであろ
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何十年もの間、世界の漁業生産量は着実に増加し、その結果、現在多くの水産資源は過剰利用また
は枯渇に分類されている。この状況に陥った原因は、失敗した漁業政策と不十分な漁業管理にある。
環境配慮型の持続可能な漁業は、長期的な面からみれば経済的に可能であるにもかかわらず、現
状では短期的利益の追求の方が優先されているように見える。



　世界の漁業及び養殖業と水産製品の生産量は 
2018年現在、約１億7,900万トンである。
　1990年代初頭までは世界の海面漁業による漁はあ
る程度一定して増加し、1950年の年間2,000万トン以
下から1990年には年間8,000万トンと４倍に増加し
た。1990年代以降は、漁獲された海産の魚類、貝類、
カニ類の総量はおおよそ一定のままである。 
　特に水産製品の需要が大きいアジア諸国において、
養殖業は着実に拡大している。年間の成長率は約７%
ほどであり、養殖業は最も急激に拡大している食料部
門の１つである。養殖業は、すでに全世界の魚介類消
費量の40%以上を占めている。 
　しかしながら、養殖される魚種の多くは肉食性であ
り、飼料として他魚類の供給に依存している。このよう

に自然界で漁獲された魚類が飼料として利用されて
いる。魚種によって必要となる飼料の量は大きく異な
るものの、１kgの養殖魚を生産するためには平均５kg
の魚粉と魚油が必要となる。また、自然界で漁獲され
た魚も種苗として利用されている。このようにみると、
養殖魚の消費のみに切り替えることは必ずしも自然
界の水産資源を保護するわけではないと言える。 
　海面漁業の拡大は世界中の水産資源の大幅な減少
や場合によっては資源の枯渇に寄与している。過剰利
用は、特に成熟し産卵を開始するまでに数年を要する
タイセイヨウアカウオなどの長寿命魚類に影響を与え、
極端な場合、資源の枯渇に繋がる可能性がある。例え
ば、米国沿岸沖の北西大西洋タラ系群は、長年の乱獲
の後、資源が枯渇した。

大規模な開発

第1節 海面漁業を取り巻く昨今の状況
魚は人々にとって重要な食料資源である。また、経済にとっても重要であり、推定年間水揚げ金額は
約900億米ドルにのぼる。しかし、世界の海洋地域の多くでは、絶え間ない乱獲によって水産資源が
危険にさらされている。

6.1　養殖業は今日においてブームとなっている産業であり、中国の海南島で見られる通り、魚が大規模に養殖されている。しかし、養殖魚は大量の魚
粉やその餌として漁獲された小型魚を必要とするため、養殖場は必ずしも天然魚の資源の保護に役立つわけではない。
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　北海のタラ系群も同様に集中的な漁業によって大き
く減少している。特にこの種は、海洋の過剰利用による
影響を示す良い例である。専門家は水産資源の管理を
実施するに当たって、ある魚種が地理的に区分した地
域内において、独立して再生産を行なう個体群を系群と
して定義している。産卵親魚資源、すなわち再生産が可
能な成熟個体群は科学的な意味において特に重要で
ある。国連の食糧農業機関(FAO)は、様々な資源状況
の分類について正確な定義を規定していない。例えば、
"適正利用状態(Fully Exploited)の資源"と"過剰利用
状態(Overexploited)の資源"の境界はやや曖昧である。 
　FAOによると、"適正利用状態の資源"という用語は、
漁業が適正な漁獲レベルまたはそれに近い状態で操
業し、これ以上拡大の余地がないことを意味している。
長期間にわたり持続的に利用できると考えられるレベ
ルを超えてある(魚種の)資源が利用されており、また資
源量が着実に減少していることが明らかになっている場
合、その資源は"過剰利用状態の資源"と呼ばれる。これ

までと同程度の操業をしているにもかかわらず、漁獲量
の著しい減少が見られた場合、漁業資源が枯渇したと
みなされ、同様に水産資源が枯渇した後に再び漁獲量
が増加した場合、回復状態にあると見なされている。 
　FAOの推定によると、過剰利用状態の資源と枯渇状
態の資源の割合は1970年代以降、着実に増加してい
る。対照的に、適性または低・未利用状態の資源の割合
は2006年には20%と推定され、約50%減少している。
この傾向の背景として、魚群を見つけるための手段や、
高性能な漁船を含む効率的な漁業技術の発展が指摘
されている。巨大な工船の建設により、漁船がまだ海上
にいる間に大量の漁獲物を冷凍することができ、また水
揚げ港から遠く離れた漁場を利用できるようになった。
漁業技術の継続的な進歩によって、より深い水深にお
ける漁業も可能となった。さらに、代替品の不足のため、
これまで不採算、品質の悪さ、または消費に適さないと
見なされてきた魚種も、商業漁業の対象となっている。

産卵親魚資源の減少

　魚の資源量を正確に評価することは困難な作業で
ある。個別に魚を数えることは不可能なため、資源量は
数学的なモデルを用いて推定されている。水産業にお
ける現在の漁獲量はこの重要な一次データである。ま
た、モデルは漁業日数や漁船の大きさに基づいてある
量の魚を漁獲するために必要な努力量を考慮してお
り、海に存在する魚が少ないほど、一定の漁獲量を達
成するために必要な労力は大きくなる。 
　しかし、現在においても全ての漁獲が報告されている
わけではなく、利用可能なデータは完全なものではな
い。したがって、数学的モデルには、漁業生物学者に
よって定期的に行なわれる魚の年齢構成や資源密度
に関する科学的な捕獲調査の情報も含めている。 
　総漁獲量について比較すると、中華人民共和国は世

界の漁業先進国を大差で上回っており、水揚げ量は世
界の総漁獲量の約15%(200万トン)を占めるとされて
いる。その後、インドネシア、ペルーと続き、上位７カ国の
総漁獲量を合わせると全世界の漁獲量の約50%にの
ぼるとされる。地域的には、北西太平洋(20億トン)と西
部中央太平洋(13億トン)が世界で最も漁獲量が多い
漁場である。 
　年間700万トンから1,000万トンの生産量がある
アンチョベータ(別名:ペルーカタクチイワシ)は最も生
産性の高い海洋種である。そのため、ペルー漁業の
主であり、また他の国々も漁獲を行なっている。ラン
キング２位は、290万トンの漁獲を誇るスケトウダラ
(学名:Theragra chalcogramma)であり、240万トン
の大西洋ニシン(学名：Clupea harengus)が続く。

資源評価-困難を有する作業

6.2　北海におけるタラ資源の例は、子孫を残すことが可能な成熟魚(産
卵親魚、緑線)がいなくなった場合に、水産資源がどのように枯渇するか
を示している。
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6.3　世界の上位生産国 

6.4　1950年以降の海洋漁業生産量
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6.5　魚種別生産量及び水揚げ高

6.6　地域別漁獲トン数 (2007)
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　大西洋タラ(Gadus morhua)は、一般的には単にタラ
として知られており、バルト海を含む他の海洋地域でも
見られ、北ヨーロッパの大部分と北大西洋の島々で長
年にわたって人気の主食だった。タラ資源は豊富で、捕
まえやすい種であった。イギリスの伝統料理である
フィッシュアンドチップスの主な材料の１つであり、ノル
ウェーでは乾燥させたタラは人気の伝統食品だった。
タラは最大1.5mほどの大きさまで成長し、海底やその
付近に生息する底魚である。生息地は大西洋沿岸域
に位置し、沿岸域周辺の600m程での水深でみられ
るが、タラは養殖が難しい種である。 
　漁業国のタラ資源への依存度の高さは、1958年か
ら1975年までの「タラ戦争」で証明された。この間に生
じた一連の政治的対立は、アイスランドが伝統的な漁場
の将来性や外国の深海トロール船との競争激化を懸
念して、排他的経済水域(EEZ)(第10章参照)を３海里
から200海里へと段階的に拡大したことによるもので
あった。そうすることで、アイスランドは北東大西洋のタ
ラ資源を他の漁業国による過剰利用から保護すること
に成功した。このことは、今なお北東大西洋で約100万

トンのタラが毎年漁獲されているのに対し、北米東海岸
沖の北西大西洋のタラ資源は漁業管理に失敗した顕
著な例であるという事実からも明らかである。 
　どのようにしてこのようなことが起こったのだろうか。
主に小型漁船を使用して沿岸域で漁業を行なっていた
時代を経て、水産業は1950年代にトロールネットを用
いた商業的な底漁業に切り替え、また、より深い海域で
漁業を開始した。漁獲量は短期間で大きく増加し、資
源量の減少につながった。国際的な漁獲枠による漁獲
量規制の試みや排他的経済水域拡大によって問題に
取り組むカナダの取り組みは生産量低下に歯止めをか
けることはできなかった。資源が完全に枯渇した1980
年代末後、1992年に商業タラ漁業を禁止する以外に
選択肢はなく、2003年にニューファンドランド沿岸域で
の零細漁業の禁止も行なわれた。この動きによる社会・
経済的な影響は深刻である。生物学者は現在、海洋生
態系の大規模な崩壊によって転換点を過ぎ、漁業を全
面的に禁止してもタラ資源が回復することはないと考
えている。

タラの運命

6.7　魚を巡る戦い：一部の国の漁業の経済的意義は、北東大西洋の"タラ戦争"の間に明らかになった。イギリスとアイスランドは、漁場の支配を巡る
紛争で軍艦を配備した。1976年１月７日、アイスランド沿岸から約35海里離れた沖合で、アイスランドの巡視船トール(左上、写真奥)がイギリスのフリ
ゲート艦アンドロメダ(手前)と衝突した。イギリス側の報道によると、衝突は巡視船トールがイギリスのトロール船ポルティア(右上、中央)の網を切断し
ようとした後に発生した。操縦中、巡視船トールは突然コースを変更し、フリゲート艦に衝突した。両国間の紛争は非常に激しく、アイスランドは一時期イ
ギリスとの外交関係を断ち切った。
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　世界中の魚類の推定水揚げ額は約4,010億米ドル
である。その上、生鮮品を様々な水産物に変える加工
業によって付加価値が生み出されている。魚種に応じた
経済的価値は、次の２要因によって大きく変動する。第
１に国際市場に出回っている魚の総量が異なるため、
第２に消費者の嗜好も様々な魚種ごとに異なるためで
ある。マグロの希少種は、アジア市場でキロ単価100
ユーロを超える値がつけられるが、漁業者にはキロ当
たりわずか10-20セントしか支払われない。 
　水産物の価格は加工方法に依存して変化する。世界
全体で量別にみれば、漁業における加工のあり方は、
ここしばらく概ね安定している。総漁獲量の約76%は、
直接人間の消費に向かい、この内の約半分は生鮮品と
いう形で最終消費に、約25%は冷凍品に加工され、
残った約25%弱は市場に運ばれる前に塩漬けや塩・
酢の漬け物、缶詰として保存される。直接人間が消費し

ない残りの23%は、主に飼料産業向けの魚粉や魚油
に加工され、例えば養殖業や養鶏業で使われている。
人間の食事という点からの魚の重要性もまた地域に
よって異なっている。水産物の消費は他の食料資源や
海との近さに大きく左右され、世界では一人当たり年
間約20.3㎏(2017年)の水産物(生重量)が消費され
ている。水産物の消費量は日本、米国、欧州で世界の
総供給量のほぼ半分(約47%)を占めている。しかしな
がら、欧州連合(EU-15)諸国の一人当たりの消費量は
25.7㎏でこの平均を大きく上回っている。魚が伝統的
に食料の大部分を形成しているスペイン(42.6㎏)やポ
ルトガル(55.4㎏)などの国と比較すると、ドイツの一人
当たりの水産物消費量は14.3㎏であり、ある程度、世
界平均と一致している。漁業と養殖業は、アジアやアフ
リカ諸国を中心として世界中で推定5951万人の雇用
を提供している。

数十億の収益生産-飼料用の魚粉と食用の水産物

6.8　経済性と関連する水産資源の利用強度は世界中で大幅に増加している。 6.9　2006年の水産物の活用(量別内訳)。"非食用目的"では、魚や畜
産養殖向けの魚粉と魚油の生産が大部分を占める。
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　太平洋はいくつものスケトウダラ系群が存在し、その内
5つは米国底魚漁業管理計画(USGroundfish Fishery 
Management Plans：FMPs)に基づいて管理されてい
る。これらの計画には、専門家グループによる特定の魚
種に対する持続的な漁獲量の勧告が含まれ「最大持続
生産量(Maximum Sustainable Yield：MSY)」の原則
に沿った漁業活動を保障することを意図している。それ
ぞれを平均した資源量は、MSYで漁獲に必要なレベル
のほぼ80%にすでに達している。現在行われている漁

業の漁獲量は比較的小さく、持続性を保証する漁獲量
をも下回るほどである。それにも関わらず、漁師は現在
でも、主にベーリング海やアリューシャン列島周辺で年
間約110万トンの漁獲を行なうことができている。漁師
は漁網を海底で引きずらず、水中で曳き網を行なうこ
とで底魚種を十分に保護している。適切な網目サイズ
やその他の技術的手段の選択にも配慮することで、か
なりの混獲を減らすことができている。

持続的管理-スケトウダラ漁業

　水産資源が長期間にわたって保全されるか、枯渇に
陥るかは魚がどの程度漁獲されるかに左右され、これ
は主に行なわれた「漁獲努力量(Fishing Effort)」によっ
て決定される。漁獲努力量という用語は、漁船の構成
や漁具、漁業技術、操業時間の組み合わせによって決
定される。漁獲量に影響を与えるもうひとつの要因は、
例えば、特定の方法で加工された魚種や水産物に対す
る消費者の需要であり、どの程度の操業をすることが
漁業者の利益になるかは、消費者の需要に最終的には
依存する。 
　漁業機会もまた様々な生態学的要因の影響を受け
ている。海洋生態系は、それぞれの資源密度や年齢構
成などから成る多くの水産資源に加えて、生物環境と
非生物環境から構成される。生物環境は、海洋哺乳類

や海鳥、肉食魚、それらの餌となるプランクトンや魚類
に加え、魚の生息域を形成するサンゴの例のように異
なる方法で水産資源と相互作用する動植物種も含ま
れる。非生物環境の主要なパラメーターには、温度、塩
濃度、酸素濃度、水質などが含まれている。生態系全体
で発生する様々な影響をもたらす要因間の相互作用は
非常に複雑であり、それを解明することは難しい。また、
地球温暖化による結果のように、時間の経過と共に変
化することもある(第1,２,5章参照)。消費者の需要と漁
獲努力量は間接的に海洋生態系にも影響を与える。た
とえば、漁獲する魚の大きさに依存して、漁獲後の海洋
における魚の年齢層や水産資源の密度が変化するこ
とがある。その場合、様々な海洋生態系のバランスに影
響を与える可能性がある。

水産資源の減少- 非常に複雑な要因

第2節 乱獲の原因について
現在では水産資源がいつ、なぜ枯渇するのか理解が進んでいる。世界的な水産資源の需要と漁業活
動の高度化が重要な要因であると知られているが、生態学的側面もまた重要な役割を果たしている。
しかし、乱獲の原因をさらに説明するためには、乱獲に影響を与える変数についてより詳しく学ぶ必
要がある。
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生態学的・経済学的な漁業管理の目的

　2002年にヨハネスブルグで開催された持続可能な開
発に関する世界首脳会議(World Summit on Sustainable 
Development：WSSD)では、世界の水産資源保護の
観点から最大持続生産量(MSY)を設定した実施計画
が採用された。MSYは水産資源を危険にさらすことな
く、毎年持続的に水産資源から得ることができる最大の
漁獲量である。長期の持続的な漁獲量は資源量の大き
さによって異なる。多くの水産資源にとって、MSYを可
能とする資源量の大きさは、漁業活動を行なわない状
態における自然界の均衡状態の約半分に相当する。 

　魚種により商業的価値が異なるため、経済的に言え
ば漁獲量でなく漁獲高が意味を持つ。ある漁業におい
て、それにかかる費用が漁獲高に次ぐ経済的指標であ
る。漁獲努力量の増加は、賃金や燃料、漁具など投入
費用の増加による操業費用の上昇につながる。よって、
漁業は特に漁獲高と総費用の差が十分に大きい場合、
利益を出すことができる。MSYと同様、総収入と総費
用の差による最大の経済的価値は、「最大経済生産量
(Maximum Economic Yield：MEY)」として知られて
いる。

6.10　海面漁業の概略図。 白い矢印は海で漁獲された魚が消費者に届くまでの道筋を示している。濃緑色の矢印は消費者の需要、漁獲量に対し
ての漁獲努力量、海洋生態系の影響を示している。
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　漁獲高、操業費用、そして漁獲努力量を考慮した時、漁業
は長期的にどの程度経済的な利益があるのであろうか。あ
る一定の努力量で漁業を継続的に行うことにより、最大持
続生産量(MSY)が達成される。これは水産資源を危険にさ
らすことなく持続的に資源から得られる年間最大の漁獲量
である。一方で、最大経済生産量(MEY)は経済的な指標で
ある。これは漁業による最大の利益と等しく、総収益と総費
用の最大差である。MEYはMSYより低い努力量レベルで
達成される。無規制状態では、漁業が商業的に実行可能で
ある限り、すなわち漁業から得られる利益がプラスである限
り、漁獲努力量は増え続けるだろう。したがって、無規制漁業
における漁獲努力量は、漁業による収益と費用が一致する
点で均衡することになる。

漁業による利益

6.11a　漁業による利益について 

　乱獲の経済的なインセンティブについて経済的側面
から見ると、乱獲の問題は水産資源が"共有"資源であ
るために生じる。一度漁獲された魚は漁業者の所有と
なるが、海にいる魚はそうではない。海にいる魚が再生
産を行ない、成長して重量が増える、つまりは魚が海に
存在することで、将来的に漁獲量が増加するという事
実に経済的な価値がある。この価値が喪失することか
ら、価格は漁獲と関連している。回復が必要な過剰利
用状態の資源においては、水揚げ後の市場価格を上回
る価格となるかもしれない。しかし、水産資源は共有資
源であり、無規制状態で完全にオープンアクセスの漁
業においては誰も真の経済的価格(乱獲せずに大きく
なるまで待ってから漁獲することで手に入る金額)を支
払うことはない。そのため、漁業の経済的費用は過小
評価され、経済的に適切な量を超えて、漁獲が行なわ
れている。 
　水産資源がMEYを達成できる大きさである場合、
個々の漁業者は自らの所得を上げるため、追加の漁船
を配備したり、漁業に従事する時間を長くしたりする強
いインセンティブが発生する。これは、誰しもに開かれた
漁業であれば、実質的に漁業者が利益を生み出すこと
が不可能になるまで、漁獲努力量が増大し続けること
を意味している。その上、州の補助金によって、漁業に
かかる費用が漁獲により得られる価値(収入)を超えた
場合でも漁業が維持されることが可能となる。個々の
漁業者の操業費用は、直接的・間接的な補助金によっ
て削減され、毎年世界中で100億米ドル以上が燃料補

助費や漁業高度化プログラムを通じて支払われており、
その80%を先進国が占めている。 
　世界銀行の計算によると、世界の漁業全体の経済的
利益を最大化する、つまりMEYを達成するためには、
世界の漁獲努力量を44-54%削減するべきである。世
界銀行は現在、乱獲によって将来的に年間320億米ド
ルもの利益を失うと推定しており、これは世界中の漁獲
高約900億米ドルと比較しても相当大きな数字である。
MEYの観点から漁業規制を成功させるために肝要と
なる継続的な法執行や監視には困難が伴う。例えば、
非常に収益性が高い特定の漁業の場合、漁業者は違
法な水揚げを行なうことで収入を向上しようとする可
能性がある。実際、市場に出回る水産物の約1/3は、違
法漁業や国際協定を回避した操業から来ていると推定
されている。
　「違法・無報告・無規制(Illegal, unreported and unregulated：
IUU)漁業」は水産資源の保全と維持を行なう努力を妨
げる。IUU漁業は、意図的に法律や他者の漁業権を侵
害する数名の民間参入者によって行なわれるだけでな
く、自国の基準が国際社会で採用されている基準を満
たさない国や、漁業の規制制度が整っていない国に登
録された船舶も含んでいる。したがって、違法・無報告・
無規制漁業は主に、発展途上国に位置する沿岸域の
零細漁業に被害を与える。世界全体のIUU漁業による
年間の経済的費用は少なくとも100億米ドルと推定さ
れている。

乱獲の経済的インセンティブ
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6.11b　今日にいたっても尚、深海における漁業は困難である。とはいえ、
今日の漁船は魚群探知技術のような最新技術を搭載している。



　乱獲とは、年間の漁獲量が生態学的・経済学的に
持続可能でないことを指す。過度な操業の結果、漁獲
量が過剰になる。水産資源が減少することで、一定量
の魚を漁獲するために必要な努力量は継続して増加す
る。漁業政策や漁業管理においては、漁獲量を制限す
る直接的な措置や漁獲努力量に焦点を当てた間接的
な措置を採用することで、この状況に対応してきた。

どうすれば乱獲を回避できるか

第3節 資源管理の古典的アプローチ
長年にわたり、規制当局は水産資源を保護するため、様々な規制手段で漁業を管理しようとしてき
た。漁獲枠割当や操業日数の制限、漁船に搭載されているエンジンの馬力制限などである。しかし、
これらの措置の多くは、漁獲枠割当や各種制限の導入が十分に厳しいものではなかったことや適
切に管理されていなかったことや、これらの規制を無視した漁業が行なわれることにより実効性に
疑問の余地があった。

　生物学的・経済学的に持続可能なレベルまで漁獲
量を削減するため、規制当局はしばしば「総漁獲可能
量(Total Allowable Catches：TAC)」を導入している。
理想的には、TAC は長期的に最大経済生産量(MEY)
を達成するレベルに設定すべきである。しかし、TAC単
体では経済効率性を担保することは難しく、TACによ
る制限を受けた毎漁期の開始時に各漁業者は短期間
(漁獲競争とも言われる)に高い漁獲努力量を投入し、
漁獲枠に占める自らの割合を可能な限り最大にしよう
と試みる。もし、漁獲枠が比較的短期間で使い果たさ
れた場合、次の漁期が始まるまで漁獲能力は未使用の
ままである。したがって、各漁業者に漁期全体を通じた
適度な計画性の確保を与えるために、TACは各漁船や
漁業者、または漁協に割り当てられている。 
　何らかの方法で漁業者の長期的な漁獲量を決定
する権利を与える漁業管理戦略は「権利に基づく漁
業管理(Rights-based Fishery Management)」とし
て知られている。「譲渡可能個別漁獲割り当て方式
(Individual transferable quotas：ITQs)」が主な例であ
る。ここでは、漁業者は他の漁業者と自由に取引するこ

とができる漁獲枠が個別に割り当てられる。比較的非
効率な操業を行なう漁業者は、漁獲枠の一部を販売す
ることができ、より経済的に効率の良い会社が追加の
漁獲枠を購入することができる。長期的には、この取り
組みによって少数の漁業会社に漁獲枠が集中し、総漁
獲可能量を少ない総費用で水揚げできるようになる。 
　このような集中化の過程は実際に観察することがで
きる。例えば、ITQsのシステムが1986年から整備され
ているニュージーランドでは、2000年のITQs保有者は
1990年の約1/3まで減少した。いうまでもなく、この制
度では特に小規模で経済効率性の低い漁業事業者の
保護という観点からは懸念点も少なくない。しかし、小
規模事業者は漁獲枠を売却することができるため、漁
獲枠の取引がない場合に比べれば保護されているとも
いえる。
　原則として、漁獲枠はトン単位で魚種別に分類され
る。しかし、実際に水揚げされる魚は、多様な魚齢や品
質で構成され、それによって価値が異なる。この仕組み
によって、漁業者が最高品質の魚だけをより選抜して水
揚げするようになる。よって、低品質の魚は海に捨てら

漁獲量の削減

れ、高値の魚で漁獲枠が埋められる。 
　洋上投棄は、消費者に利益をもたらすことなく資源
量を減少させる。漁業のいくつかでは漁獲に占める混
獲割合が40%以上を占める。この混獲物は、廃棄物の
ように船外に捨てられてしまう。こうした問題があるに
も関わらず、漁業権に基づく管理漁業は全体として良
好な実績を収めている。大規模データセットに基づく新
しい研究により、この管理アプローチが経済的効率性
だけでなく、漁業の持続可能性についても保障してい
ることが示されている。例えば、権利に基づく管理漁業
では漁業によって枯渇した資源の割合はわずか14%
であり、同様の種類の規制がない漁業の28%よりもは
るかに少ない。 
　漁獲枠取引の代わりとして水揚げ手数料を利用して

乱獲を規制する可能性もある。この手数料方式は 
ITQsと似た方法で行なわれる。両者の違いは、漁業者
が追加の漁獲枠を購入するのではなく、実際に漁獲さ
れた魚の量に応じて指定された規制当局に水揚げ手
数料を支払うという点である。水揚げ手数料は魚の真
の経済的価値が支払われることを保障し、これによって
乱獲のインセンティブを取り除く。
　TAC設定に必要なデータと同様に、水産資源の構造
と大きさについて利用可能な情報がある場合に限り、
最適な手数料を設定することが可能である。この主な
問題は、無償で配分される漁獲枠と異なり、収益の減
少もある直接的な支払い制度を漁業者が拒否すること
だ。したがって水揚げ時の手数料は現在の所、実際の
漁業においては軽微な役割しか果たしていない。6.１２　東京にある魚市場での超低温冷蔵マグロのセリ。日本は世界

で5番目に大きな漁業国である。
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6.13　漁業管理の古典的アプローチは、漁獲量に直接的な制限を当てるか、または漁獲努力量を制限しようとする。しかし、これらの制度を監視
することはしばしば困難を伴う。

　生物学的・経済学的に持続可能なレベルまで漁獲
量を削減するため、規制当局はしばしば「総漁獲可能
量(Total Allowable Catches：TAC)」を導入している。
理想的には、TAC は長期的に最大経済生産量(MEY)
を達成するレベルに設定すべきである。しかし、TAC単
体では経済効率性を担保することは難しく、TACによ
る制限を受けた毎漁期の開始時に各漁業者は短期間
(漁獲競争とも言われる)に高い漁獲努力量を投入し、
漁獲枠に占める自らの割合を可能な限り最大にしよう
と試みる。もし、漁獲枠が比較的短期間で使い果たさ
れた場合、次の漁期が始まるまで漁獲能力は未使用の
ままである。したがって、各漁業者に漁期全体を通じた
適度な計画性の確保を与えるために、TACは各漁船や
漁業者、または漁協に割り当てられている。 
　何らかの方法で漁業者の長期的な漁獲量を決定
する権利を与える漁業管理戦略は「権利に基づく漁
業管理(Rights-based Fishery Management)」とし
て知られている。「譲渡可能個別漁獲割り当て方式
(Individual transferable quotas：ITQs)」が主な例であ
る。ここでは、漁業者は他の漁業者と自由に取引するこ

とができる漁獲枠が個別に割り当てられる。比較的非
効率な操業を行なう漁業者は、漁獲枠の一部を販売す
ることができ、より経済的に効率の良い会社が追加の
漁獲枠を購入することができる。長期的には、この取り
組みによって少数の漁業会社に漁獲枠が集中し、総漁
獲可能量を少ない総費用で水揚げできるようになる。 
　このような集中化の過程は実際に観察することがで
きる。例えば、ITQsのシステムが1986年から整備され
ているニュージーランドでは、2000年のITQs保有者は
1990年の約1/3まで減少した。いうまでもなく、この制
度では特に小規模で経済効率性の低い漁業事業者の
保護という観点からは懸念点も少なくない。しかし、小
規模事業者は漁獲枠を売却することができるため、漁
獲枠の取引がない場合に比べれば保護されているとも
いえる。
　原則として、漁獲枠はトン単位で魚種別に分類され
る。しかし、実際に水揚げされる魚は、多様な魚齢や品
質で構成され、それによって価値が異なる。この仕組み
によって、漁業者が最高品質の魚だけをより選抜して水
揚げするようになる。よって、低品質の魚は海に捨てら

れ、高値の魚で漁獲枠が埋められる。 
　洋上投棄は、消費者に利益をもたらすことなく資源
量を減少させる。漁業のいくつかでは漁獲に占める混
獲割合が40%以上を占める。この混獲物は、廃棄物の
ように船外に捨てられてしまう。こうした問題があるに
も関わらず、漁業権に基づく管理漁業は全体として良
好な実績を収めている。大規模データセットに基づく新
しい研究により、この管理アプローチが経済的効率性
だけでなく、漁業の持続可能性についても保障してい
ることが示されている。例えば、権利に基づく管理漁業
では漁業によって枯渇した資源の割合はわずか14%
であり、同様の種類の規制がない漁業の28%よりもは
るかに少ない。 
　漁獲枠取引の代わりとして水揚げ手数料を利用して

乱獲を規制する可能性もある。この手数料方式は 
ITQsと似た方法で行なわれる。両者の違いは、漁業者
が追加の漁獲枠を購入するのではなく、実際に漁獲さ
れた魚の量に応じて指定された規制当局に水揚げ手
数料を支払うという点である。水揚げ手数料は魚の真
の経済的価値が支払われることを保障し、これによって
乱獲のインセンティブを取り除く。
　TAC設定に必要なデータと同様に、水産資源の構造
と大きさについて利用可能な情報がある場合に限り、
最適な手数料を設定することが可能である。この主な
問題は、無償で配分される漁獲枠と異なり、収益の減
少もある直接的な支払い制度を漁業者が拒否すること
だ。したがって水揚げ時の手数料は現在の所、実際の
漁業においては軽微な役割しか果たしていない。
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　失敗として広く認識されている漁業管理制度の一例
は、欧州連合で採用された現在の「共通漁業政策
(Common Fisheries Policy：CFP)」である。共通漁業
政策の目的は水産資源の保護を支援し、経済的に実
行可能で競争力のある漁業と養殖業に貢献すること
である。しかし近年、大幅な資源の減少が数例あり、同
様に水産業の利益も大幅に減少している。この減少は
次のメカニズムで説明できる。 
　毎年、欧州委員会は科学的証拠に基づいて総漁獲
可能量(TAC)に関する勧告を閣僚評議会に行ってい
る。しかし、閣僚評議会における閣僚の優先事項は、
原則として短期的に雇用を保護することであり、持続
可能性を維持することではないため、度々勧告が無視
される。その結果、閣僚評議会で合意された年間の漁
獲量は一般に科学者が推奨している値より約48%以
上も大きい。過度な漁獲枠割当は、MSY基準で欧州
の水産資源の88%が過剰利用と判断される原因の１
つである。 
　その上、水揚げ可能な魚の最小サイズは非常に小さ
いことが多く、その内の50%は漁獲される前に一度も
産卵する機会がなかった。また、法的に許可されている
漁網の目合いが大きいため、水揚げされる最小サイズ
の魚より小さな魚も漁獲されてしまう。漁獲量の40%に
相当するこれらの魚は漁獲の結果として死亡し、一般
的に船外に投棄される。共通漁業政策は毎年の総漁
獲可能量(TAC)、操業日数の制限、隻数削減、漁船サ
イズとエンジンの馬力制限など、様々な政策手段を導
入している。最小目合いなどの漁業技術に関する多く
の制限に加え、共通漁業政策は漁場の閉鎖も許可して
いる。制度の施行には監視と制裁も含まれるが、欧州
連合のような非常に多様なコミュニティでは、どの加盟
国も異なる水準で制度を適用するため困難を伴う。同
水域で操業する近隣国と足並みが揃わない場合、加盟
国が厳しく漁船を管理するインセンティブはほとんどな
い。更なる問題は混獲物の記録や制裁措置がないこと
だ。これは漁業者が漁獲枠の下で漁業を行ない、余剰
分は船外に投棄することができるということを意味す
る。洋上投棄として知られるこの一般的な慣習は、閣僚
評議会によって設定された年間の漁獲枠自体の意義
低下につながっている。 

　こうした状況に対応するため、2005年に「欧州漁業
管理機関(Community Fisheries Control Agency：
CFCA)」が設立され、加盟国による漁業管理・監視活
動の運営調整を組織し、EU共通漁業政策のルールを
遵守するための協力を支援している。しかしながら、漁
獲量や制度の違反、違法漁業に関する信頼できるデー
タは未だに不足している。実際、欧州委員会でさえ共通
漁業政策に違反する加盟国への制裁を科すことに消
極的である。例えば、欧州委員会は、EC条約第22条お
よび228条によって加盟国に対して与えられている、加
盟国が自国でCFPを施行しない場合に欧州司法裁判
所(ECJ)に提訴する権限をほとんど利用していない。 
　その上、欧州漁業界に支払われる補助金は誤った
インセンティブを作り出す。2000年から2006年の間、
約40億ユーロが補助金として特に漁船の最新化や水
産加工工場などに支払われた。一方で、漁船の過剰生
産能力の更なる増加を防ぐことを目的として、個々の
補助金の使用方法を規定するような規則も多く存在
する。欧州連合には、合計で漁業に関する推定2,000
の施行細則があり、その多くは理解困難で場合によっ
ては矛盾していることもある。 
　法的側面から見ると、共通漁業政策失敗の更なる要
因は欧州連合における法制定プロセスの透明性欠如
である。異なる利益と優先順位、同様に加盟国におけ
る異なる選挙日程は、漁業を監督し、閣僚評議会にお
いて年間の総漁獲可能量(TAC)を決定する国家閣僚
間での合意形成を難しくしている。その結果、共通漁業
政策の枠組み内で採用された措置は、一般的に最低
限の妥協点しか見いだせない。EUにおける漁業の難し
い現状に鑑みて、欧州連合は共通漁業政策の包括的
な変革を計画している。現在、2012年に採用される新
たな共通漁業政策の枠組みについて多くの提案が議
論されている。新たな共通漁業政策の正当性を担保す
るため、様々な利益団体(漁業者、科学者、政治家、環
境団体)が結集した既存の地域諮問機関を拡大すべき
である。確かに、現段階では決定的な評価を下すには
まだ早すぎるが、これによって共通行業政策の目的に
対し透明性が高まり、より広域的かつ実践的な支援が
得られると期待されている。

EUにおける漁業管理の失敗例
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6.14　多様な漁業技術は、水産資源と海洋環境に様々な影響をもたらす。
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遠洋底引き網

ま き 網

定 置 網

刺 し 網

漁　具 仕組み 混獲
(他の魚種)

混獲
(ウミガメ、海鳥、哺乳類)

海床に与える
悪影響

底引き網

ビームトロール

延　縄

刺し網が水中の一定の
位置に固定され、魚は網
の目に引っかかる。

他の魚種の混獲は少な
い。これは刺網を設置
するために選ばれた特
定の場所によるもので
ある。

場合によっては高水
準。音響抑止装置
(ピンガー)の使用は
特に効果的でない。

最小限

混獲されても生きたまま
なので問題ない。

まき網は1つの魚種の
群れを対象とするため、
低い。

鳥類が捕獲されな
いよう、網にはカバー
をかけるべきである。
哺乳類やカメの混
獲については、ほと
んどデータがない。

イルカの混獲が多
い。緩和する技術に
より、まき網漁具での
イルカの混獲は減
少している。

最小限

なし

漁の対象となる魚種に
よっては、問題となる場
合がある。 低い なし

漁の対象となる魚種に
よっては、問題となる場
合がある。 低い

高い：使用され
るトロール漁具
の種類にもよる。

漁の対象となる魚種に
よっては、問題となる場
合がある。 低い

非常に高い：
ビームとチェー
ンが海底を数
センチの深さま
で掘り起こす。

網は水中の定位置に固
定され、魚は網の閉じら
れた端に捕らえられる。

まき網は、魚の群れを包
むように使う網である。網
の底にある糸で魚を引き
寄せ、巾着のように網を
閉じることができる。

ろうと状の網で、１隻また
は2隻の船で牽引され
る。魚は「コッドエンド」、
つまり網の後端部に捕獲
される。

遠洋トロールと似た方法
だが、この方法では網が
海底を引きずりながら漁
獲する。

網は重い金属製のビー
ムに取り付けられ、海底
に沿って牽引される。

長い道糸に、たくさんの
短い糸(スヌード)をつけ
て、たくさんの餌をつけた
釣り針をつける。

どの種を対象としている
かによって、地域によっ
ては問題になることがあ
る。サメは最も一般的な
混獲物である。

一部の漁業で問題
視され、海鳥やウミ
ガメの脅威となる。 なし
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6.15　実際に爆薬を用いて魚を殺すダイナマイト漁業は、数多くの海洋
生物を殺すことからほとんどの地域で禁止されている。規制当局による
漁業慣行の制限がほとんどないブラジルのような地域では、この破壊的
技術を展開し続ける漁業者も存在する。

　漁獲枠の利用に加え、漁業では漁獲努力量の制限
によっても規制することができる。例えば、漁獲能力は
漁船ごとの漁業許可証の発行数や漁船サイズ、エンジ
ンの馬力の制限によって規制することができる。また、
沖に出る日数を制限するなどの操業期間の規制によっ
ても可能である。しかし、努力量に基づいた規制では漁
業者にとって多くの抜け穴があり、頻繁に漁獲能力を
向上することによって操業時間の制限を回避している。
その結果、漁業者は削減された操業日数で従来と同じ
漁獲量を維持することができる。良く知られた例は、
1980年代末のオヒョウ漁業であり、年に３日間しか操
業が許可されなかった。実際に、この非常に限られた漁
期に大規模な漁船が配備され、これまでの年間漁獲量
と同じ量の漁獲が行なわれた。 
　その上、操業規制についてはその都度、技術開発の
進歩に沿って対応する必要がある。例えば、魚群を発見
する効率的な技術の進歩によって、これまで以上に短
い期間で一定量の魚を追跡し、漁獲できるようになっ
た。この結果、ますます詳細な法的規定が必要とされ、
最終的には過度な規制と高い経済的コストを生み出
してしまう。その一方、専門家は漁業技術や慣習のいく

つかの規制は不可欠であることに同意している。これら
は、海洋生態系に特に深刻な損害を与える漁法(爆薬
を用いて周辺の魚を殺すダイナマイト漁業など)であ
り、多くの地域で禁止されている。

漁獲努力量の制限

　中央集中型の漁業管理の代替手段として、漁業にお
ける区画利用権(Territorial use rights in fisheries：
TURF)の制定が挙げられる。ここでは、各漁業者また
は漁協のようなグループに、地理的に区切られた海域
の長期的かつ排他的な漁業権が分配される。漁獲量
及び努力量は、それぞれの漁業者やそのグループ(漁
協)によって決定される。民間セクターによるこの自主的
な組織は、規制や管理による政府支出の大幅な削減を
達成することにも役立つ。使用者は長期的に自らの収
入を担保する必要があるため、資源が過剰利用に陥ら

ないよう努めるインセンティブを持っているが、海面にお
ける水産資源を利用する権利は、甲殻類や軟体動物な
どの定着性の高い資源にのみ有効である。 
　共同漁業権による管理が成功した例のひとつは、ウ
ニや牡蠣などの底生生物種を主に漁獲するチリの零
細沿岸漁業である。一度彼らにとって長期的に漁業に
よる十分な収入があるという見込みがあれば、その地
域の漁業者は持続的な漁業を追求するインセンティブ
を有する。

漁業権の分配
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　前述した欠点から、漁業管理に関する既存のアプ
ローチの改革が急務である。漁獲量を調整するため
の既存手段をより実行的に施行することが求められ
る。この際、漁獲枠が十分に厳しいレベルに設定され

ている場合に限り、実効性が担保されることに注意し
たい。こうした妥当な漁獲枠の設定に加えて、海洋保
護区の設置や持続可能な漁業であることを示す認
証などの手段も、持続可能な漁業管理に貢献する。

改善のための具体的な方向性

第4節 持続可能な漁業に向けて
状況を改善し、水産資源を持続可能に管理するために現在の漁業管理のアプローチを早急に見直
す必要がある。これまでは水産資源を独立したものとして見る傾向があったが、将来にわたって水産
資源を保護するためには様々な魚種と生息域のその他の生物等との生態学的な結びつきについて
も、より考慮する必要がある。

　バルト海のタイセイヨウダラの例が示すように、海洋
保護区を設置するための適切な地域を正確に決定す
ることは非常に困難である。深刻な乱獲と深海の酸素
濃度低下などの好ましくない環境条件の結果、バルト

海のタラ資源は1980年代に大幅に減少し、わずか数
年間で資源量は以前の約1/7にまで落ち込んだ。近年
の回復傾向にもかかわらず、資源量は依然として最大
持続生産量(MSY)による漁獲を可能とする水準を大き

く下回っている。産卵親魚資源の漁業を制限し、急速に
枯渇した資源を安定化するため、バルト海の一部の海
域では漁業活動の禁止が課せられた。ボーンホルム海
盆(Bornholm Basin：BB)は特にバルト海のタラ系群の
存続に重要であり、これはボーンホルム海盆より東に位
置するゴトランド海盆(Gotland Basin：GB)とグダニスク
海盆(Gdansk Basin：GD)の溶存酸素濃度が比較的低
く、卵と幼生の生残率が低いためである。 
　ボルンホルム海盆の漁業禁止区域は1995年５月か
ら８月の間に最初に設立された。その後、保護区は斬進
的に拡大されたにも関わらず、大幅な水産資源の増大
は確認されなかった。この理由として、保護区は産卵活
動が行なわれる区域に位置しているが、現在の研究で
は場所による死亡率の差が示されている。幼魚と未成
熟魚の生存率が最も高い地域は、ボルンホルム海盆の
縁にあり、現在の保護区の外にあるようだ。 
　この研究は、間違った場所が保護区に選択された可

能性を示唆している。結果として、種の生存に重要な地
域は保護が不十分であり、主要な産卵場に漁業活動が
移るため、保護区が逆効果を及ぼすリスクさえある。 
　これらの問題は存在するものの、海洋保護区は資源
保護や回復のために重要な基礎的な手段である。しか
し、この例では、保護区の設置は、適切な生態学的及び
経済的データに基づいている場合にのみ、真に有益で
あると示している。

適切な保護区設置の困難さ-バルト海におけるタイセイヨウダラの事例

　海洋保護区は、一部または全ての経済活動(特に漁
業など)が禁止される、地理的に規定された海域であり、
これらの海域を閉鎖することによって、絶滅危惧種やサ
ンゴ礁などの希少な生息地を保護し、海洋生態系の保
全に役立つ。例えば、北東大西洋漁業委員会(North 
East Atlantic Fisheries Commission：NEAFC)は2004
年から冷水性サンゴを保護するためにいくつかの区域
で底引き網の使用を禁止している。 
　多くの研究により、海洋保護区の制定が水産資源の
回復に貢献することが示されている。海洋保護区の利点
の１つは、比較的、保護区の設置と監視が容易なことで
ある。船舶検出システム(Vessel Detection Systems：
VDS)や船舶監視システム(Vessel Monitoring Systems：
VMS)として知られている衛星ベースの地理・電子ログシ
ステムによって、商業用漁船の航路を追跡することがで
きる。しかし、問題の1つは海洋保護区の最適な大きさ

を決めることが難しい点である。海洋保護区が小さすぎ
る場合、魚は保護区外に移動し、他の場所で漁獲され
るため、効果は限定的である。実際、保護区域の周辺で
は他の地域と比較して多くの漁業活動が確認されてい
る。一方で保護区が大きすぎる場合、水産資源は保護
区内で回復する可能性があるが、保護区内で増加した
水産資源を漁獲することが難しくなってしまう(保護区
の中に魚が留まってしまう)ため、漁業に利益をもたらさ
ない。漁業管理を目的とする保護区には、未成熟魚の
逃げ場として機能している海域が最も適していると考え
られる。また、ほとんど魚が獲れなくなってしまった乱獲
海域も海洋保護区の設置に適していると思われる。し
かし、多くの魚種の未成熟魚にとっての逃げ場は、様々
な海域に分布している場合が多いため、ひとつの保護
区が常にいくつもの種を一度に保護するのに役立つと
は限らない。

海洋保護区-絶滅危惧種にとっての楽園
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　バルト海のタイセイヨウダラの例が示すように、海洋
保護区を設置するための適切な地域を正確に決定す
ることは非常に困難である。深刻な乱獲と深海の酸素
濃度低下などの好ましくない環境条件の結果、バルト

海のタラ資源は1980年代に大幅に減少し、わずか数
年間で資源量は以前の約1/7にまで落ち込んだ。近年
の回復傾向にもかかわらず、資源量は依然として最大
持続生産量(MSY)による漁獲を可能とする水準を大き

く下回っている。産卵親魚資源の漁業を制限し、急速に
枯渇した資源を安定化するため、バルト海の一部の海
域では漁業活動の禁止が課せられた。ボーンホルム海
盆(Bornholm Basin：BB)は特にバルト海のタラ系群の
存続に重要であり、これはボーンホルム海盆より東に位
置するゴトランド海盆(Gotland Basin：GB)とグダニスク
海盆(Gdansk Basin：GD)の溶存酸素濃度が比較的低
く、卵と幼生の生残率が低いためである。 
　ボルンホルム海盆の漁業禁止区域は1995年５月か
ら８月の間に最初に設立された。その後、保護区は斬進
的に拡大されたにも関わらず、大幅な水産資源の増大
は確認されなかった。この理由として、保護区は産卵活
動が行なわれる区域に位置しているが、現在の研究で
は場所による死亡率の差が示されている。幼魚と未成
熟魚の生存率が最も高い地域は、ボルンホルム海盆の
縁にあり、現在の保護区の外にあるようだ。 
　この研究は、間違った場所が保護区に選択された可

能性を示唆している。結果として、種の生存に重要な地
域は保護が不十分であり、主要な産卵場に漁業活動が
移るため、保護区が逆効果を及ぼすリスクさえある。 
　これらの問題は存在するものの、海洋保護区は資源
保護や回復のために重要な基礎的な手段である。しか
し、この例では、保護区の設置は、適切な生態学的及び
経済的データに基づいている場合にのみ、真に有益で
あると示している。

6.16　タラ系群の回復を促進するために、バルト海の深い盆地(赤色箇所)に保護区が設置された。しかし、ボーンホルム海盆では、バルト海のタラの
子孫(橙色箇所)の生存率は、保護区外で最も高いことが判明した。
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6.17　タラは北大西洋全域で一般的だ。西系群は
漁業活動によって枯渇している。しかし、タラを対
象とした海洋保護区がバルト海に設置されている。



結論：持続可能な漁業は実現可能なのか
に当たり、今後の最大の課題の一つは自然環境の開
発による生態系への人的影響についての深い理解で
ある。その上で漁業管理を成功させるには、漁業を
通じた人間社会と自然環境の間の複雑な相互作用を
考慮に入れなければならない。 
　自然資源を維持することこそが、最終的には長期
的かつ持続的な経済活動を実現するための重要な前
提条件となる。水産資源の管理に成功することは、漁
業の産業としての収益性と生産性を向上させる。また、
水産資源が回復することも、これはまた産業に利益を
もたらすであろう。操業費用の大幅な削減を通じて、
より大きな利益を長期的に達成できるだろう。

　漁業は私達の食糧供給に大きく貢献し、何百万人
もの人々の収入源を提供している。しかしながら、世
界中の水産資源の大半は、生産力の限界またはそれ
以上に漁獲されている。持続可能な漁業のために、
漁獲量を調整するための既存の手段をより一貫して
適用すると共に、より効果的に施行することが求めら
れる。この際、漁獲枠が十分に厳しい水準に設定さ
れている場合にのみ実効性が担保されることに留意
する必要がある。持続可能で効率的な漁業を実現す
るための基本的な前提条件は、漁業政策を立案・施
行・監視するにあたり実効的な国内及び国際的な機
関の存在である。 
　持続可能性と経済性を両立した海洋漁業を目指す

6.18　海洋管理協議会は責任ある漁業を
推進するため、自然保護団体であるWWF
と食品企業ユニリーバによって1997年に
設立された。

　異なる魚種に対する消費者の多様な需要など、関連
する複雑な経済的相互作用は、従来の漁業管理におい
て十分に考慮されてこなかった。このため、非政府組織や
民間セクターが支援するいくつかのイニシアティブに一
定の意義を見出すことができる。 
　これらの目的は、持続的な漁業及び水産物に関する
啓発活動や認証制度を通じて、過剰利用にある魚種の
需要を削減すること、および持続可能な漁業からの製品
を選択するよう消費者に促し、消費者の需要に影響を与
えることである。さらに本質的には、消費者の需要変化
に対応し、より持続的な生産方法へ転換するように生産
者を促すことが目指されている。 
　このため、特定の生産基準を満たすことが認証の条件
とされている。例えば、絶滅危惧種を漁獲しないことや、
海底の生息地を破壊するビームトロールなどの、特に批
判を浴びている破壊的な漁法を行わないことが求めら
れている。最も有名な２つの活動は、海洋管理協議会
(Marine Stewardship Council：MSC) と Friend of 
the Sea initiative である。 
　MSCは1997年に環境団体と国際的な食品企業に
よって設立され、1999年から独立して運営されている。ま

たFriend of the Sea initiativeは環境団体によって設立
され、養殖物の認証を行なうことでも知られている。しば
しば、これらの認証制度に対しては、認証された水産物
について設定された生態学的基準が不十分であると批
判されている。また、認証された魚の需要が従来の需要
を実際にどの程度変化させるのか、また実際に持続可能
な漁業による水産物の追加需要を生み出すのかという
点も議論の対象となっている。これまでの実績を見る限
り、需要に特化した手法は健全な漁業管理を強化する
良い方法かもしれないが、それのみでは持続的な漁業を
保証するための十分な解決策とは言えないと思われる。

持続的な漁業の認証
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　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

私たち人類のエネルギーや鉱物資源への欲求は尽きることがなく、陸上の資源が不足する中で、海洋
の資源を利用することへの関心が高まっている。特に、海洋深部に眠る燃料や鉱石は強く注目されて
いる。風力や波力のエネルギーもまた、私たちのエネルギー需要の一部を賄うことが期待されている。



1 実際には探査技術の進歩による新規油田の発見、石油価格高騰に伴うシェールオイルなどの非在来型石油の開発などにより、短期的な変動はある
ものの石油の生産量にピークと呼べるものは現時点でまだ観測されていない。

　私たちの世界は天然ガス、石油、石炭なしには成立
しえず、もしこれらの燃料がなければ車も電車も船もほ
ぼ見られなくなり、ほとんどのオフィスの電気は消えてし
まうだろう。今日の工業国家はほとんど化石燃料に依
存しており、世界のエネルギー消費量は過去30年間で
約60％増加している。今後も新興国、発展途上国を中心

にエネルギー需要は拡大していくと見込まれている。 
　この需要の増加とそれに伴うさらなる価格の上昇に
より、従来高価で採掘が困難とされてきた海洋深部に
埋蔵されている石油・天然ガス開発への関心が刺激さ
れている。

石油・ガスへの依存

　世界的な需要の増加と可採埋蔵量の減少による石油
価格高騰を受けて、これまではコストが高く採算が取れ
なかった洋上での油田開発が本格化した。現在では、洋
上での石油生産の割合は約30％と高くなっている。現
在最も生産性の高い地域は、メキシコ湾、ブラジルと西
アフリカ沖の大西洋、アラビア湾、東南アジア沖である。 
　ここ数年は、より深海部での掘削が行われる傾向に
ある。2000年時点では水深500メートル以上の油田
は44箇所に過ぎなかったが、現在では水深2,000メー
トルを超える大水深の油田の開発も行われている。 
　採掘が行われている油田のうち大部分がメキシコ湾、
ブラジル、西アフリカの間にある大西洋のゴールデント
ライアングルと呼ばれる地域に位置している。北海の比
較的浅い海域(平均水深40メートル)での生産量は今後
数年で減少すると予想されるが、それ以外の場所、特に
インド沖のゴールデントライアングル、南シナ海、カザフス
タン沖のカスピ海では生産量が増加する可能性が高い。
  そのため、より深い海域での掘削は将来的なさらなる
可能性を秘めている。専門家らは、石油が不足すれば

するほど、沖合進出の傾向は加速すると予測している。
デメリットは、採掘方法が複雑でコストがかかることで
ある。例えば、大深度の油田からの抽出には、浮体式の
生産・掘削船や海底に恒久的に設置されたポンプス
テーションが必要となる。

第1節 化石燃料
石油や天然ガスは、産業社会を支える重要な資源である。しかし、陸上の化石燃料埋蔵量は採掘す
るにつれて減少し、それに伴い化石燃料価格は高騰してきた。そこで石油会社は、これまで採掘は困
難であり割高すぎると考えられてきた、海洋深部に埋蔵されている石油やガスに目を向けている。今
や、世界で採掘される石油・ガスの3分の1以上が海洋由来のものである。

　世界の石油の消費量は、2019年だけでも約40億ト
ンに達しており、需要は増加する傾向にある。年々増加
する石油需要に追いつけなくなると予想されたことか

ら、2010年当時の専門家は、世界の石油供給がピー
クを迎え、その後は不可逆的に減っていくという、いわ
ゆる「ピークオイル」が早期に訪れると提唱していた1 。

石油の未来は海にあり

　天然ガスや石油は、海底に沈んだ動物や植物の遺
骸から何百万年もの歳月をかけて形成される。遺骸は
陸地から流れてきた土砂とともに海底に埋もれ、圧縮さ
れて数キロの厚さの堆積物の層になる。地球の熱・圧
力やバクテリアの作用などによって変化し、最終的に
炭化水素が生成される。これらの炭化水素は、岩石・堆
積物の層を浸透し地表に向かって上昇していく。その途
中、不浸透性の地層のところで上昇が阻害されるとそ
こで炭化水素が溜まっていき、鉱床が形成されることに
なる。これらの環境条件が整えば、石油や天然ガスの
鉱床が生成される。 
　今日の化石燃料の源は、1,500万年から６億年前に
遡る。この間に大陸プレートが移動し、海だった場所が

陸へと変化したため、鉱床は陸海双方で見られる。化
石燃料の成因の関係上、石油やガスは海底を覆ってい
た広大な堆積物の層で見つかる。 
　最近では、新たな埋蔵地点の探査に地震探査装置
が用いられている。これは音波を発生させ、それを地中
の岩や堆積物の層から反射させて地下構造を調べる
ものである。反射された音波から、地質学的にその層に
石油や天然ガスが含まれているかどうかを推定するこ
とができる。洋上で音波を発生させるには「エアガン」と
呼ばれる装置を用いて圧縮空気を放出し、反射波を海
底や調査船に設置されたハイドロフォン(水中マイク)を
用いて受信する。

化石燃料の形成と探査

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。
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Enhanced Oil Recovery：原油増進回収。生産開始からの年月経過など、生産効率が下がった油田で、回収率を上げる技術。岩石や地層の物理・
化学的特性を変化させる。
２010年ごろに、従来の技術では開発できなかったシェール層と呼ばれる地層に含まれている石油や天然ガスが開発可能となったことにより、世界
のエネルギー情勢を一変させるほどの影響を与えた出来事。

　世界的な需要の増加と可採埋蔵量の減少による石油
価格高騰を受けて、これまではコストが高く採算が取れ
なかった洋上での油田開発が本格化した。現在では、洋
上での石油生産の割合は約30％と高くなっている。現
在最も生産性の高い地域は、メキシコ湾、ブラジルと西
アフリカ沖の大西洋、アラビア湾、東南アジア沖である。 
　ここ数年は、より深海部での掘削が行われる傾向に
ある。2000年時点では水深500メートル以上の油田
は44箇所に過ぎなかったが、現在では水深2,000メー
トルを超える大水深の油田の開発も行われている。 
　採掘が行われている油田のうち大部分がメキシコ湾、
ブラジル、西アフリカの間にある大西洋のゴールデント
ライアングルと呼ばれる地域に位置している。北海の比
較的浅い海域(平均水深40メートル)での生産量は今後
数年で減少すると予想されるが、それ以外の場所、特に
インド沖のゴールデントライアングル、南シナ海、カザフス
タン沖のカスピ海では生産量が増加する可能性が高い。
  そのため、より深い海域での掘削は将来的なさらなる
可能性を秘めている。専門家らは、石油が不足すれば

するほど、沖合進出の傾向は加速すると予測している。
デメリットは、採掘方法が複雑でコストがかかることで
ある。例えば、大深度の油田からの抽出には、浮体式の
生産・掘削船や海底に恒久的に設置されたポンプス
テーションが必要となる。

　世界の石油の消費量は、2019年だけでも約40億ト
ンに達しており、需要は増加する傾向にある。年々増加
する石油需要に追いつけなくなると予想されたことか

ら、2010年当時の専門家は、世界の石油供給がピー
クを迎え、その後は不可逆的に減っていくという、いわ
ゆる「ピークオイル」が早期に訪れると提唱していた1 。

　天然ガスの消費量も着実に増加している。2019年
の世界の消費量は４兆立方メートルにもおよび、2007
年に比べて約１兆立方メートル増加した。ちなみに、ドイ
ツの一般家庭では、１年間に約3,500立方メートルのガ
スを使用している。天然ガスの最大の消費国は米国で、
世界のガス消費量の約５分の１を占めており、次いで
ロシア、中国、イラン、カナダ、日本となっている(2020年
時点)。 
　天然ガスの産出国は産油国と比較して地域的偏在
が少ないとされている。陸上の鉱床に関しては、2010
年時点では世界の埋蔵量のほぼ４分の３が独立国家
共同体(CIS)と中東に集中していたが、米国のシェール
ガス革命3などによって状況が大きく変わった。洋上で
は状況が少し異なっており、陸上よりも海底にはるかに
多くのガスを埋蔵している中東がトップである。 
　ペルシャ湾のイランとカタールの国境に位置するノー
スフィールドガス田は、推定38兆立方メートルの世界最
大の天然ガス埋蔵量を誇ると言われているが、世界の

天然ガスの総埋蔵量が199兆(2019年)立方メートル
といわれていることを考えると、この量は驚異的であ
る。他にも、メキシコ湾、オーストラリア、マレーシア、アフ
リカ、CIS諸国など、潜在的に重要な海域がある。  
　北海はかつて重要なガス産出地域であったが、現在
は生産量、埋蔵量ともに減少傾向にある。近い将来、中
東や、インド・バングラデシュ、インドネシア、マレーシア沖
でも掘削が活発化してくると考えられる。  
　沖合で産出されるガスの生産量は世界全体の約３
分の１を占めているが、この数字は今後も増え続けると
考えられている。2001年から2007年の間に、ガスの生
産量は20％弱増加しており、そのうち約４分の１が北
海とオーストラリア、約15％がメキシコ湾と中東で生産
されている。石油と同様に、天然ガスの生産も洋上開発
にシフトしているのは明らかである。それに伴い、掘削
作業が行われる水深もより深くなりつつあり、メキシコ
湾のシャイアンガス田は、現在水深2,740メートルから
のガス採掘という記録を有している。

海洋天然ガスに関する展望

7.1　IEAとペトロブラスの推計による在来型石油の種類別・地域別の
抽出コスト 2。

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。
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　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

7.2　2007年陸上・海上における在来型石油埋蔵量の地域別分布 。 

7.3　2007年陸上・海上における在来型天然ガスの地域別埋蔵量の分布 。
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　海を越えて天然ガスを運んでくるために、液化天然ガス
(LNG)が重要な役割を果たしている。海上輸送におい
ては、冷却して液化した天然ガスを巨大なタンカーで輸
送する方が、パイプラインを用いるよりも安価だからで
ある。すでに、現在の世界のガス貿易の35%(2018
年)をLNGが占めている。今後、天然ガスの輸送は、パ
イプラインよりも船の方が主流になっていくと想定され
る。陸上では、ガスを液化して海上輸送するよりも長さ
3,000km程度のパイプラインを利用した方が経済的だ
が、海底ではたったの１メートルでさえパイプラインの方

が高コストとなる。海上のガスプラントで生産した天然
ガスは、液化して船で陸まで輸送する方が、はるかにコ
ストパフォーマンスが高いのだ。 
　LNGプラントでは、天然ガスをマイナス160度程度
に冷却して液化する。この過程でエネルギーを大量に
消費するため、LNGの輸送コストは陸上のパイプライン
輸送コストよりも高くなる。しかし、天然ガス市場は
2020年から2030年までに10%成長することが見込
まれており、パイプラインによるガス取引よりも強く市場
が拡大すると予想されている。

海洋からガスを手に入れるために：液化天然ガス

　気候変動による北極圏の海氷の融解(第１章参照)
に伴い、北極圏の国々では、北極域に存在する石油や
天然ガスの採掘への期待が高まっている。これまでの研
究調査により、この地域にはかなりの資源が眠っている
ことが示唆されている。北極圏の海域に埋蔵されている
化石燃料資源は、地球上で未発見の天然ガスの約
30%、石油の約13％にも上ると推定されており、特にロ
シアの領海に天然ガスが分布していると推定されてい
る。北極圏の天然ガス埋蔵量の影響は大きいと考えら

れているが、石油の埋蔵量は比較的少ないため、世界
の石油生産量に大きな影響を与えるほどとは考えられ
ていない。 
　北極圏で果たして採掘が開始されるのか、それがい
つになるのかについてはまだ誰にもわからない。それ
は、特にさまざまな法的問題についてまだ明らかにされ
ていないためである(第10章参照)。また、未開発地域
では試掘に砕氷船を使用した複雑で費用のかさむ作
業が必要となるため、まだ生産が現実的ではない。

北極圏という特殊なケース

　世界中で海底から石油や天然ガスを採取することが
今後増えていくということは間違いない。洋上での採
掘は技術的には確立されているものの、陸上や浅瀬で
の生産に比べてコストが高くなるため、安価な石油・
天然ガスの埋蔵量が不足して価格が上昇すれば、これ
まで採算の合わなかった資源も経済的に利用できるよ
うになる。洋上油田は、産業社会の将来のエネルギー
需要を満たすために大きく貢献し得る。 

　世界の石油・ガスの埋蔵量や資源量がいつまで持
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岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

海洋鉱物資源とエネルギー 138



4

5
２０１０年時点のもの。
資源の供給国が限定されると、供給国の情勢に依存して、自国の資源確保が困難になる。これを防ぐためには資源の輸入元は分散させておく必要
があり、その観点から海底鉱物資源の開発が有効であるという論点。

　地球の地殻は毎年数センチメートル程度移動する無
数の大陸プレートで構成されている。地球の表面積は
変わらないため、プレートの移動に伴い、プレート同士
が衝突する境界や、プレート同士がお互いに離れていく

境界が存在する。プレート同士が離れていく境界では
地殻が分裂しており、その割れ目からは新鮮なマグマ
が絶えず押し出され、時間をかけて海底に積み重なって
大きな海底の尾根を形成していく。

大陸プレート

第2節 海洋由来の鉱物資源
海洋由来の天然ガスや石油が注目されるようになったのは最近の話ではないが、海底の鉱物資源
についてはあまり注目されてこなかった。しかし、資源価格の上昇に伴い、海洋鉱物資源開発の魅力
も高まっている。 

　海は貴重な資源の宝庫である。古くから砂や砂
利、石油やガスなどが海から採取されているだけでな
く、陸上で雨に浸食され川に流されて沿岸部に運ば
れてきた鉱物は、浅い大陸棚や浜辺で採掘されてい
る。南アフリカやナミビア沖のダイヤモンド、アフリカ、
アジア、南米の海岸にあるスズ、チタン、金などがその
例である。 
　最近では、深海での海洋掘削も始まっている。主に
注目されているのは、通常4,000メートル以深にある
マンガン団塊、350メートルから5,000メートルの間
にあるメタンハイドレート、海底山脈の側面(1,000
メートルから3,000メートルの間)にあるコバルトリッ
チクラスト、そして深さ500メートルから4,000メート
ルのプレート境界付近の火山活動地域で形成される
海底熱水鉱床である。
　1980年代初頭には、マンガン団塊やコバルトリッ
チクラストに大きな商業的関心が寄せられていた。こ
の海洋採鉱への期待から、ジャマイカに国際海底機
構(ISA）が設立され、1982年には「海の憲法」ともい
える国連海洋法条約(UNCLOS)が締結された。
1994年に発効したこの条約は、加盟国が領海外の

海底にある海洋資源を利用する法的権利の基礎と
なっている(第10章参照)。 
　その後、先進国はいっとき海底鉱物資源への関心
を失っていった。理由としては、鉱物価格が下落し、
深海から鉱物資源を回収しては採算が取れなくなっ
てしまったうえ、より開発しやすい陸上で新たに鉱床
が発見されたことにある。しかし現在、再度これらの
海底鉱物資源が注目を集めている。これは、中国や
インドなどの高い経済成長率を有する新興国が世界
市場で大量の金属資源を購入していることによる資
源価格の高騰と、それに伴う探鉱事業の収益性の
向上による4。 
　長期的視点に立てば、将来的な海底鉱物資源へ
の需要はあるため、リーマンショックでさえこれらの
海底鉱物資源への注目を削ぐものではない。また、
先進国や新興国の資源供給における地政学的な関
心も、資源の供給を維持する上で重要な役割を果
たしている5。資源需要の増加に伴い、自国に埋蔵量
のない国々は、海洋における権利を主張しようとして
いる。

人類にとっての資源の宝庫である海底 

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。
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ことになる。このようにして掘り起こされた海底で、どの
ように深海生物の生息環境が復活するのか、あるいは
その可能性があるのかどうかさえ、まだ判明していない。 
　2001年以降、マンガン鉱床の潜在的な採掘地域の
詳細な初期調査のためにISAから政府機関にいくつか
の許可証が発行された。その後、2006年にはドイツが
バイエルン州の面積の２倍に相当する15万平方キロメ
ートルの海域の権利を15年間にわたって確保し、
2017年までに15の国と地域が同様に鉱区を取得して
いる。 

　マンガン団塊は深海の広い範囲に転がっている鉱物
の塊であり、大きさとしてはジャガイモ程度のものからレ
タス程度のものまで様々である。主成分はマンガン、鉄、
ケイ酸塩、水酸化物で、結晶核を中心に100万年に
１～３ミリの割合で成長していく。これらの成分は海水
から析出したものか、下層の堆積物のすき間に存在する
水に由来するものである。メキシコ西海岸(クラリオン・
クリッパートン地帯)、ペルー盆地、インド洋などで最も
高密度に生成されている。クラリオン-クリッパートン
ゾーンでは、マンガン団塊は少なくとも900万平方キ
ロメートル(ヨーロッパの大きさに相当)の海底上に存
在している。この地域にマンガン団塊が集中しているの
は、東太平洋海嶺での熱水活動によって地球内部から
放出された堆積物を通じて、マンガンを豊富に含んだ無
機物がより多く供給されているためと考えられている。 
　マンガン団塊からは主にマンガンと鉄が取れる。こ
のほか、コバルト、銅、ニッケルなどの経済的に重要な
元素も低濃度で存在し、合計で重量あたり約3.0%を

占めている。さらに、プラチナやテルルなど、産業界で
さまざまなハイテク製品に使われる重要な元素も微量
に含まれている。
　実際の採掘においては、海底の表面から簡単にマン
ガン団塊を採取することができるため、技術的に大きな
問題はない。1978年に行われた掘削実験では、マンガ
ン団塊を海面まで引き上げることに成功している。しか
し、大規模なマンガン団塊採掘が経済的に可能である
かはまだ不明であり、調査が必要である。例えば、マン
ガン団塊の発生密度や金属含有量の変動は正確には
わかっていない。また、最近の調査では、深海の海底は
当初考えられていたほど平坦ではないことがわかって
いる。数多くの起伏があるため、採掘可能な地域の規
模が制限されるのである。 
　さらに、マンガン団塊採掘の際、海底の砂を巻き上げ
るなど海底環境を大きく撹乱することになる。膨大な量
の堆積物、水、無数の生物がマンガン団塊の回収ととも
に掘り起こされ、深海の生息環境が大幅に破壊される

マンガン団塊

7.4　海底には豊富な資源が眠っており、その形成過程に応じて特定の地域に集中している。

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。
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ことになる。このようにして掘り起こされた海底で、どの
ように深海生物の生息環境が復活するのか、あるいは
その可能性があるのかどうかさえ、まだ判明していない。 
　2001年以降、マンガン鉱床の潜在的な採掘地域の
詳細な初期調査のためにISAから政府機関にいくつか
の許可証が発行された。その後、2006年にはドイツが
バイエルン州の面積の２倍に相当する15万平方キロメ
ートルの海域の権利を15年間にわたって確保し、
2017年までに15の国と地域が同様に鉱区を取得して
いる。 

　マンガン団塊は深海の広い範囲に転がっている鉱物
の塊であり、大きさとしてはジャガイモ程度のものからレ
タス程度のものまで様々である。主成分はマンガン、鉄、
ケイ酸塩、水酸化物で、結晶核を中心に100万年に
１～３ミリの割合で成長していく。これらの成分は海水
から析出したものか、下層の堆積物のすき間に存在する
水に由来するものである。メキシコ西海岸(クラリオン・
クリッパートン地帯)、ペルー盆地、インド洋などで最も
高密度に生成されている。クラリオン-クリッパートン
ゾーンでは、マンガン団塊は少なくとも900万平方キ
ロメートル(ヨーロッパの大きさに相当)の海底上に存
在している。この地域にマンガン団塊が集中しているの
は、東太平洋海嶺での熱水活動によって地球内部から
放出された堆積物を通じて、マンガンを豊富に含んだ無
機物がより多く供給されているためと考えられている。 
　マンガン団塊からは主にマンガンと鉄が取れる。こ
のほか、コバルト、銅、ニッケルなどの経済的に重要な
元素も低濃度で存在し、合計で重量あたり約3.0%を

占めている。さらに、プラチナやテルルなど、産業界で
さまざまなハイテク製品に使われる重要な元素も微量
に含まれている。
　実際の採掘においては、海底の表面から簡単にマン
ガン団塊を採取することができるため、技術的に大きな
問題はない。1978年に行われた掘削実験では、マンガ
ン団塊を海面まで引き上げることに成功している。しか
し、大規模なマンガン団塊採掘が経済的に可能である
かはまだ不明であり、調査が必要である。例えば、マン
ガン団塊の発生密度や金属含有量の変動は正確には
わかっていない。また、最近の調査では、深海の海底は
当初考えられていたほど平坦ではないことがわかって
いる。数多くの起伏があるため、採掘可能な地域の規
模が制限されるのである。 
　さらに、マンガン団塊採掘の際、海底の砂を巻き上げ
るなど海底環境を大きく撹乱することになる。膨大な量
の堆積物、水、無数の生物がマンガン団塊の回収ととも
に掘り起こされ、深海の生息環境が大幅に破壊される

　コバルトリッチクラストは、水深1,000～3,000メート
ルの海底火山側面に形成されるため、一般に南太平洋
の島国周辺の領海のような火山活動が活発な地域で
発生する。クラストはマンガンや鉄、水中に溶けている
さまざまな微量金属(コバルト、銅、ニッケル、プラチナ)
が火山の周辺に沈澱することで蓄積されていく。 
　コバルトリッチクラストの成長速度はマンガン団塊と
同程度であるが、経済的に重要な資源は比較的少量し
か含まれていない。そのため、大量の金属資源を得るた
めには何トンもの原料を採掘しなければならない。一方
で、コバルト(最大含有率2％)とプラチナ(最大含有率
0.0001％)の含有率はマンガン団塊に比べて幾分多く
なっている。コバルトは陸上ではコンゴ、ザイール、ロシ
ア、オーストラリア、中国など数カ国でしか産出されず、
これらの国家には政治的に不安定な国もあるため、海
洋からコバルトを採掘することは特に注目されている。
もし海から採掘した資源を代わりに利用できれば、それ

らの国からの供給への依存度を下げることができる。 
　技術的には、マンガン団塊よりもコバルトリッチクラス
トの採掘の方がはるかに難しい。資源でない火山岩を
回収しないために海底火山の側面からコバルトリッチ
クラストのみを分離する必要があるうえ、海底火山の斜
面は非常にゴツゴツしていて急であり掘削装置の使用
が困難なためである。そのため、公海におけるコバルト
リッチクラスト開発はマンガン団塊開発と比べると低調
だが、2014年に日本と中国が15年間の鉱区の取得を
行っている。 
　コバルトリッチクラスト採掘は底生生物にも大きな影
響を与えるため、事前に環境影響調査を行うことが重
要である。しかし、多くのコバルトリッチクラスト鉱床は
各国の領海内にあるため、国際海底機関(ISA)による
モニタリングができない場合がほとんどである。

コバルトリッチクラスト 

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

海底熱水鉱床

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

マンガン団塊の断面画像：核の周りに鉱物が何百万年もかけて堆積し、
形成される。
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7.5　海底熱水鉱床は、ブラックスモーカーと呼
ばれる摂氏 400 度近い海底の熱水泉で形成さ
れる。この噴出孔からは地球内部の鉱物が排出
され、海底から数メートルの高さにわたり煙突状
の噴出口を形成する。ブラックスモーカーは独特
な生態系が形成される場所でもある。



1.
2.

3.

　
4.

5.

　
6.

7.6　資源の海底探査にはさまざまな機器が使われている。

音響測深機を使って、水深マップを作成する。  
ROV(Remotely-Operated Vehicle、遠隔操作型
無人探査機)には、カメラとロボットアームが搭載さ
れている。これを用いて海底の画像を作成したり、
岩石のサンプルを採取したりする。 
AUV(Autonomous Underwater Vehicle、自律型
無人潜水機)は、海底まで潜水することができる。
音響測深機や各種計測センサーを載せて自動で
データを収集し、その後船に戻ってくる。 
大型のサンプルについては浚渫機を曳航すること

で採取されるが、これはグラブ・サンプラーよりも
多くの物質を捕捉できるためである。  
ロゼットマルチサンプラーは、様々な深さから海水
のサンプルを採取し、物理的・化学的パラメータを
測定するために使用される。  
小さな岩など海底堆積物のサンプルは、船から直
接グラブ・サンプラーを下ろして採取することがで
きる。水中での位置の確認を容易にするためにカ
メラが装備されている。 
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6

7
現在はこのほかにもレアアース泥と呼ばれる資源が注目されている。
２019年に海底熱水鉱床開発を試みていたNautilus Minerals Ltd.は破産宣言。現在はカナダを本拠地とするDeep Green Metals社などが開発を
進めている。

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

　深海から採掘されることが期待されている鉱物資源
のうち、西太平洋諸国(パプアニューギニア)の排他的
経済水域(200海里以内)での海底熱水鉱床は、現在
最も採掘の実現性が高いと考えられている。貴重な金
属が比較的多く含まれていることから海底熱水鉱床の
採掘は一部の企業にとって利益をもたらす可能性があ
るが、世界の大規模海底熱水鉱床の金属含有量は陸
上の鉱床に比べて低いため、海底熱水鉱床の採掘が
世界の資源供給に大きな影響をもたらすということは
なさそうである。 
　それとはまったく異なる展望を持っているのがマンガ
ン団塊とコバルトリッチクラストである。マンガン団塊や
コバルトリッチクラストに含まれる銅、コバルト、ニッケル
の量は間違いなく陸上のものに匹敵する。実際、コバ
ルトの総量は、陸上のすべての既知の鉱床を大幅に上
回っている。2016年時点において、コバルトは年間約

11万トンが採掘されており、陸上の埋蔵量は約700万
トンと推定されている。一方、マンガン団塊やコバルト
リッチクラストには、合計で約10億トンのコバルトが含
まれていると推定されている。  
　このように莫大な資源があるにもかかわらず、海底
鉱物資源の採掘は、十分な需要とそれに見合った金属
価格がなければ現在の陸上の豊富な埋蔵量に対抗す
ることはできない。 
　また、コバルトリッチクラストについては掘削技術もま
だ開発されていない。クラストを海底地盤から分離する
ことは技術的に困難であり、海底の表面が不均一であ
ることも問題となって、現時点でのコバルトリッチクラス
トの経済性をさらに押し下げている。そのため、コバルト
リッチクラストの海洋採掘はすぐには期待できないと考
えられる。

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

海洋探鉱の未来
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　メタンハイドレートは、メタンと水からなる白い氷のよ
うな固体である。メタンの分子が水の分子でできた微
小なカゴ状の構造の中に取り込まれた形をしている。メ
タンガスは、主に堆積物層の深部に生息する微生物が
有機物をゆっくりとメタンに変えることで発生する。こ
の有機物は、大昔に海に生息していたプランクトンの残
骸が海底に沈み、最終的に堆積物に取り込まれたもの
である。 
　メタンハイドレートは35気圧以上の圧力と低温下で
のみ安定するため、水深350メートル以深の海底はメ
タンハイドレートの形成に最適な場所である。海底から
さらに地球内部に近くなると温度が再び上昇し始め、
堆積物の深さが約１km以上になると温度が30℃以上
になるため、メタンハイドレートは形成できなくなる。し
かし、こうした温度の高い場所は微生物が良く活動し、
メタンの生成が活発となる。この堆積物の層の深いとこ

ろで微生物の働きにより小さなメタンガスの泡が発生
し、これが浮上して海底付近の冷たい間隙水の中でメ
タンハイドレートへと変化する。つまり、メタンは深層の
暖かい堆積層で生成され、冷たい上層の堆積層でメタ
ンハイドレートに変化して固まるのである。縁海や大陸
棚ではメタンハイドレートが見られないが、それは水深
が浅く海底の圧力がメタンハイドレートの安定に十分で
ないためである。一方、圧力が十分高い広大な海盆の
底でも、深海底の堆積物に含まれる有機物が不足して
いるためにメタンハイドレートはほとんど見られない。こ
れは、外洋では海水が比較的栄養不足であるため、海
底に沈むバイオマスがほとんど生成されないためであ
る。それゆえメタンハイドレートは、十分な有機物が堆積
していて、メタンがメタンハイドレートに変化するのに適
した温度と圧力の条件が揃っている水深350～
5,000mの大陸縁辺部で主に発見される。 

メタンハイドレートが生成する場所

第3節 メタンハイドレート
20年前までは、メタンハイドレートという言葉はほとんど誰にも知られていなかったが、今では未来
のエネルギー源になると言われている。メタンハイドレートの埋蔵量は従来利用されてきた化石燃料
の埋蔵量をはるかに超えており、世界の天然ガスの確認埋蔵量の10倍程度の量があると推計され
ている。メタンハイドレートは、メタンと水からなる白い氷のような固体である。ただし、メタンハイドレ
ートはエネルギー源としての可能性だけでなく、気候に影響を与えるリスクもはらんでいる。

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

7.7　メタンハイドレートは、世界中の海の主に大陸縁辺部に存在することが知られている。しかし、その埋蔵量の総量の推定はまだ非常に不正確である。 
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　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

ステムであっても、CCS技術(炭素回収・貯留)を導入す
れば、排出量を大幅に削減することができる。この方法
では、二酸化炭素は発電所で直接分離され、地下で地
層の中に貯蔵される。 
　また、先に述べた通り、二酸化炭素を海洋のメタンハ
イドレートに注入するという手法もある。この手法では、
メタンガスが得られるだけでなく、二酸化炭素も確実に
固定できる。CCS技術を用いて地下に貯留された二酸
化炭素は、移動性が高く科学的にも非常に反応性の
高い超臨界流体として貯蔵されるため、地下の貯留層
から流出が起こることを懸念している専門家もいる。そ
の代わりに、二酸化炭素を冷たい深海の海底にハイド
レートとして貯蔵すれば、メタンハイドレートよりも熱的
に安定しているので、超臨界流体として貯蔵するよりも

安全である。海底の温度が多少上昇しても、ハイドレー
トは簡単には不安定にならない。しかし、この方法には
生態系へのリスクも伴っている。ハイドレートを掘削する
際に、メタンが海水中に漏れてしまう恐れがあるからで
ある。このリスクをなくすためには、少なくとも100メー
トル以上の厚さの不透水層の堆積物に覆われている
超深部のハイドレートを開発する必要がある。これは、
メタンガスを環境中に放出することなく、安全にボア
ホール(試掘用の穴)から回収する唯一の方法である。
また、メタンガスを回収する際には、地層圧(地層の間
隙における圧力)が堆積層の耐えられる圧力以上にな
らないように注意しなければならない。そうしないと、
堆積層が破壊されて大量のメタンガスが流出してしまう
からである。

　大陸斜面の堆積物の中には、膨大な量のメタンハイ
ドレートが埋まっている。メタンハイドレートに結合してい
るメタンの炭素量は、全世界で1,000～5,000ギガトン
規模であり、化石燃料(石炭、石油、ガス)の燃焼によっ
て大気中に放出される炭素量の100～500倍に相当
する。海底のメタンハイドレートは、低温では安定してい
るが、海水や海底の温度が高くなると、ハイドレートの
状態が保てなくなってしまう。メタンハイドレートは、微生
物によってメタンガスが酸化され、温室効果ガスである
二酸化炭素となるため、近年気候変動の観点からも注
目されている。メタンはそれ自体強い温室効果ガスとし
て作用するが、微生物によって二酸化炭素に変化する
ため、メタンのまま直接海から出てくることはない。しか
し、生成・放出される二酸化炭素の量は相当なもので
ある。さらに、微生物によりメタンから二酸化炭素が生
成されると、海水中の酸素が消費されてしまうという問
題もある(第２章参照)。 
　2008年、イギリスとドイツの研究者がスピッツベルゲ
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レートが溶けてできたと思われるガスの湧出を発見した。
スピッツベルゲン沖の水温を長期的に測定した結果、こ
こ数十年で海底の水塊、ひいては斜面の堆積物が大
幅に温められているためにハイドレートが形成できなく
なりメタンガスが湧き出したことが判明した。また、気候
変動の影響で北極圏の海底は今後数十年、数百年に
わたって温められ続けると予測されている。そのため、
科学者たちは、将来、北極圏で大量のメタンハイドレー
トが溶けて、大量の二酸化炭素が海や大気中に放出さ
れるのではないかと懸念している。それに伴い海水中
の酸素量も減少することも懸念される。 
　さらに、放出された二酸化炭素は地球温暖化を助長
するだけでなく、海の酸性化にもつながる(第２章参照)。
過去の地質記録にもとづけば、地球の歴史の中で何
度もハイドレートが大規模に分解され、それが極端な温
暖化や大規模な絶滅につながったと考えられる。今後、
海底のメタンガスの放出によって、気候や海洋の変化が
どの程度加速するのか、さらなる調査が必要である。

温室効果ガスの生成

　確かに莫大な量のメタンハイドレートの産出は気候
に対するリスクとなるが、それと同時にエネルギー源と
しての可能性も秘めている。従来供給される天然ガス
のうちすでに95％以上がメタンからなっており、ハイド
レートに結合しているメタンの量は従来の天然ガス田
の埋蔵量をはるかに超えている。これまで、海中のハイ
ドレートの採掘はコストが高いとされてきたが、資源価
格の上昇に伴い、この膨大な埋蔵量は海洋産業にとっ
て魅力的なものとなりつつある。  
  現在、特に日本、中国、インド、韓国、台湾の領海内で、
ハイドレート鉱床の開発するために多大な努力が払わ
れている。　
　一方、ドイツでは、ハイドレートの探索・抽出に役立つ

と思われる新技術が開発されている。基本的なアイデ
アは非常にシンプルで、メタン(CH4)を二酸化炭素と交
換することでハイドレートを回収するというものである。
実験室レベルの研究では、液体の二酸化炭素がメタン
ハイドレートと自然に反応するため、理論的には可能で
あることがわかっている。このコンセプトが経済的に実
現できれば、経済的にも気候的にも魅力的なハイド
レート内のガス交換が可能となり、Win-Winの関係と
なる。 
　天然ガスは比較的クリーンな化石燃料である。単位
熱量を得るために排出するガス火力発電所の二酸化
炭素排出量は、従来の石炭火力発電所に比べて約
50％少なくなっている。しかし、現在のガス火力発電シ

未来のエネルギー源になりうるか？

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。
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　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

ステムであっても、CCS技術(炭素回収・貯留)を導入す
れば、排出量を大幅に削減することができる。この方法
では、二酸化炭素は発電所で直接分離され、地下で地
層の中に貯蔵される。 
　また、先に述べた通り、二酸化炭素を海洋のメタンハ
イドレートに注入するという手法もある。この手法では、
メタンガスが得られるだけでなく、二酸化炭素も確実に
固定できる。CCS技術を用いて地下に貯留された二酸
化炭素は、移動性が高く科学的にも非常に反応性の
高い超臨界流体として貯蔵されるため、地下の貯留層
から流出が起こることを懸念している専門家もいる。そ
の代わりに、二酸化炭素を冷たい深海の海底にハイド
レートとして貯蔵すれば、メタンハイドレートよりも熱的
に安定しているので、超臨界流体として貯蔵するよりも

安全である。海底の温度が多少上昇しても、ハイドレー
トは簡単には不安定にならない。しかし、この方法には
生態系へのリスクも伴っている。ハイドレートを掘削する
際に、メタンが海水中に漏れてしまう恐れがあるからで
ある。このリスクをなくすためには、少なくとも100メー
トル以上の厚さの不透水層の堆積物に覆われている
超深部のハイドレートを開発する必要がある。これは、
メタンガスを環境中に放出することなく、安全にボア
ホール(試掘用の穴)から回収する唯一の方法である。
また、メタンガスを回収する際には、地層圧(地層の間
隙における圧力)が堆積層の耐えられる圧力以上にな
らないように注意しなければならない。そうしないと、
堆積層が破壊されて大量のメタンガスが流出してしまう
からである。

　確かに莫大な量のメタンハイドレートの産出は気候
に対するリスクとなるが、それと同時にエネルギー源と
しての可能性も秘めている。従来供給される天然ガス
のうちすでに95％以上がメタンからなっており、ハイド
レートに結合しているメタンの量は従来の天然ガス田
の埋蔵量をはるかに超えている。これまで、海中のハイ
ドレートの採掘はコストが高いとされてきたが、資源価
格の上昇に伴い、この膨大な埋蔵量は海洋産業にとっ
て魅力的なものとなりつつある。  
  現在、特に日本、中国、インド、韓国、台湾の領海内で、
ハイドレート鉱床の開発するために多大な努力が払わ
れている。　
　一方、ドイツでは、ハイドレートの探索・抽出に役立つ

と思われる新技術が開発されている。基本的なアイデ
アは非常にシンプルで、メタン(CH4)を二酸化炭素と交
換することでハイドレートを回収するというものである。
実験室レベルの研究では、液体の二酸化炭素がメタン
ハイドレートと自然に反応するため、理論的には可能で
あることがわかっている。このコンセプトが経済的に実
現できれば、経済的にも気候的にも魅力的なハイド
レート内のガス交換が可能となり、Win-Winの関係と
なる。 
　天然ガスは比較的クリーンな化石燃料である。単位
熱量を得るために排出するガス火力発電所の二酸化
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　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

7.8　メタンハイドレートは世界中で産出する。このハニカム構造をした氷
状ブロックは、オレゴン州沖での調査で海底から採取されたものである。

7.9　メタンハイドレートは、メタンガスの分子が水分子でできたカゴ状の
構造の中にしっかりと閉じ込められている。しかし温度が上昇するとカゴ
状の構造が不安定になり、ガスが逃げてしまう。
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　メタンハイドレートから天然ガスを抽出する陸上での
実験は、2008年に日本とカナダの研究者によって初め
て成功した。緯度の高い寒冷な地域では、メタンハイド
レートは永久凍土層の数百メートル下に存在しており、
海底とは異なりアクセスが容易なため、生産試験に適
している。この試験の結果、熱の導入や圧力の解放に
よってメタンハイドレートを分解し、天然ガスを生産する
ことが可能であることが判明した。また、メタンを二酸化
炭素との置換により回収する実験も陸上で行われ、ノ

ルウェーとアメリカのコンソーシアムがアラスカで生産
テストを行った。海洋における試験も2012年から
2014年にかけて、日本周辺海域の大陸斜面で行われ
た。依然として技術的な課題は残っているものの、日本
は2027年の実用化を目指すとしている。
　今後メタンハイドレート生産が本格化するかについて
は、天然ガスの世界市場価格や二酸化炭素の排出権
の動向も判断材料になると考えられる。

メタンの採掘に将来性はあるのか？
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で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

7.10　海底のメタンハイドレートに蓄えられている炭素の量は、石油、ガ
ス、石炭に蓄えられている量をはるかに上回るものである。
(単位：Gt-C、炭素換算にてギガトン)

7.11　調査船のデッキ上で、劣化したハイドレートブロックから放出され
るメタンガスに点火する海洋科学者のグループ。
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　海にはエネルギーが溢れている。潮汐力は巨大な水
の塊を動かし、海上に吹き荒れる風は強力な波を生み
出す。海上の風は世界の風力エネルギーの約90％を占
めている。これらの風、波、海流を合わせると、人間が現
在消費している量の300倍ものエネルギーになる。
　長い間、この豊富なエネルギーは利用されてこなかっ
たが、近年このエネルギーを利用することができるよう
になった。洋上風力発電所が建設され、海流や波のエ
ネルギーを電気に変換するための発電所が何百も建設
されている。 
　再生可能な海洋エネルギーの主なものは以下の通り
である。  
●風力エネルギー  
●波力エネルギー  

●潮力エネルギー  
●海流エネルギー  
●海洋温度差発電  
●浸透圧発電 
　これらのエネルギー資源は、理論的には全人類のエ
ネルギー需要を容易に満たすことができる。ただし、深
海などの多くの海域では開発が不可能であり、電力を
送電網に接続するためのコストも莫大なものになるこ
とは留意する必要がある。 
　発電用地としての開発に見込みのある場所のうち沿
岸部には、漁業、船舶、あるいは保護のために除外しな
ければならない海域もある。それでもなお、これらの再
生可能エネルギーは将来的に世界のエネルギー需要の
かなりの部分を満たす可能性がある。

手がつけられていない宝の山

第4節 再生可能エネルギー
風力や太陽光などの再生可能エネルギーは、当初主に陸上で展開されており、海洋のエネルギーは
ほとんど利用されてこなかった。しかし、状況は変わりつつある。洋上において環境にやさしいエネル
ギーを生み出すことが世界的なトレンドとなり、風力や波力、海流が世界の電力需要のかなりの部分
を満たすのではないかと大きな期待が寄せられている。

　風力発電は現在、最も進んだ開発段階にあり、極め
て明るい兆しが見えている。2010年時点では3GWで
あった洋上風力発電設備は2020年時点で35GWへ
と増加しており、2030年までには230GW近く導入さ
れると見込まれている。  
　これまでに世界で約160件の洋上風力発電プロジェ
クトが実施されており(2020年時点)、そのほとんどが
イギリス、デンマーク、オランダ、スウェーデンにある。こ
の中で、２つの傾向がはっきりしている。一つは設備が
急速に大きくなっていることで、もう一つはより深い海
域にどんどん進出して、はるかに広い範囲にウインド
ファームを建設できるようになっていることである。今世
紀初頭に建設していたのは水深２～６メートルの沿岸
付近であったが、今や水深40メートル以上以上の場所
に風車を設置している。 

　さらに水深の深い海域においては、浮体式のコンセ
プトも開発されている。2007年にはノルウェーとドイツ
のコンソーシアムによって、世界初の浮体式風力発電所
がノルウェー沖に建設された。陸上での何十万台もの
風力発電所の経験に支えられ、風力発電は成熟した技
術となっている。洋上では風速が速く環境条件が厳し
いため、かつては技術的な改善が必要であるといわれ
ていたが、ここ10年の経験によって技術が大幅に進歩
した。 
　洋上風力発電は、基礎工事や電力網への接続が複
雑なため、陸上に比べて建設費がかなり高くなる。当初
の洋上風力発電は発電した電力を一定価格で買い取
ることを保証する固定価格買取制度(FIT)や支援策に
支えられていたが、欧州ではすでに支援策なしでも普
及する段階に入っている。

洋上風力発電 

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。
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　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

　波力エネルギーの技術的ポテンシャルは、世界全体
で年間11,400TWhと推定されている。持続可能性を
考慮すると発電量は年間1,700TWhで、これは現在の
世界のエネルギー需要の約5％に相当する。波力発電
にはさまざまなコンセプトがあるが、そのほとんどが３つ
のタイプに分類される。 
　【振動水柱型】
波の力で水が上下に動くことで洋上に浮かべた柱の
中の空気が移動し、タービンを回して発電する。近年、ポ
ルトガル、スコットランド、日本でパイロットプラントが建
設された。
　【可動物体型】
波の振動を利用して発電する設備。発電機の一部は水
に沈んでおり、波を受けて回転軸に取り付けられた浮

体が左右または上下に揺れる。部品群を介して油圧装
置に圧力を伝え、タービンを駆動する。イギリスの
"Pelamis"というシステムは、複数のパーツで構成され
たウミヘビ状の装置が水面に浮かんでおり、波によって
それらが動くことを利用して発電する。世界初の波力発
電システムであるPelamisは、2008年にポルトガル沖
に設置され、海底ケーブルで電力網に接続されていた。  
　【越波型 】 
越波型の装置にはダムのような水だめがあり、波を受
けるとこれが周囲の海よりも高い水位で満たされる。水
が水だめから海に戻っていくときの流れを利用してター
ビンを駆動して発電する。デンマークとノルウェーでは、
浮体式と固定式のシステムのプロトタイプが設置されて
いた。 

波力エネルギー

　潮力発電所の仕組みは、高度差を利用して水塊を流下
させて発電する貯水池式水力発電所の仕組みに似ている。
ただし、潮力発電所では水塊は流下するのではなく、潮の
流れに乗って前後に移動する。他の海洋エネルギーとは異
なり、潮汐エネルギーは以前から商業的に利用されている。
フランス北部の大西洋岸に位置するサン・マロのランス潮
力発電所は、1966年に操業を開始した。満潮時には水が
発電所の大型タービンを通って上流に流れ、干潮時には
再び下流に流れている。発電所の出力である240MWは、
ガス火力の発電所と同等である。規模がかなり小さいもの

の、カナダ、中国、ロシアで過去20年の間に同様の施設が
建設されている。韓国では、既存のダムに組み込まれた26
万kWの潮力発電所が2011年に稼働した。 
　イギリスは以前から、イングランドとウェールズの間にあ
るセヴァン川の河口に、大規模な潮力発電所の建設を計
画してきた。この場所では、イギリスの全電力需要の7％を
満たすだけのエネルギーを供給することができる。このダ
ムの建設は、重要な自然保護区や鳥類保護区を荒廃させ
環境への悪影響が相当なものになると批判されたが、環
境への影響を調査した結果、最終的に建設された。

潮力エネルギー

　今後、海にエネルギーシステムを建設する際には、その
技術が海洋環境にどのような影響を与えるか、環境影響
評価を行う必要がある。  
　この際、多くの適地が自然・社会環境上の理由で除
外されてしまう可能性がある。そこで専門家は、環境を考
慮しないエネルギー技術の技術的なポテンシャルと、環
境を考慮した持続可能なポテンシャルを区別して扱って
いる。技術的なポテンシャルには、理論的に実現可能なす
べての設置場所が含まれる。一方、持続可能性なポテン
シャルでは、潮力発電所が河川系に与える悪影響などの
環境要因を考慮し、いくつかの場所が除外される。そのた

め、持続可能なポテンシャルは技術的なポテンシャルより
も小さくなる。専門家は、海洋再生可能エネルギー技術
のための海洋空間計画を簡略化することを求めている。 
　これまで、風力発電施設と波力発電施設には、それぞ
れ別の承認プロセスが適用されてきた。意思決定プロセ
スを短縮するためには、個々の風力発電所ではなく、複
数のエネルギー生産技術を同時に空間計画に組み込み、
全体として海洋再生可能エネルギー発電のための地域
を指定することが有効である。そうすれば、例えば風力発
電のタワーに海流発電所を併設するなど、1つの海域に
異なる技術を組み合わせることが容易になる。

再エネに適した場所
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8 近年の風車の場合、通常運転時の発電量の最大化および台風など非常時の風荷重低減のため、ブレードの角度や回転速度が調整できることが多い。

　海洋温度差発電は、暖かい表層水と冷たい深層水の温
度差を利用して発電を行うものである。海洋温度差発電
所で蒸気サイクルを駆動させるためには、温度差が20℃
以上ある必要があるため、この技術は海水表面温度が25
℃を超えるような温暖な海洋地域に適している。暖かい海
水を用いて低温で沸騰する液体を蒸発させ、蒸気を発生
させてタービンを駆動する。その後、水深数100メートルか
ら汲み上げた冷たい海水(水温４～６度)によって蒸気を
冷却し、凝結させて液体に戻す。 
　これまで海洋温度差発電技術は、数百メートルのパイ
プラインと強力なポンプシステムが必要とされ、コストが高

いと言われてきた。そのため、米国政府は 1970年代半ば
に海洋温度差発電の開発と初期実験を支援したが、
1980年代初頭には支援を打ち切っていた。しかしその後
この技術への関心が再燃し、アメリカと台湾のコンソーシ
アムがハワイに10MWの発電所を建設した。また、フラン
スでは公的機関や企業が、海洋再生可能エネルギーと海
洋温度差発電の普及を目的としたワークグループ
"IPANEMA Initiative"を立ち上げている。海洋温度差発
電は、年間約1,000TWh時の電力を利用できる可能性が
あると言われており、しかも風力や波力とは異なり天候に
左右されない発電方法である。

海洋温度差発電

　海底熱水鉱床はブラックスモーカー ( 熱水噴出孔 )
と呼ばれる場所で産出される硫黄分が豊富な鉱石で
あり、海底プレート境界で形成される。ここでは、火山
活動が海水と相互作用することにより、地殻の岩石と
海との間で熱と元素の交換が行われる。  

　冷たい海水は、海底の割れ目から下に数キロメート
ルの深さまで浸透する。マグマ溜まりなどの熱源の近く
では海水は400℃以上の高温になるため、暖められた
海水は急速に上昇し、再び海へと押し出される。この熱
水が岩石やマグマから溶け出した金属を運び、これら

　海流エネルギーは、水中に沈めたローターを水の動
きで動かすことでも利用できる。海流発電所と潮力発
電所を合わせて、全世界で年間数百TWh時もの電力
を利用できると試算されている。 
　これまでかなりの間、ローターを用いたコンセプトの
試験が行われてきており、2003年にイギリスの海岸で
操業を開始した"Seaflow"と呼ばれるシステムの試作
機がそれにあたる。
　その後継機にあたる"SeaGen"は、現在、アイルランド
沿岸のストラングフォード・ナローズで稼働してSeaGen

のコンセプトは、発電所のタワーに取り付けるローター
を２つにすることで発電量が増え、建設費や開業費の
高さとのバランスがとれるというものである。 
　このような海中の発電設備は、風車などに比べて海
流の影響を受けやすく、耐久試験が必要とされる。とは
いえ、SeaGenの技術は、風車のモデルに非常に近い仕
組みに基づいている8ため、流れに合わせてブレードの
角度や回転速度を調整することができる。他の海流発
電設備のコンセプトでは、固定された調整不可能なシス
テムが中心である。

海流エネルギー

の金属が海底に堆積して層状に蓄積していく。こうして、
海底熱水鉱床や、特徴的な煙突状の噴出口(ブラック
スモーカー)が形成される。 
　海底熱水鉱床は1978年に東太平洋海嶺で初めて
発見された。長い間、鉱山として開発できる可能性を秘
めた海底熱水鉱床は火山活動や熱の発生が特に激し
い海嶺でのみ形成されると考えられていた。しかし、そ
れ以来、世界中で約350件の海底熱水鉱床が確認さ
れている。しかし、規模にも大きな違いがある。ほとんど
の発生箇所は、直径が数メートルしかなく、存在する物
質の量もごくわずかである。  
　東太平洋海嶺や大西洋中央部のブラックスモーカー
で生成される硫化物は鉄分の多い硫 黄化合物を主成
分としているため価値が低く採掘には値しないが、南
西太平洋の鉱床には銅、亜鉛、金が多く含まれている。
また、これらの海域は比較的浅い水深(2,000メートル
以浅)にあり、周辺国の排他的経済水域内にあるため
(第10章参照)、技術的にも政治的にも採掘の可能性
は高い。なぜなら、自国の排他的経済水域内での海洋
資源の採掘に関しては、その国が自ら決定できるから
である。これらの主権範囲外である公海の深海底は、
国際海底機構ISAによって監督されている。  
　現在の採掘シナリオでは、主に生物がまばらにしか
生息していない、すでに活動が止まった大規模な海底

熱水鉱床の開発を想定している。活発なブラックスモー
カーはそのほとんどが金属資源の蓄積途上であるため
比較的少量の資源しか含有していないうえ、湧き上が
ってくる栄養豊富な水のために、数多くの、そして時に
は固有の生物にとって重要な生息地でもあるためで
ある。 
　最大の海底熱水鉱床として知られているのは、地殻
変動の影響でアフリカとアラビア半島が引き離されて
いるところにある紅海である。ここでは、海底熱水鉱床
はブラックスモーカーとは関係なく、銅、亜鉛、金を多く
含む鉄分の多い鉱石泥の形で現れる。水深約2,000
メートルにあるこの鉱床は、1960年代に発見された。
泥状であることから採掘には問題がないと考えられ、
1980年代に試掘が成功した。 
　ここで取り上げた３つの海底資源6のうち、総量とし
ては最も少ないものの資源量の多さから特に注目され
ているのが海底熱水鉱床である。すでにいくつかの採
掘会社が領海域で探査権を取得しており、試掘・採取
の技術開発を進めている。2010年５月、ISAはインド洋
での探査権を中国に付与し、それ以降もロシア、フラン
ス、韓国、インド、ドイツ、日本などが探査権を取得して
いる。また、パプアニューギニアとニュージーランドの沿
岸では、民間企業により海底熱水鉱床から銅と金の採
掘が試みられていた7 。

　浸透圧発電所は、これまで紹介したものとはまったく
異なる方法で発電する仕組みである。淡水と塩水を二
つの部屋に入れ、その間を特殊な半透膜で分離すると
浸透圧が発生することを利用した技術である。浸透圧
発電の技術は未成熟であるが、2009年にノルウェーの
シンジケートがオスロ・フィヨルドに世界初の浸透圧発

電所を建設した。この発電所は、主にこの技術を開発
するために設計されており、現在は数キロワットの発電
量しかない。しかし、浸透圧発電の持続可能な世界の
生産能力は、将来的には年間2,000TWhに達する可
能性がある。

浸透圧発電
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7.12d　ノルウェーのオスロ・フィヨルドにある世界初の浸透圧発電所は、
海水と淡水の塩分濃度の違いからエネルギーを得ている。海水と淡水を
薄い膜で分離し、そこにかかる浸透圧によりタービンを駆動する。

7.12e　世界各地で洋上風力発電が稼働している。デンマークとスウェ
ーデンの間にまたがるバルト海には、48基のタービンからなる世界最大
級の洋上風力発電所がある。ここでは、スウェーデンの送電網に電力を
供給するための変電所が建設されている。

7.12b　潮力エネルギーは、北アイルランド沿岸のストラングフォードの
入り江にあるSeaGen社の装置のように、水中に設置されたローターを
用いて電気に変換することができる。すでに１件施設が建設され、陸上
の送電網に電力を供給している。今後これに続くプロジェクトが出てくる
ことが期待される。

7.12c　Pelamisと名付けられた波力エネルギー変圧器は、巨大なウミ
ヘビのように海に浮かんでいる。いくつかの浮体部品で構成されており、
それらが互いに動くときに関節の角度が変化することにより油圧を発生
させ、タービンを動かす。現在、Pelamisの新しい発電機が建設中である。 

７．１２a　海洋エネルギーを利用した発電所は、ヨーロッパのいくつか
の場所ですでに稼働している。最も古いものは、1960年代に建設され
たフランスの港町サン・マロ近郊にあるランス潮力発電所である。1960
年代に建設され240メガワットの出力を持ち、この種の発電所としては
最大規模を誇っていた。

7.12　各種再生可能エネルギー発電所代表例の位置。
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7.13　通常、着床式の風車が海底に設置されるの
は、水深が最大でも 50 メートルの場所である。それ
以上の水深になるとコストが高くなるため、代わりに
浮体式の風車を海底に係留ケーブルで固定する方法
がある。



結論：海底環境への負荷が加速している

ずに海底を採掘することがどの程度可能なのかが不明
である。メタンを抽出すると同時に、石油やガスの燃焼
で発生する二酸化炭素を安全に貯留することができれ
ば、海底のメタンを利用することは気候変動対策にもな
るかもしれない。 地球温暖化防止の観点から最も持続
可能な海洋エネルギー生産システムは、おそらく海流、
波、風によるものである。ほとんどの場合、エネルギー
システムが海洋環境に与える影響については研究調査
が必要である。すでに実用可能な技術もあれば、まだ
試験段階のものもある。計画者や開発者に対する規制
を下げている国もある。しかしながら、施設を大規模に
利用する前に、まず各国は海洋エネルギー開発を推進
するかどうか、どのように推進するかを決定しなければ
ならない。なぜならば、政府の初期支援がなければ、中
期的に見て現在の技術を確立することはできないから
である。 

　何世紀にもわたり、人類が海から得る資源はひとえ
に食料のみであった。しかし、ここ数十年の間に、海か
らより多くのものを採取する技術が開発されてきた。例
えば、石油やガスを抽出するための掘削技術である。こ
れまでの掘削は比較的浅い海域で行われてきたが、企
業はより深いところまで掘削するようになった。これは
複雑で高価なプロセスであるが、陸上の埋蔵量が少な
くなり、価格が上昇しているため、実現可能性が高まっ
ている。 
　これは、海底のマンガン団塊、コバルトリッチクラス
ト、海底熱水鉱床などに含まれている金属資源につい
ても同様である。銅、ニッケル、金などの高価な金属に
限定されるとはいえ、金属価格が上昇すれば、深海から
の採掘の魅力が高まるであろう。しかし、いまだに環境
に優しい採掘技術は確立されていない。  
　メタンハイドレートについては、人や環境に害を与え

　海洋再生可能エネルギーを利用する技術の開発が大
きく進んでいることは疑いようがない。しかし、多くの技
術は商業的に将来有望であるものの、まだ小規模で若
いビジネスであるために、そのほとんどが現時点では補
助金に頼っている。投資をしてもらえるかという点で見
た時に、技術的・経済的なリスクが大きいことに加え
て、投資に見合うだけのプロジェクト規模を実現するこ
と自体も困難なのである。そのため、これらの技術に対
する補助金は不可欠であり、実際このようなプログラム

を提供している国は数多くある。米国エネルギー省と欧
州連合は、すでに数億ユーロを技術開発に投じている。
また、発電所や送電網の接続に関する複雑な承認手続
きも簡素化する必要がある。ドイツでは洋上風力発電
所の承認はすべて連邦海運水路庁が行っているが、米
国では発電所の運営者はさまざまな機関や承認プロセ
スを経なければならない。規則が緩和されれば大きな
メリットがあることだろう。

将来を担うエネルギーシステムに対する政府の支援が必要だ
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世界貿易における海上交通



!

国際的な経済発展に伴い海上交通量は大幅に増加している。しかし、経済情勢が今後どのようにな
るかは誰にもわからず、世界的な不均衡は依然として残っている。海賊行為やテロの脅威なども残さ
れており、さらに環境問題への対応など海上交通を取り巻く状況は刻一刻と変化している。



　歴史上、海は世界中の人々の交通手段として重要な
役割を果たしてきた。しかし、数十年前とは異なり、船は
人よりも物を運ぶようになった。大陸間の航空輸送が
可能になってからは、船での移動は、バルト海や北海、
地中海、日本、東南アジアなどを横断するフェリーと
いった短時間の移動や娯楽のためのクルーズに限られ
るようになった。
　市場のグローバル化が進むにつれ、船舶の輸送量
は急増した。1950年代から現在まで、国際貿易の成
長率は経済活動全体の成長率のほぼ2倍であった。価
値ベースで見ると、世界貿易の約23％は国境を接して
いる国家間で行われている。この割合はここ数十年、
ほぼ一定である。しかし、大陸間では、その大陸の発展
度合いによって大きく異なっている。ヨーロッパと北米
では、この割合が最も高く、25～35％となっている。こ
れらの貿易は、主に道路と鉄道を通じて行われている。
国境を接していない国家間の貨物は主に海路で運ば
れているが、工業製品は空路での輸送が増えている。

近年、航空貨物の成長率は海運の2倍以上になってい
る。どの輸送手段でどのくらいの量の貨物を扱うかは、
相対的な輸送コストと貨物の重量に対する価値の比
率によって決まる。定時性と信頼性は、高価な商品の
場合に重要度が上がると考えられる。
　経済学者の調査によると、高所得世帯はより高品質
の製品を購入する。したがって、裕福な国の住民は、より
質の高い商品を購入する傾向がある。よって、所得の増
加は、輸送需要に3つの影響を与えることになる。第一
に、高品質の商品効果である。単位重量当たりの価値
が高くなり、商品価値に対する相対的な輸送コストが
低くなる。第二に、所得が増加すると、消費者は高価な
製品を以前よりも購入するようになる。同時に、彼らは
短時間で商品を受け取ることを期待する。第三に、納
期そのものが製品品質の重要な要素になり、購買決定
に与える影響が大きくなる。これらの要因により、豊か
な国における航空貨物の成長率は海運と比較してさら
に高くなっている。

グローバル化を通した成長

第1節 世界の海上輸送－絶えず変化する市場
タンカー、ばら積み貨物船、コンテナ船は、現代におけるもっとも重要な貨物輸送手段である。毎年、
これらの船は限られた国際主要航路を通じて、数十億トンもの荷物を運ぶ。コンテナ化は貨物輸送の
効率を劇的に向上させ革命をもたらした。経済的な危機を迎えているとはいえ、海上輸送の重要性は
今後も続くだろう。

　前述したように、海運の大幅な増加の主な理由は、世
界貿易の拡大だった。しかし、制度や技術的な要因も関
係している。かつてのGATT(関税及び貿易に関する一
般協定)とその後継であるWTO(世界貿易機関)による
自由化の成果は、世界貿易に新たな勢いをもたらした。
2001年にWTO加盟を果たした中国の経済開放も非
常に大きな意味を持ち、中国の輸出額は世界１位まで
急速に成長した。NAFTA(北米自由貿易協定)設立後、
6年でメキシコからアメリカへの輸出が3倍になったの
も、市場統合が国際貿易を促進した例のひとつである。
先進国と、中国やインドを中心とした新興国のエネル
ギーや鉱物資源への欲求は、遠く離れた国からの輸送
量を増加させた。
　情報通信技術の革命は、移動とアクセスの費用を劇的

に削減した。ジャストインタイム生産1、アウトソーシング2、
オフショアリング3など、新たなネットワーク接続や生産プ
ロセスを可能にし、物流に多大な刺激を与えた。
　需要の増加の結果、船舶のサイズは大きくなり、規模
の経済4の効果で輸送コストは低下した。さらに、一般貨
物輸送をはじめとする港湾管理の技術的進歩と組織的
な改善も行われた。特に重要なのは、20世紀最大の輸
送革命であるコンテナの登場である。
　パナマやリベリアで最も顕著である便宜置籍船5の普
及により、船会社は先進国の比較的低い資本コストと、
フィリピンなど発展途上国出身の船員の低い労働コスト
を組み合わせることができるようになった。これにより、
特に先進国で急激に高騰していた人件費を埋め合わせ
ることができるようになった。さらに、船主は船舶を便宜

何が海上運送を活発化するのか

置籍船として登録することで、非常にコストのかかる規制
(国内の労働法や雇用法など)を避けることができた。そ
のため、世界の商船隊の船腹量6のうち便宜置籍船登録
数上位10ヶ国で占める割合は1950年にはわずか5%
であったが、2020年には全体の約74%にも上っている。
　このような発展により、海運は真のグローバル経済セ
クターとなった。しかし、その所有構造に関しては、グロー
バル性ははるかに低く、一部の国の船会社及び海外の
子会社が船団の大部分を所有している。上位10ヶ国の
ギリシャ(25.5%)、日本(16.3%)、中国(16%)、シンガ

ポール(10%)、香港(7%)、ドイツ(6.2%)、韓国(5.7%)、
ノルウェー(4.5%)、バミューダ(4.2%)、アメリカ(4%)の
合計で98%以上を占めている。なお、隻数で見ると世界
の商船数は約58,000隻7であり、その船腹量は
142,963万トンに達する。その内訳はばら積乾貨物船が
33.6%、オイルタンカーが20.4%、コンテナ船が17.7%、
旅客船・RORO船等が6.7%、ケミカル船が5.3%、一般
貨物船が4.0%、油・貨兼用船が0.1%、その他が6.2%と
なっている8。
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製品を必要時間内に生産・供給することを目的とした制度。
業務の一部を外部の協力先に発注すること。
ビジネスの機能やプロセスを他国に地理的に移転すること。
生産量や生産規模の拡大により、単位当たりのコストが低くなること。
事実上の船主の所在国とは異なる国家(例：パナマ、リベリア等)に船
籍を置く船舶のこと。

1
2
3
4
5

船の輸送能力を示す量。国別割合は原文で示されたデータに代えて、
日本船主協会 SHIPPING NOW 2021-2022 の値を参考に計算した。
原文で示されたデータに代えて、日本船主協会 海と船のQ&A
(https://www.jsanet.or.jp/qanda/text/q2_23.html)及び「海運統
計要覧 2019」の値を参考にした。
原文で示されたデータに代えて、日本船主協会 SHIPPING NOW
2021-2022 の値を参考にした。

6

7

8

　すべての船舶は、いずれかの国の船舶原簿に登録さ
れなければならない。登録された船舶は、その船籍の所
属する国の領土の一部とみなされ、その国のすべての
法律や規制(雇用法、社会保障法など)が船上に適用さ
れる。一部の国(パナマ、リベリア、バハマなど)では、船
主であれば誰でも船を登録できる、いわゆる便宜置籍
制度を設けている。これらの国では、課税も比較的安く、

雇用や社会保障に関する法律も欧州ほど厳しくないの
で、労働力や輸送費が大幅に安くなる。しかし安全面で
問題を抱えるサブスタンダード船といわれる船舶が発生
してしまう。このため各国ではPSC：Port State Control
(ポートステートコントロール、外国船舶の監督)を行い、
自国の港に寄港する外国船に対して立ち入り検査を行
うことで国際的な基準を遵守させている。

便宜置籍船

　前述したように、海運の大幅な増加の主な理由は、世
界貿易の拡大だった。しかし、制度や技術的な要因も関
係している。かつてのGATT(関税及び貿易に関する一
般協定)とその後継であるWTO(世界貿易機関)による
自由化の成果は、世界貿易に新たな勢いをもたらした。
2001年にWTO加盟を果たした中国の経済開放も非
常に大きな意味を持ち、中国の輸出額は世界１位まで
急速に成長した。NAFTA(北米自由貿易協定)設立後、
6年でメキシコからアメリカへの輸出が3倍になったの
も、市場統合が国際貿易を促進した例のひとつである。
先進国と、中国やインドを中心とした新興国のエネル
ギーや鉱物資源への欲求は、遠く離れた国からの輸送
量を増加させた。
　情報通信技術の革命は、移動とアクセスの費用を劇的

に削減した。ジャストインタイム生産1、アウトソーシング2、
オフショアリング3など、新たなネットワーク接続や生産プ
ロセスを可能にし、物流に多大な刺激を与えた。
　需要の増加の結果、船舶のサイズは大きくなり、規模
の経済4の効果で輸送コストは低下した。さらに、一般貨
物輸送をはじめとする港湾管理の技術的進歩と組織的
な改善も行われた。特に重要なのは、20世紀最大の輸
送革命であるコンテナの登場である。
　パナマやリベリアで最も顕著である便宜置籍船5の普
及により、船会社は先進国の比較的低い資本コストと、
フィリピンなど発展途上国出身の船員の低い労働コスト
を組み合わせることができるようになった。これにより、
特に先進国で急激に高騰していた人件費を埋め合わせ
ることができるようになった。さらに、船主は船舶を便宜

置籍船として登録することで、非常にコストのかかる規制
(国内の労働法や雇用法など)を避けることができた。そ
のため、世界の商船隊の船腹量6のうち便宜置籍船登録
数上位10ヶ国で占める割合は1950年にはわずか5%
であったが、2020年には全体の約74%にも上っている。
　このような発展により、海運は真のグローバル経済セ
クターとなった。しかし、その所有構造に関しては、グロー
バル性ははるかに低く、一部の国の船会社及び海外の
子会社が船団の大部分を所有している。上位10ヶ国の
ギリシャ(25.5%)、日本(16.3%)、中国(16%)、シンガ

ポール(10%)、香港(7%)、ドイツ(6.2%)、韓国(5.7%)、
ノルウェー(4.5%)、バミューダ(4.2%)、アメリカ(4%)の
合計で98%以上を占めている。なお、隻数で見ると世界
の商船数は約58,000隻 7であり、その船腹量は
142,963万トンに達する。その内訳はばら積乾貨物船が
33.6%、オイルタンカーが20.4%、コンテナ船が17.7%、
旅客船・RORO船等が6.7%、ケミカル船が5.3%、一般
貨物船が4.0%、油・貨兼用船が0.1%、その他が6.2%と
なっている8。

8.1　船種別にみた世界の商船隊の増加率。横軸：輸送可能量(単位：100万トン)、縦軸：年代。上から順に、オイルタンカー、ばら積み貨物
船、一般貨物船、コンテナ船、その他船舶。
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　海洋イノベーションは、海上貨物輸送の成長を後押し
してきた。以下の点が重要である。
　大きさ：船舶の平均サイズは徐々に増加している。船
舶の大型化は、乗組員、燃料、滞船料9、保険、サービス、
船舶のメンテナンスなどの輸送コストの積算単価あたり
コストを削減することとなる。港湾当局は、港湾インフラ

（埠頭、内陸への輸送接続)の拡張や港湾アクセスの改
善(航路の増深など)により、船舶の大型化に対応しな
ければならない。そのため、当局もコストの増加に直面
する。これにより、港の所有者(通常は国や地方自治
体)が財政難に陥る可能性がある。設備投資は通常、公
的な財源から賄われ、その費用全てが港湾利用者によ
り負担されるわけではない。なお、船舶の大きさを表す
単位には総トン数10や載貨重量トン数11などがあるの
で注意が必要である。
　船速：商船の平均速度は約15ノット(1ノット＝1海
里／時＝1853メートル／時)、つまり時速28キロで、こ
れは1日に換算すると約670キロに相当する。最近の
船は25～30ノット(時速45～55キロメートル)の速度
で運航することも可能である。スクリュープロペラ、特に
ダブルプロペラが発明されて以来、船舶の推進力は大
幅に向上した。この開発は1970年代に最盛期を迎え
た。さらなる高速化は困難であり、非常に高価なものに
なると思われる。そのため専門家は、商船の平均速度
の向上は限定的であると予測している。さらに近年では
環境負荷を低減するために船速を制限した運航を行う
場合もある。
　デザイン：船舶のデザインは、木材から鋼鉄へ、そして
主にアルミニウムと複合材料で作られた船舶へと、大き
く変化した。デザインの革新は、燃料消費量と建造コス
トを劇的に削減すると同時に、安全性を高めることを目
的としている。
　専門化：造船産業における専門性の向上は、海上輸
送に大きな変化をもたらした。さまざまな種類の貨物に

対応する特別な船が建造されるようになった。
●原油、石油製品、化学製品、液化ガス、濃縮果汁など
　を運ぶタンカー 
●鉱石、石炭、穀物などのバルク貨物を運ぶばら積み船 
●鉄などの運搬物1単位当たりが大きい貨物を運ぶば
　ら積み船 
●自動車の運搬に特化した自動車専用船(PCC：
 　Pure Car Carrier)
●南半球産の果物を運ぶ冷凍船(冷凍コンテナ)
●一般貨物船 
●長距離航路で一般貨物船の代わりを担うようになっ
　てきたコンテナ船
●トラックを輸送するフェリーや、それと同様に貨物を
　船上に運ぶための連結式ローリーを搭載したロール
　オン／ロールオフ(RORO)船12。この2つは、短距離
　輸送の一般貨物船の仕事を占めるようになっている。
　専門性の向上によって、貨物を取り扱う速度が向上
し、輸送単価が下がっている。そのため、専門性の高い
船舶がその能力を発揮できる場合には、規模の経済が
達成されている。
　自動化：セルフローディング・アンローディングシステム13、
コンピュータによるナビゲーション、GPS(全地球測位シス
テム)やAIS14など、さまざまな自動化技術が造船や船舶運
航に導入されている。自動化によって必要な乗組員の数15

が大幅に減り、同時に安全水準も大幅に向上した。
データサービス会社「IHS Fairplay」によると、船舶の
総損失(事故や沈没によるもの)は、1990年代半ばに
は年間200隻以上あったが、現在は150隻程度に減
少しており、船数の急増に反して安全性が著しく向上し
ている。
　また、海上荷動き量は2008年から2009年にかけて
の世界同時不況により一旦は減少をしたものの、年々
増加しており、2016年には世界の海上荷動き量16が初
めて100億トンを超えた。

現代の船-大型、高速、高度な専門性

荷役において、契約した停泊期間を超過した場合の補償金。
総トン数(GT: Gross Ton)　貨物の総容積を表す。総トン数(GRT)と純
トン数(NRT)は、総トン数(GT)と純トン数（NT)に変更され、船舶の大き
さを表す指標として用いられるようになった。港湾使用料や、運河の通過、
閘門 、水先案内人の料金は、GTまたはNTに基づいて計算される。
載貨重量トン数(D/W: Deadweight tonnage)船舶の積載量をトン数
で表したもの。

船の末尾などに通路をつけるなどして、トレーラーなどを直接船に乗り
入れられるようにした船のこと。
船内への取り扱い物の積み込みや船内からの荷揚げを自動で行う設備のこと。
AIS(Automatic Identification System)：自動船舶識別装置。識別符
号、船名、位置、針路、速力、目的地などのデータを発信するデジタル機
器。要件を満たす全ての船舶に搭載が義務化されている。
大型船であっても22～24人程度で運行している。
(公財)日本海事センター規格研究部作成資料を参考。
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10

11

12

13

14

15

16
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8.2　特定の荷物を運ぶのに特化した専門船。

コンテナ船

ばら積み貨物船

一般貨物船 オイルタンカー クルーズ船

8.3　世界の海上荷動き量の推移 (2000-2020 年、IHS データ )
( 公財 ) 日本海事センター企画研究部作成

https://www.jpmac.or.jp/file/1631201289811.pdf

ロールオン / ロールオフ (RORO) 船
https://www.city.takaoka.toyama.jp/minato/roro.html

世界貿易における海上交通 160



　国際海事機関(IMO)の推計によると、世界のCO2排
出量の約2.1％を世界の海運が占めている(ドイツの総
排出量に相当)。運輸部門の総排出量のうち、海上交
通は10％、道路交通は73％、航空交通は12％を占め
ている。輸送用パイプラインからの損失は３％、鉄道輸
送は2％である。専門家の予測では、気候保護のため
にさらなる対策を講じない限り、運輸部門の排出量は
2050年までに倍増すると言われている。また、海運業
からの排出量は約7.0%まで増加する可能性があると
も言われている。
　国際海事機関では「今世紀中のなるべく早期に、国
際海運からのGHG17ゼロ排出を目指す」との長期目標
が示されており、各国は段階的に規制を厳しくしていく
ことが予想される。初期の段階ではエンジン出力を制
限して低速で運航することにより燃費を改善させるな

どの対応が可能であるが、さらに厳しい規制に対応す
るためには次世代船舶の開発18が必要だろう。

海運と気候変動：船舶から排出される温室効果ガス

　海運には大きく分けて、石油や石油製品などの液体
貨物と、ドライカーゴの2つのマーケットがある。ドライ
カーゴとは、ばら積み貨物を指し、その中でも鉄鉱石、
石炭、穀物、リン鉱石、ボーキサイトの5種類は特に重要
である。その他のドライカーゴは、非鉄金属の鉱石、飼
料、化学肥料などのばら積みの貨物、このほかにより小
さな輸送単位にパッケージされた様々な商品から構成
されている。後者のドライカーゴは一般貨物と呼ばれ、
定期船により、主にコンテナを用いて輸送される。定期
船は通常、海運アライアンス19と呼ばれる競合他社間
で合意された一定の条件に従ってサービスを提供し
ている。

　世界で最も重要な貨物は原油であり、これだけで
海上輸送される貨物の約4分の1を占めている。主な
輸入国は、EU、アメリカ、日本である。この3つの国
は、最も重要な産油地域である中東から石油を供給
されている。また、北米は西アフリカやカリブ海から、
ヨーロッパは北アフリカや西アフリカから石油を輸
入している。したがって、主要な航路は、アラビア湾か
ら喜望峰を回ったり、スエズ運河を経由したりして西
へ、アフリカからは北に向かってヨーロッパへ、西に
向かって北米へそれぞれ伸びている。また、アラビア
湾から東アジア、カリブ海からアメリカのメキシコ湾
岸を結ぶものもある(８．５を参照)。

船が運ぶもの-石油、コンテナ、ドライカーゴ

8.4　船舶のエネルギー効率は非常に優れている。
横軸：トン/キロメートルあたりのCO2排出量(単位：グラム)
縦軸：上から航空輸送、道路、鉄道、海上輸送

17

18

19

温室効果ガス、Greenhouse Gasの略称。
燃料電池船、EV船、ガス燃料船など。
2Mアライアンス(船腹シェア33%)、オーシャンアライアンス(船腹シェア30%)、ザ・アライアンス(船腹シェア17%)などがあり、日本の大手船会社は
ザ・アライアンスに属している。
(国土交通省 港湾・海運を取り巻く状況の変化平成31年より)https://www.mlit.go.jp/common/001274231.pdf

　もちろん、海上輸送される商品は原油だけではな
い。小型の専用船(プロダクトタンカー)は、石油加工
品を周辺の主要な製油所の拠点から北米や日本の
消費地へと運んでいる。
　ドライカーゴのうち、量的に多いのは鉄鉱石と石
炭である。鉄鉱石は非常に大きな船で長距離輸送さ
れ、主にブラジルから西ヨーロッパと日本へ、オースト
ラリアから日本へと運ばれる。石炭の輸送ルートとし
て最も重要なのは、主要輸出国であるオーストラリア
と南アフリカから西ヨーロッパと日本、コロンビアと
米国東海岸から西ヨーロッパ、インドネシアと米国西
海岸から日本へと輸送するルートである。輸送される
石炭のほとんどは、発電用燃料として利用される。3
分の1は製鉄用の原料炭として利用されている。
　ドライカーゴのばら積み貨物には、穀物や含油種
子(小麦、大麦、ライ麦、オート麦、サトウモロコシ、大
豆)も含まれる。これらの貨物に関しては、輸送量や
輸送ルートの方向が他の重要貨物よりも収穫時期や
収穫に影響されやすい。米国、カナダ、アルゼンチン、
オーストラリア、フランスは主要な穀物輸出国であり、
アフリカと東アジアは、現地で頻繁に穀物が不足す
るため、主要な輸入国となっている。主要な穀物生産
国(米国、ロシア、中国、インド)は、生産量のほとんど、

あるいはすべてを自国内にとどめているが、輸出入
に残された分だけでも、穀物をばら積み貨物の主
要商品に含めるのに十分な量である。
　また、例えば自動車生産などがその典型である国
際分業化により、自動車や部品などの一般貨物は
大量生産されるようになり、定期船以外の専用船で
その貨物だけを輸送できるようになった。大型の自
動車運搬船や、化学薬品や濃縮果汁を運搬する特
殊なタンカーも、この特殊船部門に属し、契約で決
められた航路で運航している。
　現在、その他のドライカーゴのほとんどはコンテナ
船で輸送されている。この標準化されたコンテナは、
技術革新(積み替え地点での特別なクレーンなど)と
根本的な組織革新をもたらした。標準化されたコン
テナは、あらゆる輸送手段に対応しており、適切な設
備を備えたトラックや鉄道車両に迅速に積み替える
ことができる。経済的な観点から見ると、主に荷積み
と荷降ろしが速くなった結果、輸送コストが劇的に削
減20された。しかし、コンテナを効率的に使用するた
めには、輸送網全体に渡って設備投資を行う必要が
あり、資本集約度は大幅に上昇した。一方、労働集
約度は、荷積みと荷降ろしに必要な港湾労働者の数
が減ることで、徐々に減少してきている。
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　海運には大きく分けて、石油や石油製品などの液体
貨物と、ドライカーゴの2つのマーケットがある。ドライ
カーゴとは、ばら積み貨物を指し、その中でも鉄鉱石、
石炭、穀物、リン鉱石、ボーキサイトの5種類は特に重要
である。その他のドライカーゴは、非鉄金属の鉱石、飼
料、化学肥料などのばら積みの貨物、このほかにより小
さな輸送単位にパッケージされた様々な商品から構成
されている。後者のドライカーゴは一般貨物と呼ばれ、
定期船により、主にコンテナを用いて輸送される。定期
船は通常、海運アライアンス19と呼ばれる競合他社間
で合意された一定の条件に従ってサービスを提供し
ている。

　世界で最も重要な貨物は原油であり、これだけで
海上輸送される貨物の約4分の1を占めている。主な
輸入国は、EU、アメリカ、日本である。この3つの国
は、最も重要な産油地域である中東から石油を供給
されている。また、北米は西アフリカやカリブ海から、
ヨーロッパは北アフリカや西アフリカから石油を輸
入している。したがって、主要な航路は、アラビア湾か
ら喜望峰を回ったり、スエズ運河を経由したりして西
へ、アフリカからは北に向かってヨーロッパへ、西に
向かって北米へそれぞれ伸びている。また、アラビア
湾から東アジア、カリブ海からアメリカのメキシコ湾
岸を結ぶものもある(８．５を参照)。

8.5　石油タンカーの航路
( 出典 : https://www.nmri.go.jp/main/publications/paper/pdf/2B/03/00/PNM2B030003-00.pdf)

船舶でアジアからヨーロッパへTEUコンテナ(20トン以上の貨物を積載可能)を運ぶ場合、飛行機のエコノミークラスで一人の人間が移動するのと
同程度の料金である。

20

　もちろん、海上輸送される商品は原油だけではな
い。小型の専用船(プロダクトタンカー)は、石油加工
品を周辺の主要な製油所の拠点から北米や日本の
消費地へと運んでいる。
　ドライカーゴのうち、量的に多いのは鉄鉱石と石
炭である。鉄鉱石は非常に大きな船で長距離輸送さ
れ、主にブラジルから西ヨーロッパと日本へ、オースト
ラリアから日本へと運ばれる。石炭の輸送ルートとし
て最も重要なのは、主要輸出国であるオーストラリア
と南アフリカから西ヨーロッパと日本、コロンビアと
米国東海岸から西ヨーロッパ、インドネシアと米国西
海岸から日本へと輸送するルートである。輸送される
石炭のほとんどは、発電用燃料として利用される。3
分の1は製鉄用の原料炭として利用されている。
　ドライカーゴのばら積み貨物には、穀物や含油種
子(小麦、大麦、ライ麦、オート麦、サトウモロコシ、大
豆)も含まれる。これらの貨物に関しては、輸送量や
輸送ルートの方向が他の重要貨物よりも収穫時期や
収穫に影響されやすい。米国、カナダ、アルゼンチン、
オーストラリア、フランスは主要な穀物輸出国であり、
アフリカと東アジアは、現地で頻繁に穀物が不足す
るため、主要な輸入国となっている。主要な穀物生産
国(米国、ロシア、中国、インド)は、生産量のほとんど、

あるいはすべてを自国内にとどめているが、輸出入
に残された分だけでも、穀物をばら積み貨物の主
要商品に含めるのに十分な量である。
　また、例えば自動車生産などがその典型である国
際分業化により、自動車や部品などの一般貨物は
大量生産されるようになり、定期船以外の専用船で
その貨物だけを輸送できるようになった。大型の自
動車運搬船や、化学薬品や濃縮果汁を運搬する特
殊なタンカーも、この特殊船部門に属し、契約で決
められた航路で運航している。
　現在、その他のドライカーゴのほとんどはコンテナ
船で輸送されている。この標準化されたコンテナは、
技術革新(積み替え地点での特別なクレーンなど)と
根本的な組織革新をもたらした。標準化されたコン
テナは、あらゆる輸送手段に対応しており、適切な設
備を備えたトラックや鉄道車両に迅速に積み替える
ことができる。経済的な観点から見ると、主に荷積み
と荷降ろしが速くなった結果、輸送コストが劇的に削
減20された。しかし、コンテナを効率的に使用するた
めには、輸送網全体に渡って設備投資を行う必要が
あり、資本集約度は大幅に上昇した。一方、労働集
約度は、荷積みと荷降ろしに必要な港湾労働者の数
が減ることで、徐々に減少してきている。
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　この過程は、コンテナの導入とそれに伴う輸送生産
性の向上によって促進された。生産地から消費地まで
の輸送コストが大幅に削減されたのである。また、自動

車や機械部品などのドライカーゴは、従来の輸送方法
ではなく、コンテナを利用して輸送されるようになり、コ
ンテナ輸送量の増加につながった。

　コンテナ輸送は1960年代に米国で導入され、1960
年代後半から1970年代前半にかけて米国と欧州、日
本を結ぶ航路に拡大した。1970年代後半からは、初期
固定費の高さに難色を示していた途上国も参入した。
コンテナ輸送のメリットを最大限に生かすためには、適
切に装備された船舶、専用のクレーン保管スペース、鉄
道システムなどを持つ港湾施設が必要である。そのた
め、コンテナ輸送は当初、最も交通量の多い航路に定
着していったのである。途上国がコンテナ輸送に踏み切
れなかった理由は、結局「価格」と「コンテナ輸送の輸送
量の少なさ」の2点に尽きる。資本が少なく、労働力が
豊富な国では、コンテナ港の建設費用は割高になる。し
かし、元々の人件費が安いため、コンテナ港の稼働に
よって人手が削減されても、それによって節約できる人

件費は相対的に低い。それにもかかわらず、多くの専門
家はコンテナ輸送を20世紀の重要な輸送革命の一つ
と考えている。規格化されたコンテナを使用することで
一度梱包した荷物を開梱することなく、トラック、鉄道、
船舶などさまざまな輸送手段を使って長距離輸送する
ことができるため、莫大なコストを削減することができ
る。時間のかかる開梱・再梱包が不要になり、保管・収
納のための港湾使用料という直接的なコストと、滞船
料という多額の間接的なコストの両方が削減される。
貨物を降ろすのに時間がかかる従来の貨物船は、運航
時間の半分から3分の2を港で過ごしていると言われて
いる。大型で高速なコンテナ船は、港間のトン・マイル21

あたりのコストを大幅に削減するため、コンテナ輸送の
恩恵は、特に海上において大きい。

主要輸送ルート

　すべての商品を考慮すると、主要な輸送ルートの数
は比較的少なく、それらが一部の地域に集中している
ことがよくわかる。最も交通量が多いのは、ヨーロッパ
や東アジア、中でも特に日本、それに加えて上海、シンガ
ポール、香港、そしてアメリカの港への航路である。特に
アメリカの東海岸は、貨物の送り手と受け手の両方の
役割を担っている。狭い海峡は海上交通をさらに集中
させる。ドーバー海峡、ジブラルタル海峡、マラッカ海峡、
ロンボク海峡、ホルムズ海峡、アフリカ南端の喜望峰な
どが狭い通路になっている。これらの地域では交通量
が増大し、船舶が海賊に襲われやすくなる。
　貿易のバランスによって輸送貨物量に不均衡が生じ
るのは、アジアとの海上交通における特徴である。アジ

アからの貨物は、アジアへの貨物よりもはるかに多く輸
送されている。この不均衡は、特に太平洋航路で顕著
であり、差は約1,000万TEU22(2007年)に達してい
る。アジアからヨーロッパへの輸送量では差はほぼ
800万TEUである。一方、経済的に成熟した北米と欧
州を結ぶ北大西洋航路では、はるかにバランスが取れ
ており、その差はわずか200万TEUにすぎない。この
ような状況になった理由は、1980年代半ば以降、多
くの製造工程が伝統的な工業国から発展途上国や
新興国、特に中国や東南アジアの国々に移されたこと
にある。特に中国は、現行の為替レートでは、安価な

「世界の工場」となっている。

コンテナ革命

貨物輸送量を表す指標。１トンの貨物を１海里(1853m)移動させると、１トン・マイルの輸送量となる。
TEU(Twenty-foot Equivalent Unit、20フィートコンテナ換算、標準コンテナ)現在世界中で使用されている標準的なコンテナサイズのこと。TEUの
長さは約20フィート。TEUの幅と高さは約８フィート。船舶だけでなく、鉄道車両やトラックなどもこの規格に基づいて作られており、コンテナを様々な
輸送手段で用いることを可能にしている。

21
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空積み船の問題-不均衡な貨物の流れ

　この過程は、コンテナの導入とそれに伴う輸送生産
性の向上によって促進された。生産地から消費地まで
の輸送コストが大幅に削減されたのである。また、自動

車や機械部品などのドライカーゴは、従来の輸送方法
ではなく、コンテナを利用して輸送されるようになり、コ
ンテナ輸送量の増加につながった。

　コンテナ輸送以上に、ばら積み部門の輸送には方向
の不均衡(一方通行の輸送が多いという問題)がつきも
のである。鉱物資源は、加工される場所から地理的に
離れた場所に埋蔵していることが多いのである。そのた
め、大型の鉱石・石炭貨物船や原油タンカーは、出荷港
から荷揚げ港までの一方向にしか貨物を輸送せず、空
で帰って来ることが多い。そのため、多くの場合、空の
船舶を戻すためのコストを運賃23でカバーしなければ
ならない。航路ごとの運賃が方向によって大きく異なる
のは、このためである。

　すべての商品を考慮すると、主要な輸送ルートの数
は比較的少なく、それらが一部の地域に集中している
ことがよくわかる。最も交通量が多いのは、ヨーロッパ
や東アジア、中でも特に日本、それに加えて上海、シンガ
ポール、香港、そしてアメリカの港への航路である。特に
アメリカの東海岸は、貨物の送り手と受け手の両方の
役割を担っている。狭い海峡は海上交通をさらに集中
させる。ドーバー海峡、ジブラルタル海峡、マラッカ海峡、
ロンボク海峡、ホルムズ海峡、アフリカ南端の喜望峰な
どが狭い通路になっている。これらの地域では交通量
が増大し、船舶が海賊に襲われやすくなる。
　貿易のバランスによって輸送貨物量に不均衡が生じ
るのは、アジアとの海上交通における特徴である。アジ

アからの貨物は、アジアへの貨物よりもはるかに多く輸
送されている。この不均衡は、特に太平洋航路で顕著
であり、差は約1,000万TEU22(2007年)に達してい
る。アジアからヨーロッパへの輸送量では差はほぼ
800万TEUである。一方、経済的に成熟した北米と欧
州を結ぶ北大西洋航路では、はるかにバランスが取れ
ており、その差はわずか200万TEUにすぎない。この
ような状況になった理由は、1980年代半ば以降、多
くの製造工程が伝統的な工業国から発展途上国や
新興国、特に中国や東南アジアの国々に移されたこと
にある。特に中国は、現行の為替レートでは、安価な
「世界の工場」となっている。

物流において「運賃」とは、商品を輸送する際に運送業者が顧客に請求する価格を示す言葉である。付帯費用や手数料、書類作成費用などをすべて
含んだ、いわゆる「オールインレート」と呼ばれるものもあれば、輸送費のみを対象とした運賃の表し方もある。海上運賃は航路によって大きく異なる。

23

8.6　海上輸送のコンテナ化により、荷下ろしが劇的に高速化した。
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　グローバル化が進んだ1990年代、事実上消滅して
いた海賊船が１世紀以上経って再び姿を現した。海賊
行為は古くから存在する海事現象であり、しばしば国
家によって公認され、場合によっては高い評価を受ける
職業でさえあった。英国王室は、探検家サー・フランシ
ス・ドレーク（1540年-1596年）がスペインの貿易船を
襲撃して持ち帰った財宝を歓迎したのは確かである。
私掠行為は、海事法に関する、1856年４月16日の「パ
リ宣言」によって正式に廃止された。
　主にソマリア沖やアデン湾、つまり主要な貿易ルート
に沿って海賊行為が増加している。海賊行為は、しばし
ば貧困と結びついており、政府の秩序が完全に崩壊し
ている国では、海賊行為に拍車がかかる。例えばソマリ
アでは1991年に内戦に突入し、2012年に統一政府
が樹立されるまでの期間に海賊行為が特に増加して
いた。
　海賊行為は、船の乗組員とその貨物に脅威を与える
だけでなく、海上輸送のコストを高める。荷主や船主は、
海賊行為のコストをかなり大きいと感じている。例えば、
アデン湾を通過する際の保険料は10倍以上になって
いる。別の選択肢として喜望峰を迂回すると、何週間も
追加で時間がかかり、使用する燃料も格段に増える。と
はいえ、海賊が多い海域であっても、海賊の攻撃を受け
る危険性は極めて低いといえる。海峡での海賊行為に
よる年間損失額は、貨物総額の0.001～0.002％と推

定されている。専門家によれば、この金額は決して憂慮
すべきものではない。現在、海賊のホットスポットとなっ
ているソマリア沿岸からアデン湾にかけての「アフリカ
の角24」も同様で、年間約16,000隻の船舶が通過して
いる。
　この問題に対しては自衛隊を含む各国海軍等による
海賊対処活動や商船の自衛措置の実施などにより減
少傾向はみられるものの、海賊行為の背景にある犯罪
組織の壊滅は確認されておらず、今後も国際社会によ
る継続した取り組みが必要である。また、海賊問題と並
んでテロリズムやデジタル化に伴うサイバー犯罪などが
今後は課題として挙がってくる可能性があるだろう。

海賊の復活

第2節 世界の海運を阻害するもの-海賊行為とテロリズム
近年、海賊被害が顕在化している。脅威の増大は、保険料の増加などのコスト増につながる恐れが
ある。しかし、最終的に海賊の被害に遭うリスクは比較的低いと言える。一方、テロへの対策は多額
の費用がかかるため、国際海運の障害になっている。

8.7　尊敬される私掠船。フランシス・
ドレーク卿（1540-1596）は、イギリ
ス人からは英雄視されていたが、スペ
イン人からは貿易船を襲撃したこと
で海賊とみなされていた。1581年に
はイギリス王室からナイトの称号を授
与された。

アフリカ大陸東端のソマリア全域とエチオピアの一部などを占める半島24
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8.8　ソマリア沖・アデン湾及びその周辺の海賊事案発生状況
外務省HP　わかる！国際情勢　海賊問題と国際社会の取組

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol20/index.html
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8.9　海賊の襲撃を恐れて、アデン湾には大きな銃が配備されている。
日本の海上自衛隊も、海賊対処活動に参加している。写真は、護衛艦
「いかづち」と補給船「摩周」。



結論：未来への展望

悪化させ、船舶や貨物へのリスクを高め、荷役作業を
複雑にする恐れがある。さらには海上交通に対しても
環境への配慮が求められるなど、海上貨物輸送はより
高価になる可能性がある。
　東南アジア海域においてはマラッカ・ジレンマ25と呼
ばれる重大な課題も残る一方で、北極圏の極氷が融解
すれば、新たな航路が開かれ、時間とエネルギーの大
幅な節約につながる可能性もある。例えば、北西航路
や北極海航路が、毎年数週間から数ヶ月間、船舶の通
行が可能になることも考えられる(第１章参照)。

　世界の海運は金融危機やコロナショックなど社会情
勢の影響を大きく受けつつも、新興国を含めた国際的
な経済発展やグローバルな結びつきの強化に伴い成
長を続けてきた。この間に海運を取り巻く技術の進化
による船舶の大型化、高性能化が進み、とりわけコンテ
ナ船の登場により世界の海上荷動き量は大きく増加し
た。今後は、船舶数の増加や超大型船の大量竣工など
により海運の状況は様変わりしていくだろう。また、気
候変動が海運にどの程度の影響を与えるかは予測が
困難であり、強風などの異常気象は、輸送・航行条件を

アジア各国の海上輸送の要であるマラッカ海峡において、特に中国が抱える潜在的な脆弱性のこと。原油エネルギー輸送ルートとして非常に重要
であるこの海域の事実上のコントロールを米国など他国に握られている状況。

25
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海の医療知識



細菌やサンゴ、海綿動物などの海洋生物には、未来の薬になるような興味深い物質が何千も含まれ
ており、これらの物質の中にはすでに薬として承認されているものもある。下等生物における研究は、
病気がどのように発生し、治療されるのかについて示唆をもつが、海の中の宝の山を手に入れるに
は、いくつかの法的な問題を解決しなければならない。



1

2

3

日常住んでいる土地の気候要素(気温、湿度、降水量、日照時間など)と異なる条件の土地へ転地して生活し、その気候要素の差異を刺激として積
極的に病気の治癒促進に役だてたり、治癒へのきっかけとして利用する療法をいう。(出典:日本大百科全書(ニッポニカ))
生体に作用して何らかの生物反応を起こす化合物を生物活性物質といい、生物の生長や代謝を司る。その内、生体にとって良い影響を及ぼす生物
活性物質を生理活性物質と呼ぶ。(出典:健康用語web辞典)
核磁気共鳴(かくじききょうめい、英：nuclear magnetic resonance、NMR)は外部静磁場に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用
する現象である。

　何千年もの間、人々は海の持つ癒しの力を信じてきた。
ギリシャの劇作家エウリピデスは、イフィゲニアを題材に
した戯曲の中で、「海は世界の汚れや傷を洗い流してく
れる」と述べている。古代エジプト人やギリシャ人は、海
水が人間の健康に与える影響を調べ、海と海に含まれ
る物質に癒しの効果があると信じていた。海産物は何
世紀にもわたって、世界中の民間療法に欠かせないも
のとなっており、例えば海水塩は皮膚病の治療に、藻
類は寄生虫の治療に使われてきた。1867年、フランス
の医師ラ・ボナルディエールは古典的なタラソテラピー
(海水療法)とクリマテラピー(気候療法1)をヨーロッパ
に紹介し、海の治療効果に対する人々の信仰を強めた。
しかし、これらの力が神話化することで、非合理的な説

も生まれた。例えば、カメの卵やフカヒレを食べると男ら
しさが増すといったものである。このような迷信に乗じ
た悪質なビジネスが多くの動物種を絶滅させている。

古くからの癒しの源

第1節 海洋生物の生物活性物質
海から得られる物質は、すでに抗がん剤や鎮痛剤などに使われており、その他様々な製剤が試験中
である。新しい物質の探索には時間が必要となるが、遺伝子解析技術によって、その作業を早めら
れるかもしれない。

　最新の生体分子に関する研究・遺伝子技術により、
有望な海洋物質を迅速に同定することが可能となって
いる。海には、治癒力やその他の有益な特性を持つ未
知の生理活性物質2が多く存在することは以前から知
られていた。多くの場合において研究者らは、例えば免
疫システムなど、ある物質が生体内で果たす役割や、そ
こでの生化学的な過程を説明することができる。海には
百万を超える種の植物、動物、細菌が生息していると推
計されており、研究者らは今後、海や海洋生物から多く
の新しい薬剤が発見されるだろうと考えている。現在、
約３万種類の海洋天然物が知られているが、そのほと
んどが過去20年間に海洋生物から単離されたもので
ある。

　生体内に微量しか含まれていなくても未知の分子を
同定・分析することができる核磁気共鳴3などの新技術
により、調査が格段に容易となった。現在、海底では以
前にも増して多くの研究が行われており、無人の潜水ロ
ボットは数千メートルの深さまで潜ってサンプルを採取
することができる。
　このような技術進歩や、壮大な海洋生物多様性(第5
章参照)が存在するにもかかわらず、これまでに正式に
臨床使用が承認された海洋物質は数が少ない。この理
由として、新しい物質は病気の進行の鍵となる分子を攻
撃するだけでなく、食べ物や同時に接種する他の薬との
相互作用によって人体に悪影響を及ぼさないこと、また、
大規模な製造が可能でなければならないことがある。

ハイテク機器による有望な分子の探索

9.1　古代ギリシャの劇作家エウリ
ピデス(紀元前480～406年頃)の
作品は、現在でも上演されている。
エウリピデスの悲劇の中で、海は運
命的な要素であり、脅威であると同
時に生命の源でもある。
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4 ヌクレオシド (nucleoside) は塩基と糖が結合した化合物の一種。塩基としては、アデニン、グアニンなどのプリン塩基、チミン、シトシン、ウラシルなど
のピリミジン塩基、ニコチンアミド、ジメチルイソアロキサジンなどを含む。

　最もよく知られている天然海洋産物は、カリブ海産
の海綿動物であるCryptothetya cryptaから得られる珍
しいヌクレオシド4であるスポンゴウリジンとスポンゴチミ
ジンである。これらは50年以上前から臨床で使用され
ている。ヌクレオシドはDNAの構成要素であり、細胞が
分裂するためには、まず遺伝物質であるDNAを複製し、
ヌクレシチドを新しいDNAに正確に組み込む必要があ
る。ヌクレオシドには通常リボースという糖が含まれるが、
スポンゴウリジンとスポンゴチミジンは、アラビノースを
含むヌクレオシドである。

ヌクレオシド

　すでに承認されている海洋物質の魅力はその有効
性にあり、陸上とは異なる原料物質や化合物から作ら
れていることが評価されている。臭素や塩素などの成分
や、分子の特殊な構造がその効果を高めているようで
ある。この物質は通常、そのままの形では使用されない。
まず、分子を化学的に変化させ、人間の代謝に合わせ
る必要がある。以下の海洋生物由来の物質は、すでに
臨床使用されているか、将来的に使用を期待されるも
のである。

人間に合った海からの活性薬剤について

9.3　多くの有効な薬剤は海綿動物から得られる。Elephant Ear Sponge 
(lanthella basta)から得られる物質は、腫瘍の成長を抑制する。この海綿
動物は、オーストラリアやインドネシアの沿岸に多く生息している。

9.2　19世紀末になって初めて、ヨーロッパの人々は海の恵みに気づく
ようになった。内陸に住む人々は、海岸へと休息のための旅行をするよう
になった。写真はドイツ北海海岸から離れた東フリースランド諸島ノルダ
ーナイの当時の様子。
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　最もよく知られている天然海洋産物は、カリブ海産
の海綿動物であるCryptothetya cryptaから得られる珍
しいヌクレオシド4であるスポンゴウリジンとスポンゴチミ
ジンである。これらは50年以上前から臨床で使用され
ている。ヌクレオシドはDNAの構成要素であり、細胞が
分裂するためには、まず遺伝物質であるDNAを複製し、
ヌクレシチドを新しいDNAに正確に組み込む必要があ
る。ヌクレオシドには通常リボースという糖が含まれるが、
スポンゴウリジンとスポンゴチミジンは、アラビノースを
含むヌクレオシドである。

　この外因性ヌクレオシドがDNAに取り込まれると遺伝
物質の複製(核酸合成)を阻害する。腫瘍細胞は非常に早
く分裂し、ウイルスも増殖するためには細胞内での
DNA合成が活発である必要があるため、この原理がが
んやウイルスの治療に使われるようになるまでに時間
はかからなかった。この核酸合成を阻害する物質を投
与すれば、腫瘍の成長を大きく抑制することができる。
そこで、海綿から発見されたヌクレオシドを、この目的の

　1969年、カリブ海や西大西洋に生息する一般的
なサンゴであるPlexaura homomallaが、プロスタグ
ランジンの豊富な天然供給源であると判明した。プロ
スタグランジンは、組織から生成される重要なホルモ
ンで、血液凝固や非常に複雑な炎症反応など、体の
重要な機能を制御する。P.homomallaや他の種から
採取したサンゴのプロスタグランジンは大変多く研究
され、人間のプロスタグランジン代謝に関する重要な
知識を提供してきた。これまでにこの研究から生まれ
た薬はまだ存在していない。

プロスタグランジン

9.4　学者がプロスタグランジンをサンゴのPlexaura homomallaから初
めて分離したのは1960年代のことである。このサンゴは、カリブ海や西
大西洋の水深60メートルまでの場所に生息している。

ための物質、すなわち細胞増殖抑制剤として開発した。
1969年に米国食品医薬品局(FDA)から承認された
最初の海洋生物由来の医薬品であるAra-C(シタラビ
ン®)の合成の基礎となったのである。ウイルスの増殖
を抑制するウイルス静菌剤Ara-A(ビダラビン®)は、
1976年に承認され、現在も重篤な単純ヘルペス感染
症の治療に使用されている。

　Ara-Cの開発から約30年を経て、次の海洋由来の
物質がヒトの疾患の治療薬として承認された。それは、
イモガイの刺毒に由来するペプチドのジコノチド(プリ
アート®)である。ペプチドはタンパク質を構成する大き
な成分である。イモガイの毒素は異なるペプチドが非
常に複雑に混ざり合って構成されており、この毒素は

コノトキシンと呼ばれている。これらのコノトキシンは、動
物や人間の様々な箇所の代謝を攻撃する。自然環境
下では、毒は細胞膜のイオンチャネル(神経インパルス
の伝達に重要な小さな開口部)を遮断し、獲物を麻痺さ
せる。重度の慢性疼痛の治療には、イモガイの毒の代
わりに、様々な毒を混合した「毒のカクテル」を改良した

ペプチド
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5

6
軟体動物に特有の摂餌器官。餌をかきとる役目をする。(出典:ブリタニカ国際大百科事典)
DNA 二重らせん構造は、主溝と副溝とよばれるリン酸エステルとデオキシリボースからなる幅の広い溝と幅の狭い溝がそれぞれ存在する。

　Ara-Cの開発から約30年を経て、次の海洋由来の
物質がヒトの疾患の治療薬として承認された。それは、
イモガイの刺毒に由来するペプチドのジコノチド(プリ
アート®)である。ペプチドはタンパク質を構成する大き
な成分である。イモガイの毒素は異なるペプチドが非
常に複雑に混ざり合って構成されており、この毒素は

コノトキシンと呼ばれている。これらのコノトキシンは、動
物や人間の様々な箇所の代謝を攻撃する。自然環境
下では、毒は細胞膜のイオンチャネル(神経インパルス
の伝達に重要な小さな開口部)を遮断し、獲物を麻痺さ
せる。重度の慢性疼痛の治療には、イモガイの毒の代
わりに、様々な毒を混合した「毒のカクテル」を改良した

9.5　タガヤサンミナシ(Conus textile)のようなイモガイは、主に熱帯の海
洋地域に生息し、モリのような歯舌5で獲物に毒を注入する。科学者たち
は、この毒から非常に効果的な鎮痛剤を抽出することに成功した。

　Ecteinascidin 743(別名：トラベクチン)は、アルカロ
イド(含窒素有機化合物)であり、ヨンデリス®のブラン
ド名で販売されている。海洋生物由来の抗がん剤とし
ては最も新しいものであり、もともとは海底に生息する
濾過食者であるホヤのEcteinascidia turbinataから抽
出された。
　2008年に医薬品として承認されたばかりの物質で
あるエクテイナシジン743は、がん細胞に薬剤耐性を付
与する複雑な代謝機構を阻害する。DNAの副溝6に結
合し、DNAの形状をわずかに歪ませることで、がん細胞
の代謝を妨害する。詳しく説明すると、エクテイナシジン
743は、DNA修復タンパク質であるTC-ERと結合した
後、DNAと結びつくことで、がん細胞にとって重要な
MDR1遺伝子(MDR＝多剤耐性)が選択されることを

防いでいる。この遺伝子には、毒素や外因性物質を細
胞外に排出する機能を持つMDR1タンパク質の設計
図が含まれている。MDR1タンパク質は、毒素や外因性
物質を細胞外に排出する機能を持っているため、がん
治療においては、腫瘍細胞から薬も排出されてしまい、
逆効果となる。
　そのため、最終的には抵抗性を示し、治療の失敗に
つながる。エクテイナシジン743は、MDR1の産生を阻
害することで、薬剤の排出を防ぐことができる。科学者
たちは、エクテリナシジン743が抵抗化を防ぐことで、他
の化学療法薬の効力を強化することを期待している。
これまでに、ヨンデリス®は稀な悪性結合組織腫瘍であ
る軟部肉腫の治療薬として承認されている。

アルカロイド

ものが使用される。ジコノチドという薬は、痛みを感じる
神経細胞へのイオンの流入を防ぐことで、脳に痛みの
信号を送る脊髄の神経を遮断することができる。この
薬は痛みがひどく、モルヒネの投薬ではコントロールで
きない患者やモルヒネ不耐症の場合に使用される。
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　現在、臨床試験が行われている海洋由来の抗がん
剤は他にも多数存在する。外肛動物のフサコケムシ
(Bugula neritina)から抽出したブリオスタチン、アブ
ラヅノザメ(Squalus acanthias)から抽出したスクア
ラミン、海綿動物と共生する細菌から抽出したソルビ
シラクトンなどである。一方、タツミナガイ(Dolabella 
auricularia)から分離されたドラスタチン10やドラス
タチン15などはあまり期待できない。臨床試験では、
これらの抗がん剤だけでは、乳がんや膵臓がんを治
療することはできない。しかし、他の製剤と組み合わ
せることで効果を発揮する可能性はある。

海洋生物から得られたその他の抗がん剤

9.6　コケムシは、枝や葉のような群体を作り生活する小さな動物である。
腫瘍細胞の増殖を抑制するブリオスタチンは外肛動物のフサコケムシか
ら抽出される。群体の表面にいる細菌が産生したものと思われる。

9.7　科学者たちは、海や淡水に生息する生物から多くの活性物質を抽出することに成功している。このなかにはすでに医薬品として
開発された物質もある。

単離物質

エクテナシジン743

ヒドラマシン(現在未承認)

ジコノタイド ペプチド

ペプチド 抗菌効果

腫瘍の薬剤耐性を阻害

腫瘍の増殖抑制(静注剤)
白血病

ウイルス複製阻害(静注剤) 単純ヘルペスウイルス感染症

ペニシリン耐性菌対策

軟部肉腫(悪性結合組織腫瘍)

イオンチャネルの阻害 鎮痛剤

アルカロイド

ヌクレオシド 海綿

海綿

チューニケート(尾索動物)

ヒドラ(淡水ポリプ)

ウミタナゴ

ヌクレオシド

分類 効果 用途 由来する生物
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　海から得られる物質の中には、すでに医薬品として
実用化されているものも多くあり、将来性のあるものも
ある。ここでは、海洋物質の研究の将来性について、
興味深い説や疑問点を紹介する。
1. 海には新薬の有力な候補がある。しかし、それらを
見つけ出し、さらに大規模に生産することは容易では
ない。なぜなら、生物を広大な海の中から発見するこ
とが困難で、非常に限られた量しか存在しないことが
多いこと、また、多くの生物を実験室で長期間飼育し
たり、培養したりすることも不可能であることが理由
である。製薬業界では、長年にわたり、既知の様々な
物質を分析し、医薬品としての適合性を機械的に検
証する手順が導入されてきた。このようなハイスルー
プット・スクリーニングにより、研究者は関連物質全体
を非常に迅速にテストすることが可能である。しかし、
海洋物質は分子構造が複雑であるため、効果がある
と判明しても、簡単には化学合成や改変ができないこ
とが多い。このことが物質の探索や開発を難しくさせ
ている。
　また、これらの物質を見つけるには、高価な機器を
必要とし、時間を要することになる。このような時間と
労力の浪費は、産業界にとっては非常に大きな負担と
なる。そのため、これまで海洋物質の多くは、研究機
関の研究者によって発見・分離・分析されてきたので
ある。また、特許法が大学と産業界の間に壁を作って
いることもあり、研究室から市場に物質を移すことも
困難である。そのため、研究者が自分の研究成果を発
表したいと考える一方、産業界は競争を恐れて薬剤
や薬の構造式を秘密にしておきたいという思惑が存
在する。また、専門的な論文があまりにも早く発表され
てしまうと特許承認の妨げとなりうる。このような理由
から、製薬業界は長い間、海洋が新薬の主要かつ重
要な供給源であることを見過ごしてきたのである。し
かし、最近では、スタートアップ・ベンチャーの設立など
産学連携が進んでいる。ここ数年、これら新企業がこ
の分野で重要かつ新しい取り組みを始めている。こう
したリスクを伴う研究を、時々の経済状況に応じなが
ら実用化につなげていくことが今後の課題である。
2. 海洋物質が実際にはどの生物から供給されている
かは必ずしも明確ではない。過去には、無脊椎動物か
ら多くの物質が分離された。しかし、多くの場合、これ
らは、動物そのものではなく、その内部や表面に生息
する細菌や真菌に由来する。海綿動物の中には生物
量の40％が微生物により占められるものもあり、その

多くはバクテリアである。微生物は、彼らが住処とする
海洋生物よりも実験室環境下で容易に培養できると
期待されることから、微生物が実際に薬剤の生産者で
あるかどうかを知ることは非常に重要である。当初、
海綿動物などを大規模に採取することは可能だと考
えられていたが、すぐにそれらが完全に死滅してしまう
ことが明らかになった。その後、実験室での細菌の増
殖に焦点が移った。これが成功することはほとんどな
いが、中には成功した例もある。例えば、海綿動物か
ら採取した真菌を培養し、前述のソルビシラクトンを
短時間で大量に抽出することができた。とはいえ、未
知の細菌を培養するには時間がかかるという難点が
ある。
3. 現在、新規物質の探索には培養に依存しない遺伝
子解析法が用いられている。これにより、細菌などの
生物を実験室で培養するという手間のかかる複雑な
作業から解放される。
　何十年もの間、有効な物質の存在を確認するため
には、高価な化学分析や生化学分析のみが用いられ
ていた。しかし今日では、最新の遺伝子解析により、よ
り迅速かつ容易に確認することができるようになった。
最新の方法では、海洋生物の遺伝子を解析し、有望
な酵素の設計図が含まれる特徴的な遺伝子断片を
見つけることを可能とする。このような酵素は様々な
物質を作る代謝の職人である。このようなDNAシー
ケンシング技術の開発は、近年の物質研究における
最大の進歩である。大規模なシークエンスプロジェク
トでは、短時間で何千もの海洋生物の遺伝子を調べ
上げ、有望な遺伝子断片を探すことができるように
なった。
　数年前にヒトゲノムの解読に大きな役割を果たした
米国のJ.クレイグ・ベンター研究所によるグローバル・
オーシャン・サンプリングが一例である。この研究所で
は、現在、海への関心が高まっている。この研究所の
目的は、海洋生物の遺伝資源から経済的に重要な代
謝経路を探し出すことである。生息地全体を配列解析
の対象とすることも可能だ。このような大規模なプロ
ジェクトでは、生物とそこで育つ微生物を同時に処理
することができる。そのため、見つかった配列がどの種
からとれたものかは、もはやわからないが、研究者の
関心は、短時間で生息地全体の遺伝子構成を知り、
その場所に興味深い物質が存在するかどうかを調べ
ることにある。

海洋天然物の真の可能性とは？
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　この10年間で抗生物質に耐性を持つ細菌が急激に
増加している。このような細菌に感染するとほとんどの
薬が効かなくなり、治療が非常に困難となる。非常に毒
性の高いメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は、
50年前から処方されている既存の抗生物質であるメ
チシリンに耐性を持つ菌株であり、広く存在している。
また、Enterococcus faeciumやEnterococcus faecalis
にはバンコマイシンという抗生物質に耐性をもつ株が
あり問題となっている。いずれの細菌も人間の健康な
腸内フローラに存在しているが、病原性(病気の原因と
なる)のある種類も存在している。
　実際のところ、これらの細菌に有効な抗生物質はほ
とんどない。この問題を解決するには、海洋物質にヒン
トがある可能性がある。例えば、クラゲなどの刺胞動物
は、海水と淡水の両方に生息しており、特定の細菌を特
異的に攻撃する抗菌物質を豊富に含んでいると考えら
れている。その一つが、触手を持つ小さな刺胞動物であ
るヒドラ類のポリプに由来するペプチドのヒドラマシンで
ある。ヒドラマシンは、腸内細菌である大腸菌や、消化管
に生息し肺炎や敗血症などの病気を引き起こす細菌の
Klebsiella oxytocaやKlebsiella pneumoniaのいつくか
の株など、ペニシリンに耐性のあるさまざまな細菌を殺
菌することができる。
　ヒドラマシンは、従来の抗生物質のように細菌が耐
性を獲得することがほとんどないため、現在、新世代の
抗生物質のモデルとして有望視されている。現在、興味
深い刺胞動物の組織を用いて、複数の耐性をもつ細菌
を殺菌する新しい抗生物質を系統的に検索している。
この過程で、アルミニンという別の抗菌ペプチドが得ら
れ、これを使って合成分子が作られている。

　この分子は、ここで紹介した多くの病原菌に対して
強力な効果を発揮するが、ヒドラの能力はそれだけで
はない。ヒドラの免疫システムには、黄色ブドウ球菌
(Staphylococcus aureus)に高い効果を発揮するセリン
プロテアーゼ阻害剤が含まれている。この物質は、血液
凝固などの重要な代謝プロセスを制御するタンパク質で
あるセリンプロテアーゼを阻害する。抗菌作用のあるセ
リンプロテアーゼ阻害剤がヒドラ類のポリプから発見さ
れたことは、生物が細菌から身を守るために、進化によ
ってさまざまな方法を発達させたことを示している。また、
海洋動物から抽出された物質が新しい種類の高効率な
抗ブドウ球菌薬になるという仮説にも信憑性がある。

抗生物質耐性との戦い

9.8　黄金色の黄色ブドウ球菌は、長い年月をかけて既存の抗生物質で
あるメチシリンに対する耐性を獲得した。このような細菌による感染症は
非常に治療が困難である。

9.9　ヒドラ類のポリプから分離されたヒドラマシンのような水生生物の生体分子は複雑なものが多いため、実験室での再現が難しい。
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9.10　刺胞動物ヒドラの外側の細胞層(外胚葉)には、
無数の細菌が生息している。染色してみると、それらが
密接に絡み合っていることがわかる。顕微鏡で見ると、
ヒドラの細胞核は青く、細菌は赤く見える。



　人間をはじめとする脊椎動物や海綿動物などの無脊
椎動物が病原体から身を守る第一段階は自然免疫で
ある。ほとんど病原体にさらされていない乳児でさえ、生
まれつきの免疫システムを持っている。古代から受け継
がれてきた系統的な防御機構は、食作用によって病原
菌を破壊するスカベンジャー細胞、外来タンパク質を攻
撃して溶解する代謝経路、そして抗菌ペプチド産生の3
つで構成されている。これらのペプチドは、動物、植物、
微生物に含まれており、腸、皮膚、肺などの特定の体組
織で産生され、感染に対する防御機能を発揮する。
　人間の免疫防御システム全体やその一部は非常に
長い時間をかけて進化したものであり、下等生物に関
係しているとされる。これらの生物には、海綿動物や刺
胞動物(サンゴ、クラゲ、イソギンチャク、淡水ポリプ)が
含まれ、細菌やウイルスと常に接触しながら何億年もの
間、海中で生活してきた。このため、効率的な防御シス
テムがどのように発達し、病気になったときにどのよう
に修復できるかを科学者に教えてくれる可能性がある。
　海に住む生物の中でも相対的に原始的である刺胞
動物は、細菌などの病原体をどのようにして抑えるかを
研究するのに適しているとされる。刺胞動物は比較的単
純な生物であるが、その体細胞内や細胞間では、数多
くの複雑な代謝過程が存在する。刺胞動物は、病原体
を破壊する免疫細胞や防御細胞を体内に循環させるリ
ンパ系を持たないため、一見すると病原体に対して脆弱
で無防備な生物のように見える。それにもかかわらず、

何百万年も生き延びており、非常に興味深い研究対象
となっている。研究者たちは、刺胞動物の組織が微生物
とどのように相互作用しているのか、また、その外皮の
代謝プロセスがどのように敵を排除しているかを解明し
ようと試みている。研究者たちは、抗菌性の防御分子が
観察できるように遺伝子組み換えを行なった刺胞動物
の飼育に成功した。
　これにより、生物観察によって、どこから抗体が放出
されて配置されるか、調査することができる。免疫システ
ムや免疫細胞による防御機構がないにもかかわらず、
か弱く小さな生物が、文字通り潜在的な病原体があふ
れている環境で生き延びることができるのは驚くべきこ
とだ。周知の通り、海綿動物のような多くの海洋生物の
外部表面には、恒常的に細菌が生息している。その上、
１ℓの海水には2兆個もの細菌とそれ以上の数のウイル
スが含まれ、これらの中には多くの潜在的な病原体が
含まれている。それにもかかわらず、生物は生存できて
いる。身体が環境とどのように相互作用しているのか、
また、進化の原理を探るには古代から生息する海洋生
物が理想的なモデルとなりうる。
　新しい分析が可能になったことで、免疫反応の進化
を理解する上で、刺胞動物が興味深い役割を果たして
いることが分かった。具体的には、免疫反応の進化と関
係する遺伝子を特定し、動物と微生物の相互作用の普
遍的なメカニズムを説明するということだ。

生物はどのようにして病原体から身を守るのか。

第2節 病気の原因を探る
人間と動物の免疫システムは非常によく似ているため、両者を比較することが科学的な研究の主要
目的となっている。研究者たちは、単純な海洋生物を調べることで腸や皮膚、肺などの免疫疾患の理
解につながると期待している。病原体としてだけでなく、特に生体防御システムの構成要素として、細
菌が大きな役割を果たしていることは間違いない。

　刺胞動物や海綿動物は、地球上で最も古い生命体
の一つであり、数億年前から海に生息している。体の構
造は単純だが、驚くほど多くの遺伝子を持っており、こ
れらは、高等生物が進化の過程である程度失った代謝

プロセスを制御している。そのため、刺胞動物や海綿動
物は、すべての動物の原型のようなものであり、生命の
基本原理を研究するための理想的なモデルであるとい
える。

モデルとしての海洋生物
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　高等生物と細菌は常に接触し合っている。細菌は病
気の原因となる病原体として、あるいは生命維持に必
要な機能を担う共生体として活動している。例えば、腸
内には複雑で活動的な微生物群が存在し、さまざまな
代謝機能を支えている。腸内には、生まれたときから徐
々に細菌が住み着き、幼少期を経て、最終的には各個
体に固有の腸内フローラが形成される。
　腸上皮(外側の細胞層)が微生物とどのように相互
作用しているのか、身体が有益な細菌と潜在的な病原
体をどのように区別しているのか、細菌が人間の腸上
皮の代謝プロセスや効率にどのような影響を与えてい
るのかなど、ほとんど説明されていない問題が残された
ままである。ここでは、刺胞動物の研究が役立つ可能性
がある。その上皮(体表面)にも、複雑で活動的な微生
物の共同体が存在している。淡水産のヒドラ類のポリプ
を使った実験では、ヒドラの種類が異なると、その微生
物群の構成も大きく異なることが分かっている。
　しかし、実験室で管理された状態で長年飼育された
個体の細菌組成を自然の生息地から直接採取した同
種の個体と比較すると、驚くほど似通った結果が得ら
れた。つまり、コロニーを作った細菌は、長期間にわたっ
てヒドラの個体から離れないということである。彼らは
常に上皮に生息している。
　これらの発見は、上皮上で厳しい選択の過程が働い
ていることを示唆している。特定の条件下では、生息環
境に最適な細菌群集が上皮組織に定着し、長期間に
わたってその状態を維持するようだ。これらの観察結果
は、上皮が微生物群集の構成を積極的に形成している
ことも示唆している。哺乳類や無脊椎動物から体表で
増殖している細菌を取り除くと、その動物は通常病気
になる。
　代謝機構が破壊され、免疫システムが弱くなると、消
化管に極めて深刻な障害が生じる。その結果、病原菌
やウイルスによる感染症から身を守ることができなくな
ってしまうのだ。また、ヒトの免疫系のある種の遺伝的欠
陥が、上皮とその上にコロニーを作る微生物との間の
協力関係を崩壊させることも分かっている。その場合、
皮膚や肺などの外界に面したバリア器官に炎症性疾
患が発生しやすくなる。微生物の影響については、免疫
生物学的に明確な説明はできないが、共生細菌が健康

と病気の間の重要なバランスに積極的に貢献している
ことは明らかである。
　このように、細菌は多くの生物にとって必要不可欠
な存在である。例えば、夜光性のイカのEuprymna 
scolopesは、幼生期に皮膚の表面に発光器官を発達
させ、ホタルのように生化学反応によって光を発するこ
とができる。しかし、イカの上皮に存在する共生細菌で
あるVibrio fischeriが一定の成分を提供しなければ、光
器官は成長できない。このように、脊椎動物や無脊椎
動物の身体的な発達や免疫系は、それらに共生する微
生物によって大きく影響を受けることが明らかになって
いる。
　しかし、細菌が免疫機能にあたえる影響や、微生物
群集と動物間の複雑な相互作用を制御するメカニズム
については、ほとんど分かっていない。同様に、共生する
細菌群の構成に上皮部分の代謝がどのような影響を
与えるのかについても明らかでない。ヒドラ類のポリプ
を使った初期の実験では、細胞を変化させると細菌叢
が実際に変化することが分かった。ある種の細胞を組
織から取り除くと、ヒドラ体表の細菌組成は顕著に変
化した。通常は優勢なプロテオバクテリアが著しく減少
し、以前は珍しかったバクテロイデス類の細菌が増加し
たのだ。宿主の上皮と微生物の間には、確かに直接的
な相互作用があるようだ。

身体と細菌-緻密に調整された機構

9.11　イソギンチャクは、種類が豊富な刺胞動物門に属するサンゴやク
ラゲの仲間である。
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　人間や動物の健康な微生物相は非常に多様である。
これらの微生物に含まれる遺伝情報は、人間だけのもの
よりもはるかに多い。そのため、人間の体は、そこに生息
する全ての生物種とともに、微生物や単細胞生物などの
豊かな生態系として、超生物7であるホロビオントとみなす
ことが可能である。ある科学者は、微生物叢8は宿主の当
面の生活だけでなく、進化にも不可欠であると主張して
いる。この仮説は、人間や動物だけではなく、全ての微生
物を含んだホロビオントを進化の単位とみなすべきである
ことを意味している。
　この超生物の各部分がどのように相互作用し、健康に
どのような影響を与えているのかまだ明らかでない。私た
ちは超生物に属している生物が、分子レベルでどのように
相互作用しているかを知る必要がある。ホロビオントを構
成するさまざまな生物種の重要な遺伝子はどのように進
化してきたのだろうか。また、微生物は最終的に宿主の生
態にどのような影響を与え、宿主はコロニーを作っている
した微生物にどのような影響を与えるのか。
　ホロビオントはどのように機能するのか。これは最も難
しい問いの一つである。刺胞動物とその優れた上皮防御

システムは、この問いに挑むための価値ある研究対象で
あると思われる。なぜなら、これらの単純な生物にはシ
ョウジョウバエや線虫のような高等動物にはすでに存
在しない原始的な遺伝子が数多く含まれており、これら
の遺伝子はすでに遺伝学者によって広範囲に研究され
ているためだ。原始的な代謝プロセスや免疫反応の原
理を理解したいのであれば、刺胞動物が最適な生物で
あるといえるだろう。また興味深いことに、淡水ヒドラの
ポリプにコロニーを作る微生物群は非常に複雑で、かつ
ヒドラに特有で、周辺水域に生息する微生物とは明らか
に異なっている。ヒドラの種類によって、それぞれ異なる
微生物が存在し、これらは非常に安定していてほとんど
変化しない。
　微生物は宿主の様々な代謝機能を代行している可
能性が高い。ヒドラとコロニーを形成する微生物のバラ
ンスが崩れると病気が発生しやすいようである。ヒドラ
と微生物との相互作用を研究することは、全哺乳類の
共通祖先と微生物間の分子レベルの関係性を理解し、
ヒトの病気の原因を解明するのに役立つため、研究者
にとって基本的な関心事である。

ホロビオント(各個体を合わせた以上の存在)とは？

7

8

超生物とは、生物の群集，すなわち共同体や群落のこと。生物の群集は単に個々の構成生物が集ったものだけではなく，それ自体が生物的な総合
体であるという意味でこのように称したものである。(出典:ブリタニカ国際大百科事典)
微生物叢とは生態系における生きた微生物の集合のこと。それらの遺伝情報を含意することもある。

9.12　単細胞性の藻類は、光合成の副産物である有機物をサンゴに与えて共生している。この藻類が死滅すると、サンゴが白くなるサンゴの白化現象
が発生する。その原因の一つとして、細菌の増殖異常が考えられている。
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　現代人の病気の多くは、身体と外部環境との境界の
機能不全に起因している。その中には、外部環境と接
触している皮膚、肺や外部から栄養を得ている腸など
の、バリア器官 (Barrier Organs)の慢性炎症性疾患が
含まれる。例えば、気管支ぜん息(肺)、乾癬(かんせん)
や神経皮ふ炎(皮膚)の他、慢性炎症性腸疾患であるク
ローン病や潰瘍性大腸炎(腸)などがある。
　興味深いことに、これらの症状は他の動物では全く
知られていない。系統的な遺伝子検査の結果、これらの
症状の多くは、いわゆるリスク遺伝子と言われるものが
引き金となっており、進化的な意味合いで古いものであ
ることが分かっている。近年、先進国を中心にこのよう
な症状が増加していることは皮肉なことである。全ての
病気に共通しているのは、環境と接する部分において
人間の免疫システムが壊れ、自分自身の身体を攻撃す
ることだ。新技術により、分子ロードマップ上のどこに病
気を引き起こす異常な要素があったのかを明らかにす
ることが可能になった。今後は、これらの要素を組み合
わせて、免疫系の誤作動のメカニズムを理解するため
の全体的なモデルを構築する必要がある。
　現在の研究では、免疫系の誤作動は、免疫学的には
古い形態である微生物叢などの周辺環境との関わり
の制御をつかさどる多数の遺伝子が関係していること
が分かっている。
　一つの疑問は、進化の過程で、外部環境と接する部
分の特性を決定する遺伝子に、どのようにして遺伝的
変動が生じるのかということである。水中の食物や微
生物叢が変わることにより、外部環境と接する部分の
遺伝的変動性はどのように変化したのだろうか。そのよ

うな変化は、生物の進化による適合、言い換えれば遺
伝子が生き残って繁殖する可能性にどのような影響を
与えるのだろうか。海洋動物の体表がどのように変化し
てきたかを理解することは、人間のバリア器官の病気が
どのように発生するかを理解するのに役立つ可能性が
ある。バリア器官の進化と機能が解明されれば、これら
の疾患の治療や予防のための新しい戦略が見つかる
かもしれない。過去数十年にわたり、マウスやキイロショ
ウジョウバエ(Drosophila melanogaster)などのモデル
生物は、病気の誘因を認識し、対抗手段をとることにつ
いて多くの情報を提供してきた。しかし、なぜ全生物の
外皮に微生物が住み着き、これらの微生物と宿主がど
のように相互作用するかは、今なお謎のままである。

人の病気に関する新たな理解について

9.13　刺胞動物であるヒドラ類のポリプは、理想的なモデル生物である。
回復力があり、再生も早い。繁殖過程も単純であり、体の側面に丸いポリ
プの芽を形成するだけである。
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9 Biomassとは、生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」(出典:農林水産省)

第3節 海洋資源を用いた医学研究の法的問題

　近年、深海底の遺伝資源への関心が高まっている。
その中には、海底のブラックスモーカー(第7章参照)と
いう熱水噴出孔周辺に大量に生息する微生物も含ま
れている。微生物は暗黒の中、二酸化炭素と水からバイ
オマス9を生成する。二酸化炭素の変換に必要なエネル
ギーは、ブラックスモーカーを経由して海底から排出さ
れる硫化水素の酸化から抽出し、利用している。専門家
はこのようなバイオマス生産を「化学合成」と呼び、これ
に対して植物は、エネルギーの豊富な太陽光を利用して
光合成を行い、バイオマスを生産する。
　化学合成細菌は、独自の遺伝子構造や特殊な生化
学物質を持っており、効果の高いワクチンや抗生物質の
開発、あるいはがん研究において重要な役割を果たす

可能性があるため、非常に興味深い存在である。
　また、産業界から見てもこれらの生物を利用すること
は望ましいと考えられる。ブラックスモーカーで活動す
る細菌類は、高水圧と極端な水温に耐えることができる
からだ。現在、これらの極限の環境で生息している細菌
(好極限性細菌)から耐熱性酵素が分離されており、産
業界で利用される可能性がある。例えば食品や化粧品
業界では、高温下で多くの製造工程が行われているが、
耐熱性酵素であれば、これらの工程を大幅に簡略化す
ることができる。また、猛毒の硫化水素をより温和な硫
黄化合物に変換して無害化する能力は、この化学合成
細菌をさらに魅力的なものにしている。

海洋物質の興味深さについて

海洋物質への関心の高まりを受けて、法学者たちは、どの国がこれらの資源を利用する権利を持っ
ているかを明らかにしようとしている。主な問題は、生物がどこで発見されるか、天然物質や遺伝子
配列がどの程度まで特許を取得できるかである。また、世界各地で異なる特許規則が適用されてい
ることも問題を複雑化させている。

　このような背景から、深海底の遺伝資源を利用した
り、研究したりする権利は誰にあるのかという重要な問
題が生じる。国際法では当初、原産国によってのみ区別
されていた。よって、科学研究機関が遠征して深海生物
のサンプルを採取することを申請した場合、その活動は
研究船の旗国に帰属するか、関係する企業連合やバイ
オテクノロジー企業の旗国が意思決定を行う。
　また、微生物のサンプルをどこから採取するのかも関
係している。国連海洋法条約(UNCLOS)(第10章参照)
によると、排他的経済水域内での海洋科学研究には通
常、沿岸国の同意が必要となる。沿岸国は、純粋に研究
目的のために必要な場合に限り、管轄する水域から第
三国がサンプルを採取することを認めるべきである。研
究結果が最終的に商業的な可能性を持つ場合(バイオ
プロスペクティング)、沿岸国は独自の裁量で判断する

ことができ、疑問がある場合はその海域での活動に関
する同意を保留することができる。特に、資源開発を意
図した海底探査といった天然資源の探査など、直接、
経済的な意味を持つ活動に適用可能である。
　国の管轄権が及ばない海域の場合、法的状況はさ
ほど明確ではない。公海上の生物資源を利用する権利
は誰にあるのか、また、そのような活動を規定する法的
条項は、長い間、国際社会で論争の的となってきたの
である。これには、大洋の真ん中の尾根など、ブラック
スモーカーが存在する海岸から遠く離れた地域も含ま
れている。国際条約や協定の中に、海底の遺伝資源の
利用に関する明確な規定がないという問題がある。そ
のため、国際社会の一部では、海底の遺伝資源は国家
間で公平に分けるべきだと考えられている。その一方、
どの国も自由に利用できるべきだという考えもあり、こ

の二つは明らかに正反対の主張だ。
　国連海洋法条約(UNCLOS)により、海底については
「国家の管轄権を超えた海底の領域およびその資源は、
人類の共通財産である」と規定されている。しかし、この
規定が適用されるのは、鉱石やマンガン団塊などの鉱
物資源のみである。仮にある国家が深海底のマンガン
団塊(第10章参照)を利用しようと試みる場合、国際海
底機構(ISA)から許可書を取得し、その利益を発展途
上国と共有する必要がある。ただし、この明確な規定は
深海底の遺伝資源には適用されない。
　その一方、1992年にリオデジャネイロで採択された
生物多様性条約では、「遺伝資源の利用から生じる利
益の公正かつ公平な配分」、つまり自然の恵みを先進
国と途上国の間で公平に共有することが求められて
いる。しかし、これはあくまでも国の管轄範囲内に適用
され、陸地から離れた海域はその限りではない。
　そのため、国連海洋法条約や生物多様性条約の内
容を、それぞれの立場で解釈することになり、状況は未
解決のままだ。国連海洋法条約が他の解釈を認めてい
ることも更に状況を複雑化させている。国連海洋法条
約は、すべての国が自由に資源を利用し、研究を行うこ
とができる「公海の自由」を定めており、これは国際水域
での漁業権も含んでいる。
　全ての国は「公海の生物資源の保全および管理」の
ための措置をとる権利を有している。国連海洋法条約
の公海における取り決めは深海も対象としており、条約
に特別な規定がない限り、深海の生物・遺伝資源も魚
類と同様に自由に利用できることを意味する。よって、

全ての国は自由に深海底の遺伝資源を研究し、利用す
ることが可能だ。この意見は、2005年に国連総会で設
置された「国家管轄外の海洋生物多様性の保護と持続
可能な利用」をテーマとした国連特別作業部会のメン
バーのほとんどが共有している。
　国連作業部会外のメンバーはこの解釈に反対して
いる。前述したように、彼らは鉱物と同様、生物資源を
国家間で平等に分配することを望んでいる。この行き
詰まりは、国連作業部会の国際会議での激しい議論を
引き起こし、すぐには合意が得られない見通しである。
2つの条約のうち、少なくとも1つの条約を改正する必
要があると思われるが、現在のところ改正の可能性は
ほとんどない。
　しかしながら、別の解決策がある可能性がある。専門
家の中には、国連海洋法条約及び生物多様性条約は
基本的に遺伝資源について適用すべきでないと主張す
る人々がいる。これは最終的には、海底から魚や鉱物、
鉱石などの資源を採取することではない。少数の生物
から物質を探し出し、その物質を使って新薬を開発し、
その後、工業施設で薬を製造することである。したが
って、厳密に言えば、海洋生物に含まれる情報そのも
のが重要であり、生物そのものが重要ではないのだ。
これは、従来の天然資源の利用というよりも、知的財
産権の問題であり、特許法が最も適していることを示
しているといえるだろう。したがって、国際的な海洋及
び環境法を現状のまま、国際特許保護の規定を自由
化することに大きな意義がある。

海洋物質は誰のものか？
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　このような背景から、深海底の遺伝資源を利用した
り、研究したりする権利は誰にあるのかという重要な問
題が生じる。国際法では当初、原産国によってのみ区別
されていた。よって、科学研究機関が遠征して深海生物
のサンプルを採取することを申請した場合、その活動は
研究船の旗国に帰属するか、関係する企業連合やバイ
オテクノロジー企業の旗国が意思決定を行う。
　また、微生物のサンプルをどこから採取するのかも関
係している。国連海洋法条約(UNCLOS)(第10章参照)
によると、排他的経済水域内での海洋科学研究には通
常、沿岸国の同意が必要となる。沿岸国は、純粋に研究
目的のために必要な場合に限り、管轄する水域から第
三国がサンプルを採取することを認めるべきである。研
究結果が最終的に商業的な可能性を持つ場合(バイオ
プロスペクティング)、沿岸国は独自の裁量で判断する

ことができ、疑問がある場合はその海域での活動に関
する同意を保留することができる。特に、資源開発を意
図した海底探査といった天然資源の探査など、直接、
経済的な意味を持つ活動に適用可能である。
　国の管轄権が及ばない海域の場合、法的状況はさ
ほど明確ではない。公海上の生物資源を利用する権利
は誰にあるのか、また、そのような活動を規定する法的
条項は、長い間、国際社会で論争の的となってきたの
である。これには、大洋の真ん中の尾根など、ブラック
スモーカーが存在する海岸から遠く離れた地域も含ま
れている。国際条約や協定の中に、海底の遺伝資源の
利用に関する明確な規定がないという問題がある。そ
のため、国際社会の一部では、海底の遺伝資源は国家
間で公平に分けるべきだと考えられている。その一方、
どの国も自由に利用できるべきだという考えもあり、こ

の二つは明らかに正反対の主張だ。
　国連海洋法条約(UNCLOS)により、海底については
「国家の管轄権を超えた海底の領域およびその資源は、
人類の共通財産である」と規定されている。しかし、この
規定が適用されるのは、鉱石やマンガン団塊などの鉱
物資源のみである。仮にある国家が深海底のマンガン
団塊(第10章参照)を利用しようと試みる場合、国際海
底機構(ISA)から許可書を取得し、その利益を発展途
上国と共有する必要がある。ただし、この明確な規定は
深海底の遺伝資源には適用されない。
　その一方、1992年にリオデジャネイロで採択された
生物多様性条約では、「遺伝資源の利用から生じる利
益の公正かつ公平な配分」、つまり自然の恵みを先進
国と途上国の間で公平に共有することが求められて
いる。しかし、これはあくまでも国の管轄範囲内に適用
され、陸地から離れた海域はその限りではない。
　そのため、国連海洋法条約や生物多様性条約の内
容を、それぞれの立場で解釈することになり、状況は未
解決のままだ。国連海洋法条約が他の解釈を認めてい
ることも更に状況を複雑化させている。国連海洋法条
約は、すべての国が自由に資源を利用し、研究を行うこ
とができる「公海の自由」を定めており、これは国際水域
での漁業権も含んでいる。
　全ての国は「公海の生物資源の保全および管理」の
ための措置をとる権利を有している。国連海洋法条約
の公海における取り決めは深海も対象としており、条約
に特別な規定がない限り、深海の生物・遺伝資源も魚
類と同様に自由に利用できることを意味する。よって、

全ての国は自由に深海底の遺伝資源を研究し、利用す
ることが可能だ。この意見は、2005年に国連総会で設
置された「国家管轄外の海洋生物多様性の保護と持続
可能な利用」をテーマとした国連特別作業部会のメン
バーのほとんどが共有している。
　国連作業部会外のメンバーはこの解釈に反対して
いる。前述したように、彼らは鉱物と同様、生物資源を
国家間で平等に分配することを望んでいる。この行き
詰まりは、国連作業部会の国際会議での激しい議論を
引き起こし、すぐには合意が得られない見通しである。
2つの条約のうち、少なくとも1つの条約を改正する必
要があると思われるが、現在のところ改正の可能性は
ほとんどない。
　しかしながら、別の解決策がある可能性がある。専門
家の中には、国連海洋法条約及び生物多様性条約は
基本的に遺伝資源について適用すべきでないと主張す
る人々がいる。これは最終的には、海底から魚や鉱物、
鉱石などの資源を採取することではない。少数の生物
から物質を探し出し、その物質を使って新薬を開発し、
その後、工業施設で薬を製造することである。したが
って、厳密に言えば、海洋生物に含まれる情報そのも
のが重要であり、生物そのものが重要ではないのだ。
これは、従来の天然資源の利用というよりも、知的財
産権の問題であり、特許法が最も適していることを示
しているといえるだろう。したがって、国際的な海洋及
び環境法を現状のまま、国際特許保護の規定を自由
化することに大きな意義がある。
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9.15　海底の遺伝資源の利用に関する規制は、これまで不十分であった。国は自国の排他的経済水域内については同意を保留できる。国際水域に
ついては管理する明確なガイドラインがないため、国家間の紛争につながる可能性がある。

９．１４　熱水噴出口周辺には単細胞の古細菌などの微生物が生息している。その中には、工業生産に適した物質を含んでいるものがある。海洋細菌
の中には、産業用ポリマーや特殊合成物を作成できる種がおり、将来的にがん治療にも利用できる可能性がある。
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　海洋物質の探索が法的な問題を含む場合、研究成
果をどのように商業的に利用・活用するかという問題
を解決することが重要である。原則として、特許による
利用権・開発権の保護は、国内法の規定に準拠する。ド
イツでは、これらは特許法(PatG)に規定されている。一
般的に、この法律は遺伝子研究から得られた知見を含
む発明の保護であり、この法律による保護はドイツの国
境まで適用される。知的財産の国際的な保護は、世界
貿易機関(WTO)の管轄範囲内で適用される「知的所
有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」によっ
て規定されている。TRIPS協定は、知的財産権が国内

特許で保護されていることを条件に、署名国による知
的財産権の相互承認を規定しており、これにより、全て
のTRIPS加盟国の知的財産が保護される。
　特許対象物には、基本的に実験室で遺伝子改変さ
れた微生物や動物、例えば遺伝子組み換え品種のトウ
モロコシなどの植物が含まれている。これらは、人体か
ら分離された要素や特に生細胞の遺伝子配列や部分
配列を含む技術的過程で生産された要素である。しか
し、新種の発見は、新種が原則として特許を取得できな
いため、特許を取得することはできない。その一方、自
然界で発見された生物学的物質や遺伝子コードは、技

特許法の限界

9.16　天然資源や生物の遺伝情報の利用については国内外の特許法が適用される。生物から抽出された物質は特許を取得できる。同様に、分離さ
れた個々の遺伝子配列や遺伝子組み換え生物にも適用される。しかし、新たに発見された動物種とその全ての遺伝物質は特許を取得することはでき
ない。
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　海洋物質の探索が法的な問題を含む場合、研究成
果をどのように商業的に利用・活用するかという問題
を解決することが重要である。原則として、特許による
利用権・開発権の保護は、国内法の規定に準拠する。ド
イツでは、これらは特許法(PatG)に規定されている。一
般的に、この法律は遺伝子研究から得られた知見を含
む発明の保護であり、この法律による保護はドイツの国
境まで適用される。知的財産の国際的な保護は、世界
貿易機関(WTO)の管轄範囲内で適用される「知的所
有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」によっ
て規定されている。TRIPS協定は、知的財産権が国内

特許で保護されていることを条件に、署名国による知
的財産権の相互承認を規定しており、これにより、全て
のTRIPS加盟国の知的財産が保護される。
　特許対象物には、基本的に実験室で遺伝子改変さ
れた微生物や動物、例えば遺伝子組み換え品種のトウ
モロコシなどの植物が含まれている。これらは、人体か
ら分離された要素や特に生細胞の遺伝子配列や部分
配列を含む技術的過程で生産された要素である。しか
し、新種の発見は、新種が原則として特許を取得できな
いため、特許を取得することはできない。その一方、自
然界で発見された生物学的物質や遺伝子コードは、技

9.17　好熱性の好極限性細菌であるArchaeoglobus 
fulgidusは、海底の熱水噴出口周辺に生息し、周辺温度
が約80℃でも増殖可能だ。



術的過程によって単離され、書面による記述によって初
めて利用可能となった場合、特許性の観点から新しい
ものとみなすことが可能である。全ての国は、ドイツの
特許法やEUの生物学的特許指令のように、動物、植
物及びその繁殖のための生物学過程(動物の新品種
など)を特許の対象から除外する権利を有している。同
じことがヒト胚のクローニングのように、倫理と安全の
理由から商業利用を防ぐ必要がある他の発明や個々
のDNA配列にも適用されている。
　TRIPS協定によれば、関係国の見解において「公序
良俗」の保護のために必要であるとされる場合、商業
的利用を防ぐことができる。1998年にEUで採択され
た生物学的特許指令によると、発明による商業的利用
が公序良俗に反する可能性がある場合、特許を受ける
ことができない。これには、ヒトクローンを作成する過程
や、産業・商業目的でのヒト胚の使用が含まれている。

　DNA配列の特許保護をどこまで行うか、各機関で
意見が分かれている。EUでは、特許出願時に記載され
た遺伝子配列または部分配列の機能に限定して保護
している。その一方、米国では発明者が記載した機能
に限定されない絶対的保護の原則が適用される。つま
り、米国では、特許出願に明確に記載された発明だけ
でなく、将来的な可能性のある開発品や製品も特許法
で保護されることになる。
　したがって、米国特許法は欧州特許法よりもはるか
に包括的であるが、どちらのアプローチも国際的規定
と両立している。異なる考えは常に論争を引き起こして
いる。海洋由来の医薬品に対する特許法の保護水準
も地域によって違いがある。この状況は近い将来にお
いても変わらないと考えられ、この議論の背景には、個
人の自由と政府の保護義務という概念の歴史的・文化
的な違いが存在している。

　海洋物質の探索が法的な問題を含む場合、研究成
果をどのように商業的に利用・活用するかという問題
を解決することが重要である。原則として、特許による
利用権・開発権の保護は、国内法の規定に準拠する。ド
イツでは、これらは特許法(PatG)に規定されている。一
般的に、この法律は遺伝子研究から得られた知見を含
む発明の保護であり、この法律による保護はドイツの国
境まで適用される。知的財産の国際的な保護は、世界
貿易機関(WTO)の管轄範囲内で適用される「知的所
有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」によっ
て規定されている。TRIPS協定は、知的財産権が国内

特許で保護されていることを条件に、署名国による知
的財産権の相互承認を規定しており、これにより、全て
のTRIPS加盟国の知的財産が保護される。
　特許対象物には、基本的に実験室で遺伝子改変さ
れた微生物や動物、例えば遺伝子組み換え品種のトウ
モロコシなどの植物が含まれている。これらは、人体か
ら分離された要素や特に生細胞の遺伝子配列や部分
配列を含む技術的過程で生産された要素である。しか
し、新種の発見は、新種が原則として特許を取得できな
いため、特許を取得することはできない。その一方、自
然界で発見された生物学的物質や遺伝子コードは、技

結論：新たなる時代の幕開け？
驚くほど似ているようだ。海綿動物や刺胞動物のような
単純な生命体は、人間の生化学的過程や疾患を理解
する理想的なモデルとなる。研究の焦点は人間のバリ
ア器官である皮膚、肺、腸の病気である。専門家は、人
間の免疫システムと体の表面に生息する共生細菌が、
本来の役割を果たせない時にこれらの疾患が引き起こ
されると考えている。
　ここでも刺胞動物は、比較的単純な宿主-細菌間の
システムとして新しい知見を我々に与えることができる。
バリア器官に存在する細菌が、健康と病気の間の重要
なバランスに大きな役割を果たしていることは明らかだ
が、人間と微生物の間で何が起こっているか、依然とし
てほとんどが未知の領域であり、長年の研究が必要と
なる。また、海洋の生物資源を国家間でどのように共有
するかについても新たな関心が寄せられていることから、
明確化が求められている。

　医療や工業用の海洋物質の抽出は、科学者と企業
の両方から大きな関心を集めている。近年、海洋生物
から様々な物質が抽出され、がん治療やウイルス感染
症の治療に利用されている。現代の遺伝子解析は実験
室での手間のかかる培養を必要としないため、物質の
探索を非常に容易にしている。しかし、企業は費用が嵩
む海洋物質の探索に関与することを躊躇し、学術機関
の研究領域に留まっていた。
　ベンチャー企業の設立によって海洋由来の医薬品の
商業化が進んでいるが、ベンチャー企業に対する投資
が不足しているため、純粋な研究と商業化を前提にし
た物質開発の間には、大きなイノベーションギャップが
存在している。このギャップを埋めるために、特に臨床
試験の長い段階において政府の資金援助が重要とな
るだろう。しかし、海洋生物の研究が興味深いのは新
物質が生まれる可能性があるからだけではない。
　原始的な海洋生物と人間の代謝経路は、多くの点で
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今日、複数の国際条約が、いずれの国家が沿岸水域や海底に管轄権を持つのかについて、漁船は
いずれの海域で合法的に操業できるのかについて規定している。しかしながら、海底からの鉱物採
掘や気候変動は、国際海洋法に新たな難題を投げかけている。海洋環境の保護と海洋の高度利用
とのバランスを取ることもまた困難な課題である。



　国際海洋法は、海に関連し、国家間関係に適用され
る全ての法規範から成る。これは、海域の境界画定や
開発に関する規則だけでなく、海洋の保全や探査に関
する規定も含む。しかし、国際法の射程から外れる分野

もいくつか存在する。例えば、港湾の運営に関する規制
などの国内法制に関するものである。海事法もこの一
例であり、ドイツにおいては主に商法のなかで扱われて
おり、商品の輸送などについて規定している。

全ての国家に適用される一つのルール

第1節 海の憲法
人類は数世紀に渡り海を開発してきたが、これが紛争に繋がることも多々あった。1982年の国連海
洋法条約（UNCLOS）の採択により、国際社会は海洋ガバナンスについての包括的な法的枠組みを
創設した。そして、同枠組みは時間をかけて高度な法体系へと発達しつつある。しかし、同条約は新
たに出現する問題全てに対して解答を提示できているわけではない。

　何千年もの間、海は単に食料の供給源でしかなく、
その限りで人々の関心に上った。しかし、15世紀以降、
オランダやポルトガル、スペインなどの強大な海洋国が
登場し、影響力の拡大を試みるようになった。鉱物資源
やその他の新たな産物の入手可能性は、野心をかき立
て、海洋や遠洋の島 ・々海岸を制して世界を支配するた
めの競争を生み出した。そして、これらの競争は無数の
戦争や海戦へとつながった。 
　早くから、学者たちはある重要な質問に対し解答を探
していた。すなわち、本当のところ海は誰のものなのか、
という質問だ。この質問は、国際海洋法が現在に至っ
ても満足に解決できていないものである。当初より、こ
の解答の探究においては、オランダの哲学者であり法
律家であるフーゴー・グロティウス(1583~1645年)に
より提唱された「自由海(mare liberum)」という概念と、
イングランドの学者であり博学家であるジョン・セルデン
(1584~1654年)により示された「閉鎖海(mare 
clausum)」という概念との間で主要な論争が繰り広
げられた。中心的な問題は当時も現在も、海は全ての
国家が自由に使用できる国際的領域であるのか、個
別国家により所有されるものなのかという点である。
どちらの主張も論争に終止符を打つことはできず、こ
の論争は現在の国際海洋法の構造の中にも、未だに
うかがうことができる。

　現在、海洋管理に関する最も重要な法文書は国連海
洋法条約(UNCLOS)となっている。この条約は第３次
国連海洋法会議の結果として1982年に採択された。さ
らに、慣習国際法の多数の規範がUNCLOSを補足し
ている。UNCLOSは極めて包括的な国際条約であり、
1958年に採択されたジュネーブ海洋法四条約に基礎
を置く。四条約とは、領海及び接続海域に関する条約、
公海条約、漁業及び公海生物資源保存に関する条約、
大陸棚条約の総称である。これらの条約により、以前か
ら適用されていた不文の慣習法が成文化された。例え
ば、17世紀中葉より、諸国は領海として一定の水域に
国家主権が及ぶことを一般的に受け入れていた。当時
の領海は、多くの場合海岸線から３海里線(当時の大
砲の射程と概ね一致)までの帯状の水域であった。
　20世紀中葉より、海は石油や天然ガスなどの天然資
源の供給源として、より焦点が当たるようになった。それ
に伴い、多くの沿岸国が国家管轄権をより広い海域・
海底へと伸張させることを試みた。なかには200海里
の海域の所有を主張する国家すら存在したほどで、自
由海(mare liberum)は歴史上の概念となったかのよう
に見えた。国際条約において最大限許容可能な領海の
範囲を定める最初の試みが1930年に失敗したのち、
1958年になってついにジュネーブ四条約が国連のも
とで採択された。これらの国際条約の目的は海が複数

法的自由の終焉

第 10章191



国間で完全に分割されてしまうことを防ぐことであった。
とはいえ、「海の自由」は様々な形で挑戦を受けてきた。
例えば、1960年代には沿岸からかなり離れた中央およ
び東太平洋において、大規模なマンガン団塊の深海底
鉱床が発見され、先進国の新たな意欲を喚起した(第７

　何千年もの間、海は単に食料の供給源でしかなく、
その限りで人々の関心に上った。しかし、15世紀以降、
オランダやポルトガル、スペインなどの強大な海洋国が
登場し、影響力の拡大を試みるようになった。鉱物資源
やその他の新たな産物の入手可能性は、野心をかき立
て、海洋や遠洋の島 ・々海岸を制して世界を支配するた
めの競争を生み出した。そして、これらの競争は無数の
戦争や海戦へとつながった。 
　早くから、学者たちはある重要な質問に対し解答を探
していた。すなわち、本当のところ海は誰のものなのか、
という質問だ。この質問は、国際海洋法が現在に至っ
ても満足に解決できていないものである。当初より、こ
の解答の探究においては、オランダの哲学者であり法
律家であるフーゴー・グロティウス(1583~1645年)に
より提唱された「自由海(mare liberum)」という概念と、
イングランドの学者であり博学家であるジョン・セルデン
(1584~1654年)により示された「閉鎖海(mare 
clausum)」という概念との間で主要な論争が繰り広
げられた。中心的な問題は当時も現在も、海は全ての
国家が自由に使用できる国際的領域であるのか、個
別国家により所有されるものなのかという点である。
どちらの主張も論争に終止符を打つことはできず、こ
の論争は現在の国際海洋法の構造の中にも、未だに
うかがうことができる。

　現在、海洋管理に関する最も重要な法文書は国連海
洋法条約(UNCLOS)となっている。この条約は第３次
国連海洋法会議の結果として1982年に採択された。さ
らに、慣習国際法の多数の規範がUNCLOSを補足し
ている。UNCLOSは極めて包括的な国際条約であり、
1958年に採択されたジュネーブ海洋法四条約に基礎
を置く。四条約とは、領海及び接続海域に関する条約、
公海条約、漁業及び公海生物資源保存に関する条約、
大陸棚条約の総称である。これらの条約により、以前か
ら適用されていた不文の慣習法が成文化された。例え
ば、17世紀中葉より、諸国は領海として一定の水域に
国家主権が及ぶことを一般的に受け入れていた。当時
の領海は、多くの場合海岸線から３海里線(当時の大
砲の射程と概ね一致)までの帯状の水域であった。
　20世紀中葉より、海は石油や天然ガスなどの天然資
源の供給源として、より焦点が当たるようになった。それ
に伴い、多くの沿岸国が国家管轄権をより広い海域・
海底へと伸張させることを試みた。なかには200海里
の海域の所有を主張する国家すら存在したほどで、自
由海(mare liberum)は歴史上の概念となったかのよう
に見えた。国際条約において最大限許容可能な領海の
範囲を定める最初の試みが1930年に失敗したのち、
1958年になってついにジュネーブ四条約が国連のも
とで採択された。これらの国際条約の目的は海が複数

10.1　オランダの法学者フーゴー・グロティウス(1583~1645年)は「海洋の自由」の原則を唱え、海洋は国際領域であり、全ての国が
自由に活用することができると主張した。彼はこの考えを 1609年の『自由海論(Mare Liberum / De mare libero)』にて不朽のもの
にした。

章参照)。現在議論されている重要な問題は、将来的に
海氷の減退によりアクセスしやすくなる北極圏の鉱物
資源についていずれの国家が所有権を主張できるかど
うかというものである。

　現在では、UNCLOSがジュネーブ四条約全て-「旧」
海洋法-を、一つの統一的な条約としてまとめた。しかし、
実質的に四条約よりもかなり踏み込んでいる部分もあ
る。例えば、この「新」海洋法において、沿岸国の権利は

いくつかの場合において質的にも量的にもかなり拡大
されている。一例として、各沿岸国には沿岸基線から
200海里の距離まで伸びる排他的経済水域(EEZ)に
おいて、漁業資源の捕獲に関する排他的権利が付与

沿岸国の機会拡大
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1 2022年６月１日現在の当事国数は168カ国である。

10.2　UNCLOSは海をいくつかの法的区域に分割し、沿岸から距離が離れるほど国家主権が減じる構成になっている。全ての国は内水に加えて、12
海里を超えない領海を有する権利がある。領海においてすでに、沿岸国の主権は国際法の制限を受けており、全ての国の船舶が無害通航を行う権利
を持っている。基線から24海里以内の接続水域では、沿岸国は通関規則の違反の防止などのための規制権限のみを保持する。基線から200海里以
内の排他的経済水域(EEZ)では、沿岸国は生物・非生物の海洋資源の探査・開発の主権的権利を持つ。EEZを超えて延長されうる大陸棚では、沿岸
国は海底面もしくは海底下の生物・非生物の天然資源の探査・開発の主権を持つ。

　現在では、UNCLOSがジュネーブ四条約全て-「旧」
海洋法-を、一つの統一的な条約としてまとめた。しかし、
実質的に四条約よりもかなり踏み込んでいる部分もあ
る。例えば、この「新」海洋法において、沿岸国の権利は

いくつかの場合において質的にも量的にもかなり拡大
されている。一例として、各沿岸国には沿岸基線から
200海里の距離まで伸びる排他的経済水域(EEZ)に
おいて、漁業資源の捕獲に関する排他的権利が付与

されている。このEEZはジュネーブ条約下では存在し
ていなかった。さらにUNCLOSは国際海洋法裁判所
(ITLOS)の法的基盤を提供し、同裁判所は1996年に
ハンブルグに開設された。とはいえ、ITLOSがUNCLOS
の遵守を担保する唯一の法的機関ではない。UNCLOS
加盟国は当該条約の解釈や適用に関する紛争を
ITLOSへ付託する以外にも、ハーグの国際司法裁判所
(ICJ)またはその他の国際仲裁裁判に付託することを
選択できる。   
　UNCLOSが発効するまでには、数年間かかった。これ
は、多くの先進国が深海底採掘に関する規定に問題が

あるとして、UNCLOSを受け入れなかったためである。
例えば、UNCLOSは当初先進国に対して深海底採掘
のノウハウを途上国に教えることを要求していた。先進
国側の反発に応える形で問題とされた規定が緩和さ
れ、ガイアナが60番目の締約国として署名した12ヶ月
後にUNCLOSは発効した。これは、採択から12年後
の1994年のことであった。2009年７月現在では、
157の国家が条約への加盟を完了している1。他方で、
UNCLOS非締約国は依然として1958年のジュネーブ
四条約の規定、そして慣習国際法の規範に拘束されて
いることになる。
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2 「制限された管轄権」とは、国家がEEZと大陸棚における資源を特定の方法で活用する排他的権利(漁業権など)を有することを意味する。

のいかなる部分に対しても領域主権を主張することは
できない。全ての国は、他国のEEZ内においても航行
の自由を有し、海底ケーブルやパイプラインを敷設する
権利を持つ。
　UNCLOSはEEZに関する規定に加えて、大陸棚3に
ついても規定している。EEZと同様に大陸棚は沿岸国
のみが天然資源を探査し開発する排他的な権利を持
つ管轄区域である。全ての沿岸国は物理的にかつ法的
に大陸棚を保有するが、物理的な大陸棚の幅は地質
学的な条件によって多様である。他方、法的には各沿
岸国は200海里を限度に大陸棚の保持を主張するこ
とができるとされる。さらに、大陸棚が200海里を越えて
拡がる場合には、拡大した区域を大陸棚として指定す
ることができる。この場合、大陸棚の外縁線が基線から
350海里を超えない、もしくは2,500m等深線から100
海里を超えてはならないという国際法上の制約が存在

する。 
　沿岸国が大陸棚の外縁線を、200海里を超えて延長
したい場合には、国連大陸棚限界委員会(CLCS)に当
該大陸棚が自国領土からの自然の延長であることを
示す証拠を提出しなければならない。委員会は提出さ
れた地質学上および水路学上のデータを精査し、最終
的に勧告を行う。この勧告に基づいて沿岸国によって
確立される大陸棚の外縁線は最終的なものとなり、法
的拘束力を持つ。 
　他方でCLCS勧告の法的意義については、国際社
会の中でも見解の不一致が依然として存在する。
CLCSは司法的な権限を持たず、その調査は大陸棚の
限界が科学的基準を満たしているかを確認する目的で
行われるのみである。とはいえ、この委員会が張り子の
虎であるわけではないことに留意したい。CLCSによる
勧告が一旦公開されれば、沿岸国は相当な政治的圧

力にさらされる。勧告からの逸脱は正当化を要するの
であり、CLCSの勧告が無視されたことはかつて一度
もない。 
　EEZの外縁は国際水域(公海)の始点となる。この用
語は、海底というよりむしろEEZ以遠の海中のことを表
している。公海は全ての国に開かれている。国家は公海
のいかなる部分をも自らの主権下に置くことはできな
い。「公海の自由」とは、フーゴー・グロティウスが思い描
いたように、特に航行の自由、漁獲の自由、そして海洋
科学調査の自由を意味する。 
　大陸棚より外側に存在する海底の非生物資源は人
類の共通財産の一部であるとされてきた。そのため、深
海底のマンガン団塊の探査・開発(第７章参照)は、人
類全体の利益に資するよう、発展途上国の利益と要求
を考慮に入れたものとなる。こうした目的でUNCLOS
加盟国によって設立された国際海底機構(ISA、本部は
ジャマイカのキングストン)によって、深海底における採

掘活動は規制・監視される。ISAは深海底の採掘事業
から生じる利益を衡平に分配する責任を負っている。そ
こで、今後先進工業諸国が探査・採掘ライセンスを手に
入れると考えられている海底区域の半分は途上国のた
めに取って置かれている。ただ現状では、マンガンの抽
出はいまだ収益性を欠いており、必要な技術も不足し
ている。規則が実際にどう運用されるのかは、時のみぞ
知るというところである。 
　UNCLOSは「海の憲法」として、海洋の国際法的ガ
バナンスの規範的な枠組を示したにとどまり、多くの問
題が未解決のままである。特に、UNCLOSが採択され
た1982年以降新たな科学的発見によって重要性が認
識されはじめた諸課題について、道は険しい。例えば、
海底の鉱床の新発見などがそれにあたる。また、
地球温暖化も状況の変化を促している。それゆえ、
UNCLOSはこうした新たな課題への応答として、追加
の条約によって補足されていく必要があるだろう。

　国際海洋法は、とりわけ経済的利益に関して国家の
行為規範を定めており、その遵守は義務的である。海洋
法は、漁業、航行および石油・天然ガスの採掘などを規
制する。また、深海底のその他の資源の開発や海洋環
境の保全についても規定している。 
　国際海洋法は海をいくつかの法的水域に分割する。
そして、各水域の法的地位と限界を定義し、各水域にお
ける沿岸国および旗国の権利・管轄権を規律する規範
を定めている。一国の管轄権は沿岸からの距離が離れ
れば離れるほど縮小するようになっている。管轄権に
は、内水における完全な領域主権から、領海における
制限された主権や、EEZと大陸棚における「制限された
管轄権」まで幅がある2。各水域の設定に際して参照さ
れるのは基線である。一般的に、基線は沿岸国が公認
する海図に記載された海岸の低潮線とされる。 
　基線より陸地側の水域は沿岸国の内水と定義され
る。これらは沿岸国の領域の一部を形成し、当該国が
完全な管轄権を有する。ただし、内水の限界を定める
線が低潮線ではない場合も存在する。直線基線や湾
口を横切る線を引く場合などがこれにあたる。ノルウェ
ーのように沿岸が深い湾入や入江により形成されてい
る場合、北フリジア諸島のように一連の諸島が沿岸に
沿って近接して位置している場合、また沿岸が湾を形成
している場合に、国際海洋法によってそうした基線設定
が許容される。例えば、ワッデン海の場合、北フリジア諸
島の一番外側の地点よりも陸地側である限り、そこは
キール港、ハンブルグ港、ブレーメン港と全く同じように
ドイツの内水の一部ということになる。
　領海の範囲は基線から海側に最大12海里までの
水域と定義される。領海については、国際海洋法が沿
岸国の主権を一部制限する。すなわち、全ての国の船
舶は領海を無害通航する権利を保障される。沿岸国は
領海の通航を許可制度、ないしは類似の規制の下に

置くことはできない。ただし、特定の状況下では、航行
の安全を確保するために、沿岸国が船舶を通過させる
ための措置―航路帯を指定する等を講じることは可
能とされている。
　領海に隣接するのが接続水域で、基線から24海里
を最大として設定することができる。接続水域において
沿岸国には一定の規制権(rights of control)の行使が
認められる。例えば、領海内で発生した行為について、
通関、財政、出入国管理および衛生上の国内法令が遵
守されていたか、それとも違反されたかをこの水域にお
いて検証することができる。
　接続水域の外には、基線から200海里の幅を持つ
排他的経済水域(EEZ)が存在する。内水や領海とは異
なり、EEZは国家の領域の一部ではない。EEZでは、沿
岸国は海洋自体ではなく海域内の資源に対してのみ
適用される限定的な権利を認められているに過ぎない。

「排他的経済水域」という用語が表している通り、沿岸
国は石油採掘設備や風力タービンなどの構造物を建設
し活用したり、漁業を行うことが可能であり、他の国は
こうした活動からは締め出される。この権利は経済的
観点からみて、非常に意味が大きい。例えば、現在商業
的に利用される全魚種のうち約90パーセントは各沿岸
国のEEZ内に存在する。EEZが全海域のたった35パー
セントしか占めていないことを踏まえると、この数字の
大きさがより理解できるだろう。 
　さらに、EEZにおいて沿岸国は海洋科学調査に関す
る管轄権も保持している。EEZにおける第三国の海洋
調査活動は一般的に沿岸国の許可を必要とする。海洋
環境の保護と保全に関する問題に関しても、沿岸国は
EEZにおいて一定の権利を有する。例えば、沿岸国は
EEZ内に海洋保護区を指定することを国際海事機関
(IMO)に提案することができ、当該区域を船舶起因汚
染から守ることができる。しかしながら、沿岸国はEEZ

明確な規制、明確な制限

海洋法：強力な手段 194



3 「大陸棚」という用語の定義には、法的なものと地質学的なものがある。法的には、この用語は基線から海側に200海里を超えない範囲で延びる区
域のことを表す。(訳註：本文で示されるようにUNCLOSが定める一定の条件を満たしてCLCSの勧告を得て設定される場合に限っては、200海里
を超えて延長される大陸棚も法的な意味での大陸棚である) 地質学的には、この用語は沿岸に近く、平均して130メートルの深さまで緩やかに下る、
幅が広く比較的浅い深海台地のことを表す。90度までの勾配の急な大陸斜面が海側でこれに隣接している。

のいかなる部分に対しても領域主権を主張することは
できない。全ての国は、他国のEEZ内においても航行
の自由を有し、海底ケーブルやパイプラインを敷設する
権利を持つ。
　UNCLOSはEEZに関する規定に加えて、大陸棚3に
ついても規定している。EEZと同様に大陸棚は沿岸国
のみが天然資源を探査し開発する排他的な権利を持
つ管轄区域である。全ての沿岸国は物理的にかつ法的
に大陸棚を保有するが、物理的な大陸棚の幅は地質
学的な条件によって多様である。他方、法的には各沿
岸国は200海里を限度に大陸棚の保持を主張するこ
とができるとされる。さらに、大陸棚が200海里を越えて
拡がる場合には、拡大した区域を大陸棚として指定す
ることができる。この場合、大陸棚の外縁線が基線から
350海里を超えない、もしくは2,500m等深線から100
海里を超えてはならないという国際法上の制約が存在

する。 
　沿岸国が大陸棚の外縁線を、200海里を超えて延長
したい場合には、国連大陸棚限界委員会(CLCS)に当
該大陸棚が自国領土からの自然の延長であることを
示す証拠を提出しなければならない。委員会は提出さ
れた地質学上および水路学上のデータを精査し、最終
的に勧告を行う。この勧告に基づいて沿岸国によって
確立される大陸棚の外縁線は最終的なものとなり、法
的拘束力を持つ。 
　他方でCLCS勧告の法的意義については、国際社
会の中でも見解の不一致が依然として存在する。
CLCSは司法的な権限を持たず、その調査は大陸棚の
限界が科学的基準を満たしているかを確認する目的で
行われるのみである。とはいえ、この委員会が張り子の
虎であるわけではないことに留意したい。CLCSによる
勧告が一旦公開されれば、沿岸国は相当な政治的圧

力にさらされる。勧告からの逸脱は正当化を要するの
であり、CLCSの勧告が無視されたことはかつて一度
もない。 
　EEZの外縁は国際水域(公海)の始点となる。この用
語は、海底というよりむしろEEZ以遠の海中のことを表
している。公海は全ての国に開かれている。国家は公海
のいかなる部分をも自らの主権下に置くことはできな
い。「公海の自由」とは、フーゴー・グロティウスが思い描
いたように、特に航行の自由、漁獲の自由、そして海洋
科学調査の自由を意味する。 
　大陸棚より外側に存在する海底の非生物資源は人
類の共通財産の一部であるとされてきた。そのため、深
海底のマンガン団塊の探査・開発(第７章参照)は、人
類全体の利益に資するよう、発展途上国の利益と要求
を考慮に入れたものとなる。こうした目的でUNCLOS
加盟国によって設立された国際海底機構(ISA、本部は
ジャマイカのキングストン)によって、深海底における採

掘活動は規制・監視される。ISAは深海底の採掘事業
から生じる利益を衡平に分配する責任を負っている。そ
こで、今後先進工業諸国が探査・採掘ライセンスを手に
入れると考えられている海底区域の半分は途上国のた
めに取って置かれている。ただ現状では、マンガンの抽
出はいまだ収益性を欠いており、必要な技術も不足し
ている。規則が実際にどう運用されるのかは、時のみぞ
知るというところである。 
　UNCLOSは「海の憲法」として、海洋の国際法的ガ
バナンスの規範的な枠組を示したにとどまり、多くの問
題が未解決のままである。特に、UNCLOSが採択され
た1982年以降新たな科学的発見によって重要性が認
識されはじめた諸課題について、道は険しい。例えば、
海底の鉱床の新発見などがそれにあたる。また、
地球温暖化も状況の変化を促している。それゆえ、
UNCLOSはこうした新たな課題への応答として、追加
の条約によって補足されていく必要があるだろう。

　国際海洋法は、とりわけ経済的利益に関して国家の
行為規範を定めており、その遵守は義務的である。海洋
法は、漁業、航行および石油・天然ガスの採掘などを規
制する。また、深海底のその他の資源の開発や海洋環
境の保全についても規定している。 
　国際海洋法は海をいくつかの法的水域に分割する。
そして、各水域の法的地位と限界を定義し、各水域にお
ける沿岸国および旗国の権利・管轄権を規律する規範
を定めている。一国の管轄権は沿岸からの距離が離れ
れば離れるほど縮小するようになっている。管轄権に
は、内水における完全な領域主権から、領海における
制限された主権や、EEZと大陸棚における「制限された
管轄権」まで幅がある2。各水域の設定に際して参照さ
れるのは基線である。一般的に、基線は沿岸国が公認
する海図に記載された海岸の低潮線とされる。 
　基線より陸地側の水域は沿岸国の内水と定義され
る。これらは沿岸国の領域の一部を形成し、当該国が
完全な管轄権を有する。ただし、内水の限界を定める
線が低潮線ではない場合も存在する。直線基線や湾
口を横切る線を引く場合などがこれにあたる。ノルウェ
ーのように沿岸が深い湾入や入江により形成されてい
る場合、北フリジア諸島のように一連の諸島が沿岸に
沿って近接して位置している場合、また沿岸が湾を形成
している場合に、国際海洋法によってそうした基線設定
が許容される。例えば、ワッデン海の場合、北フリジア諸
島の一番外側の地点よりも陸地側である限り、そこは
キール港、ハンブルグ港、ブレーメン港と全く同じように
ドイツの内水の一部ということになる。
　領海の範囲は基線から海側に最大12海里までの
水域と定義される。領海については、国際海洋法が沿
岸国の主権を一部制限する。すなわち、全ての国の船
舶は領海を無害通航する権利を保障される。沿岸国は
領海の通航を許可制度、ないしは類似の規制の下に

置くことはできない。ただし、特定の状況下では、航行
の安全を確保するために、沿岸国が船舶を通過させる
ための措置―航路帯を指定する等を講じることは可
能とされている。
　領海に隣接するのが接続水域で、基線から24海里
を最大として設定することができる。接続水域において
沿岸国には一定の規制権(rights of control)の行使が
認められる。例えば、領海内で発生した行為について、
通関、財政、出入国管理および衛生上の国内法令が遵
守されていたか、それとも違反されたかをこの水域にお
いて検証することができる。
　接続水域の外には、基線から200海里の幅を持つ
排他的経済水域(EEZ)が存在する。内水や領海とは異
なり、EEZは国家の領域の一部ではない。EEZでは、沿
岸国は海洋自体ではなく海域内の資源に対してのみ
適用される限定的な権利を認められているに過ぎない。

「排他的経済水域」という用語が表している通り、沿岸
国は石油採掘設備や風力タービンなどの構造物を建設
し活用したり、漁業を行うことが可能であり、他の国は
こうした活動からは締め出される。この権利は経済的
観点からみて、非常に意味が大きい。例えば、現在商業
的に利用される全魚種のうち約90パーセントは各沿岸
国のEEZ内に存在する。EEZが全海域のたった35パー
セントしか占めていないことを踏まえると、この数字の
大きさがより理解できるだろう。 
　さらに、EEZにおいて沿岸国は海洋科学調査に関す
る管轄権も保持している。EEZにおける第三国の海洋
調査活動は一般的に沿岸国の許可を必要とする。海洋
環境の保護と保全に関する問題に関しても、沿岸国は
EEZにおいて一定の権利を有する。例えば、沿岸国は
EEZ内に海洋保護区を指定することを国際海事機関
(IMO)に提案することができ、当該区域を船舶起因汚
染から守ることができる。しかしながら、沿岸国はEEZ

10.3　デンマーク、ドイツ、ポーランド、スウェーデンなどの近隣国は近接して位置しているため、排他的経済水域が狭い水域に限定さ
れる。フレンスブルクの東などの一部地域では、その限界線は12海里区域の内部に設定されている。
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のいかなる部分に対しても領域主権を主張することは
できない。全ての国は、他国のEEZ内においても航行
の自由を有し、海底ケーブルやパイプラインを敷設する
権利を持つ。
　UNCLOSはEEZに関する規定に加えて、大陸棚3に
ついても規定している。EEZと同様に大陸棚は沿岸国
のみが天然資源を探査し開発する排他的な権利を持
つ管轄区域である。全ての沿岸国は物理的にかつ法的
に大陸棚を保有するが、物理的な大陸棚の幅は地質
学的な条件によって多様である。他方、法的には各沿
岸国は200海里を限度に大陸棚の保持を主張するこ
とができるとされる。さらに、大陸棚が200海里を越えて
拡がる場合には、拡大した区域を大陸棚として指定す
ることができる。この場合、大陸棚の外縁線が基線から
350海里を超えない、もしくは2,500m等深線から100
海里を超えてはならないという国際法上の制約が存在

する。 
　沿岸国が大陸棚の外縁線を、200海里を超えて延長
したい場合には、国連大陸棚限界委員会(CLCS)に当
該大陸棚が自国領土からの自然の延長であることを
示す証拠を提出しなければならない。委員会は提出さ
れた地質学上および水路学上のデータを精査し、最終
的に勧告を行う。この勧告に基づいて沿岸国によって
確立される大陸棚の外縁線は最終的なものとなり、法
的拘束力を持つ。 
　他方でCLCS勧告の法的意義については、国際社
会の中でも見解の不一致が依然として存在する。
CLCSは司法的な権限を持たず、その調査は大陸棚の
限界が科学的基準を満たしているかを確認する目的で
行われるのみである。とはいえ、この委員会が張り子の
虎であるわけではないことに留意したい。CLCSによる
勧告が一旦公開されれば、沿岸国は相当な政治的圧

力にさらされる。勧告からの逸脱は正当化を要するの
であり、CLCSの勧告が無視されたことはかつて一度
もない。 
　EEZの外縁は国際水域(公海)の始点となる。この用
語は、海底というよりむしろEEZ以遠の海中のことを表
している。公海は全ての国に開かれている。国家は公海
のいかなる部分をも自らの主権下に置くことはできな
い。「公海の自由」とは、フーゴー・グロティウスが思い描
いたように、特に航行の自由、漁獲の自由、そして海洋
科学調査の自由を意味する。 
　大陸棚より外側に存在する海底の非生物資源は人
類の共通財産の一部であるとされてきた。そのため、深
海底のマンガン団塊の探査・開発(第７章参照)は、人
類全体の利益に資するよう、発展途上国の利益と要求
を考慮に入れたものとなる。こうした目的でUNCLOS
加盟国によって設立された国際海底機構(ISA、本部は
ジャマイカのキングストン)によって、深海底における採

掘活動は規制・監視される。ISAは深海底の採掘事業
から生じる利益を衡平に分配する責任を負っている。そ
こで、今後先進工業諸国が探査・採掘ライセンスを手に
入れると考えられている海底区域の半分は途上国のた
めに取って置かれている。ただ現状では、マンガンの抽
出はいまだ収益性を欠いており、必要な技術も不足し
ている。規則が実際にどう運用されるのかは、時のみぞ
知るというところである。 
　UNCLOSは「海の憲法」として、海洋の国際法的ガ
バナンスの規範的な枠組を示したにとどまり、多くの問
題が未解決のままである。特に、UNCLOSが採択され
た1982年以降新たな科学的発見によって重要性が認
識されはじめた諸課題について、道は険しい。例えば、
海底の鉱床の新発見などがそれにあたる。また、
地球温暖化も状況の変化を促している。それゆえ、
UNCLOSはこうした新たな課題への応答として、追加
の条約によって補足されていく必要があるだろう。

　国際海洋法は、とりわけ経済的利益に関して国家の
行為規範を定めており、その遵守は義務的である。海洋
法は、漁業、航行および石油・天然ガスの採掘などを規
制する。また、深海底のその他の資源の開発や海洋環
境の保全についても規定している。 
　国際海洋法は海をいくつかの法的水域に分割する。
そして、各水域の法的地位と限界を定義し、各水域にお
ける沿岸国および旗国の権利・管轄権を規律する規範
を定めている。一国の管轄権は沿岸からの距離が離れ
れば離れるほど縮小するようになっている。管轄権に
は、内水における完全な領域主権から、領海における
制限された主権や、EEZと大陸棚における「制限された
管轄権」まで幅がある2。各水域の設定に際して参照さ
れるのは基線である。一般的に、基線は沿岸国が公認
する海図に記載された海岸の低潮線とされる。 
　基線より陸地側の水域は沿岸国の内水と定義され
る。これらは沿岸国の領域の一部を形成し、当該国が
完全な管轄権を有する。ただし、内水の限界を定める
線が低潮線ではない場合も存在する。直線基線や湾
口を横切る線を引く場合などがこれにあたる。ノルウェ
ーのように沿岸が深い湾入や入江により形成されてい
る場合、北フリジア諸島のように一連の諸島が沿岸に
沿って近接して位置している場合、また沿岸が湾を形成
している場合に、国際海洋法によってそうした基線設定
が許容される。例えば、ワッデン海の場合、北フリジア諸
島の一番外側の地点よりも陸地側である限り、そこは
キール港、ハンブルグ港、ブレーメン港と全く同じように
ドイツの内水の一部ということになる。
　領海の範囲は基線から海側に最大12海里までの
水域と定義される。領海については、国際海洋法が沿
岸国の主権を一部制限する。すなわち、全ての国の船
舶は領海を無害通航する権利を保障される。沿岸国は
領海の通航を許可制度、ないしは類似の規制の下に

置くことはできない。ただし、特定の状況下では、航行
の安全を確保するために、沿岸国が船舶を通過させる
ための措置―航路帯を指定する等を講じることは可
能とされている。
　領海に隣接するのが接続水域で、基線から24海里
を最大として設定することができる。接続水域において
沿岸国には一定の規制権(rights of control)の行使が
認められる。例えば、領海内で発生した行為について、
通関、財政、出入国管理および衛生上の国内法令が遵
守されていたか、それとも違反されたかをこの水域にお
いて検証することができる。
　接続水域の外には、基線から200海里の幅を持つ
排他的経済水域(EEZ)が存在する。内水や領海とは異
なり、EEZは国家の領域の一部ではない。EEZでは、沿
岸国は海洋自体ではなく海域内の資源に対してのみ
適用される限定的な権利を認められているに過ぎない。

「排他的経済水域」という用語が表している通り、沿岸
国は石油採掘設備や風力タービンなどの構造物を建設
し活用したり、漁業を行うことが可能であり、他の国は
こうした活動からは締め出される。この権利は経済的
観点からみて、非常に意味が大きい。例えば、現在商業
的に利用される全魚種のうち約90パーセントは各沿岸
国のEEZ内に存在する。EEZが全海域のたった35パー
セントしか占めていないことを踏まえると、この数字の
大きさがより理解できるだろう。 
　さらに、EEZにおいて沿岸国は海洋科学調査に関す
る管轄権も保持している。EEZにおける第三国の海洋
調査活動は一般的に沿岸国の許可を必要とする。海洋
環境の保護と保全に関する問題に関しても、沿岸国は
EEZにおいて一定の権利を有する。例えば、沿岸国は
EEZ内に海洋保護区を指定することを国際海事機関
(IMO)に提案することができ、当該区域を船舶起因汚
染から守ることができる。しかしながら、沿岸国はEEZ

10.4　多数の国が存在し多くの国境を有するヨーロッパでは、排他的経済水域は200海里以内に設定されることが多い。これはアド
リア海、北海、地中海に当てはまる。それにもかかわらず、全世界において、商業的な魚種の90パーセントがEEZを形成する比較的狭
い水域の中で捕獲されるのだ。
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4 日本は2019年６月に国際捕鯨取締条約を脱退したため、現在は同条約の規制下になく、同年７月以降、日本のEEZ内に海域を限定してミンククジ
ラ、ニタリクジラおよびイワシクジラの商業捕鯨を行なっている。もっとも、国際捕鯨委員会にオブザーバー参加をし、また、上記商業捕鯨の漁獲可能
量は同委員会が定めた資源評価基準に沿って算出するなど、国際枠組みと一定の連携は取っている。

　海洋生物の保護については、UNCLOSによってのみ
ではなく、国際環境法や国内・EUレベルでの立法によっ
ても規制されている。UNCLOSのEEZに関する条文に
おいて、漁業資源の管理に関しては数多くの規定が制
定されている。こうした規定はより直近の国際合意にお
いてさらに詳述されている(第6章参照)。同じことは海
産哺乳動物についても当てはまる。この議題は早くも
1946年の国際捕鯨取締条約(現在も効力を保持)にお
いて扱われた。当初は大型の鯨類の総量の管理が主
要な焦点であったが、1970～80年代にクジラの総数
が商業的に持続可能な量をほぼ完全に下回ったこと
によって、条約加盟国は条約の焦点を商業捕鯨のモラ
トリアム(一時停止)の導入により種の保全を確保する
ことに向けた。その際、国際捕鯨委員会が設立された。
近年では、当委員会の年次会合では、(主に日本などの)
商業捕鯨の再開を支持する一部の国と捕鯨に強く反
対する多数派との間での激しい議論が繰り広げられて
いる。現状、日本は科学的調査のための捕鯨を認める
条項を援用して、捕鯨モラトリアムを回避している。しか
しながら、捕獲されたクジラは事実上商業利用されてお
り、ほとんどの国際法学者が日本の行動を法的権利の
濫用と見ている。捕鯨賛成派の国と反対派の国との間
の膠着状態の打開策は未だ不透明である。経済的な観
点からすると、日本においてさえ、捕鯨は赤字産業であ
る。しかし、捕鯨賛成派の一部の国が国際捕鯨委員会
におけるモラトリアム採択に不満を抱いていることは確
かであり、こうした国々ではモラトリアムの不履行が続
くかもしれない。この問題の考えうる解決策は、時間を
かけて限定的にモラトリアムを解除することであろう。
一つの選択肢として、小規模なミンククジラの捕鯨量割
当に合意することはありうる。ミンククジラの総数が増
加していることを踏まえると、この案は生態学的にも正

当化されよう。しかし、外国人検査官の捕鯨船同乗など
による捕鯨の厳格な管理は必要条件とされるはずだ。
こうした相当な制限を伴った形で商業捕鯨を再開する
ことによって、日本が違法状態を抜け出すことは不可能
ではないかもしれない。それでもなお、倫理的な観点で
正当化されうるか、国際世論は割れている4。
　ネズミイルカ(Phocoena phocoena)は北海とバルト
海に生息する唯一のクジラ目の固有種である。ドイツの
EEZ では、ネズミイルカは主にズィルト島の沖合の珊瑚
礁で発見することができる。この水域には母子のペア
が非常に多く、種の繁殖にとって重要な区域であること
がわかっている。ドイツがこのEEZを集約的に利用する
ことは、ネズミイルカの生息数に対して多大な影響を及
ぼしている。漁業はイルカの食糧源を減らすために特に
関連性の高い要因である。ネズミイルカが漁網で混獲
されて死んでしまうケースもある。風力タービン等の沖合
の構造物などによって引き起こされる水面下の騒音が

ネズミイルカを生息域から追い出したり、直接動物の健
康状態に被害を与えたりする可能性もある。海洋汚染
もまた、様々にネズミイルカの健康状態に悪影響を与え
うる。それゆえ、現在の法律は海中・海上における経済
的に重要な人間の活動をより生態学的に持続可能に
することを主目的としており、ネズミイルカの保護と保全
が期待されている。 
　バルト海及び北海の小型鯨類保存協定(ASCOBANS)
はこの問題に関して非常に重要である。しかしながら、
内水や領海、EEZでは、各国の国内において制定され
た自然保護に関する法律が一義的な効力を持つ。さら
に、ヨーロッパの水域では、欧州連合(EU)によって導
入された種と生息地の保護に関するEU指令が重要な
役割を果たす。例えば、EUの生息地指令はEU加盟国
の内水、領海、EEZおよび大陸棚に適用される。この指

令は、ヨーロッパの生物多様性を保護する鍵となる装
置として、「Natura 2000」として知られるヨーロッパの
保護区域統一ネットワークを作ることを目指したものだ
った。同指令における保護地域は特定種の生息地を含
むことになっているが、ネズミイルカもその特定種のうち
の一つとして指定されている。保護地域の内部では、沖
合風力発電施設の建設など、自然環境に大きな影響を
与えうる計画やプロジェクトは全て、実行前に厳しい環
境アセスメントを通過しなくてはならない。ただし、環境
への悪影響が想定される否定的な評価が出たにもか
かわらず、公共の利益にとって重大な緊急の理由のた
め計画やプロジェクトが実行される場合も存在する。そ
ういった場合には、加盟国は補償措置をとらなくてはな
らない。

複雑な法的問題-海産哺乳動物の保護

10.5　大部分の国がクジラの保護に合意した一方で、日本は南太平洋
などでクジラ漁を続けている。日本は科学的調査のためのクジラの捕獲
を認める捕鯨モラトリアム上の条項を発動している。だが、究極的には日
本の関心は商業捕鯨にある。
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　海洋生物の保護については、UNCLOSによってのみ
ではなく、国際環境法や国内・EUレベルでの立法によっ
ても規制されている。UNCLOSのEEZに関する条文に
おいて、漁業資源の管理に関しては数多くの規定が制
定されている。こうした規定はより直近の国際合意にお
いてさらに詳述されている(第6章参照)。同じことは海
産哺乳動物についても当てはまる。この議題は早くも
1946年の国際捕鯨取締条約(現在も効力を保持)にお
いて扱われた。当初は大型の鯨類の総量の管理が主
要な焦点であったが、1970～80年代にクジラの総数
が商業的に持続可能な量をほぼ完全に下回ったこと
によって、条約加盟国は条約の焦点を商業捕鯨のモラ
トリアム(一時停止)の導入により種の保全を確保する
ことに向けた。その際、国際捕鯨委員会が設立された。
近年では、当委員会の年次会合では、(主に日本などの)
商業捕鯨の再開を支持する一部の国と捕鯨に強く反
対する多数派との間での激しい議論が繰り広げられて
いる。現状、日本は科学的調査のための捕鯨を認める
条項を援用して、捕鯨モラトリアムを回避している。しか
しながら、捕獲されたクジラは事実上商業利用されてお
り、ほとんどの国際法学者が日本の行動を法的権利の
濫用と見ている。捕鯨賛成派の国と反対派の国との間
の膠着状態の打開策は未だ不透明である。経済的な観
点からすると、日本においてさえ、捕鯨は赤字産業であ
る。しかし、捕鯨賛成派の一部の国が国際捕鯨委員会
におけるモラトリアム採択に不満を抱いていることは確
かであり、こうした国々ではモラトリアムの不履行が続
くかもしれない。この問題の考えうる解決策は、時間を
かけて限定的にモラトリアムを解除することであろう。
一つの選択肢として、小規模なミンククジラの捕鯨量割
当に合意することはありうる。ミンククジラの総数が増
加していることを踏まえると、この案は生態学的にも正

当化されよう。しかし、外国人検査官の捕鯨船同乗など
による捕鯨の厳格な管理は必要条件とされるはずだ。
こうした相当な制限を伴った形で商業捕鯨を再開する
ことによって、日本が違法状態を抜け出すことは不可能
ではないかもしれない。それでもなお、倫理的な観点で
正当化されうるか、国際世論は割れている4。
　ネズミイルカ(Phocoena phocoena)は北海とバルト
海に生息する唯一のクジラ目の固有種である。ドイツの
EEZ では、ネズミイルカは主にズィルト島の沖合の珊瑚
礁で発見することができる。この水域には母子のペア
が非常に多く、種の繁殖にとって重要な区域であること
がわかっている。ドイツがこのEEZを集約的に利用する
ことは、ネズミイルカの生息数に対して多大な影響を及
ぼしている。漁業はイルカの食糧源を減らすために特に
関連性の高い要因である。ネズミイルカが漁網で混獲
されて死んでしまうケースもある。風力タービン等の沖合
の構造物などによって引き起こされる水面下の騒音が

ネズミイルカを生息域から追い出したり、直接動物の健
康状態に被害を与えたりする可能性もある。海洋汚染
もまた、様々にネズミイルカの健康状態に悪影響を与え
うる。それゆえ、現在の法律は海中・海上における経済
的に重要な人間の活動をより生態学的に持続可能に
することを主目的としており、ネズミイルカの保護と保全
が期待されている。 
　バルト海及び北海の小型鯨類保存協定(ASCOBANS)
はこの問題に関して非常に重要である。しかしながら、
内水や領海、EEZでは、各国の国内において制定され
た自然保護に関する法律が一義的な効力を持つ。さら
に、ヨーロッパの水域では、欧州連合(EU)によって導
入された種と生息地の保護に関するEU指令が重要な
役割を果たす。例えば、EUの生息地指令はEU加盟国
の内水、領海、EEZおよび大陸棚に適用される。この指

令は、ヨーロッパの生物多様性を保護する鍵となる装
置として、「Natura 2000」として知られるヨーロッパの
保護区域統一ネットワークを作ることを目指したものだ
った。同指令における保護地域は特定種の生息地を含
むことになっているが、ネズミイルカもその特定種のうち
の一つとして指定されている。保護地域の内部では、沖
合風力発電施設の建設など、自然環境に大きな影響を
与えうる計画やプロジェクトは全て、実行前に厳しい環
境アセスメントを通過しなくてはならない。ただし、環境
への悪影響が想定される否定的な評価が出たにもか
かわらず、公共の利益にとって重大な緊急の理由のた
め計画やプロジェクトが実行される場合も存在する。そ
ういった場合には、加盟国は補償措置をとらなくてはな
らない。

10.6　ドイツ沿岸沖では、ネズミイルカは主にデンマークとの境界であるEEZの北限に生息する。この例が示すようにEUのNatura 2000のような越
境種の保全スキームは海産哺乳動物を保護するために欠かせない。 
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　気候変動が北極の氷冠の融解をますます速めてい
ることは、ほとんどの専門家が同意するところである。
経済的な視点からすると、これは非常に興味深い変化
とみなせるだろう。第一に、夏期には、北西航路や北極
海航路などの、現状より短い距離で地点を結ぶ航路の
選択肢が開かれ、国際貿易を促進することになるから
である。第二に、北極下に埋まっているとされる石油・
天然ガス資源へのアクセスを容易にするからである。北
極圏の沿岸諸国はそうした天然資源の権利争いを続
けているが、この問題は2007年８月１日になって初め
て多くの人々の注目を集めることになった。すなわち、
ロシアが有人小潜水艦を用いて北極の海底にロシア
国旗を立て、象徴的に当該地域をロシア領にすること
を公言したときであった。 
　ロシアに加えて、他の北極圏の沿岸諸国(デンマーク
グリーンランド、カナダ、ノルウェー、米国)も、海洋底の各
区域が自国領土の水中下における延長であることを示
すために探査を実施した。これにより、メディアが北極

における「氷冷戦」の勃発の可能性について予測する
事態に発展した。 

　それでは、究極的にはどの国が北極圏の海底の権
利を主張できるようになるのだろうか。これは、大陸棚
限界委員会(CLCS)が沿岸国の提出するデータをどの
ように評価するかによる。そして、これは喫緊の課題で
ある。ロシアのような1 9 9 9 年５月1 3日以 前に
UNCLOSに加盟した国家については、CLCS宛の大
陸棚延長に関するデータ提出の期限が2009年５月
13日に到来した。現状、全てのCLCSの勧告が参照可
能になるまでには相当の時間がかかりそうである。
1999年以降にUNCLOSに加盟した国や加盟予定の
国は、加盟から10年以内にデータを提出しなければな
らない。カナダの期限は2013年であり、他方デンマーク

の期限は2014年である。2004年に北極海底で発見
された新たな石油・天然ガス資源の存在を踏まえると、
UNCLOS加盟国が条約上の期限を延長することを選
ぶかどうかが注目される6。とはいえ、CLCSは向かい合
っているか、または隣接している海岸を有する国の間の
大陸棚の境界画定に責任を持たない。そのような場合、
UNCLOSでは、当該国は衡平な解決を達成するため
に合意によりこれを行うことが義務化されているにすぎ
ない。そのような方向性として、北極海沿岸の５か国は
2008年５月28日にイルリサット宣言を採択し、国際海
洋法および重複する権原主張の秩序ある解決へのコ
ミットメントを再確認した。

水中の土地収奪　

第2節 海洋法の限界
地球温暖化による海洋環境の変化は現在の国際海洋法の限界を明確にする。北極の氷冠は縮小
し続けており、海底の長く隠されてきた鉱物資源への道を開き、新たな資源競争を引き起こしている。
もうひとつの最新の論争は、気候変動の影響を緩和することを目的に海洋生態系へ人類が介入す
ることはどの程度法的に許容されるかというものである。

　しかし、北極海沿岸国の大陸棚に関する権利の主張
は、一体どの程度妥当性があるのだろうか。これは未だ
解決されていない。権利主張が妥当であると仮定する
と、UNCLOSは、北極圏の沿岸国に対して当該海域に
存在する可能性のある全ての資源の排他的開発権を
与えることになる。そうなると、それらの資源は、国際海
底機構の管理下にある人類共通の財産に適用される
規則の下には置かれないことになる。北極圏の沿岸国
は現在、自国の大陸棚が200海里を超えて北極海へと
延長していることを地質学的に証明しようとしている。
そうした場合においても、すでに指摘した通り、大陸棚
の外縁線は基線から350海里を超えてはならない、もし

くは2,500m等深線から100海里を超えてはならない
という制約がある。北極圏では、このように許容される
大陸棚延長の２つのパターンの組み合わせによって、特
にロシアは最大限まで大陸棚を延長できる可能性があ
る。北極圏においてどの沿岸国も権利を主張できない
のは、比較的小さい２つの区域(「ドーナツホール」)のみ
である。１つ目はガッケル海嶺である。これはどの大陸
縁辺部とも自然な接触を持たない海嶺である。２つ目
は2,500m等深線の線分によって囲まれた部分である。
　さらに北極圏に関しては、大陸棚の外縁について次
の規定も考慮する必要があり、事態は一層複雑となる。
UNCLOSは、大陸棚縁辺部に直接接続しない海洋海

境界争い　

嶺(oceanic ridges)5、海底海嶺(submarine ridges)
および海底の高まり(submarine elevations)を区別し
ている。海底海嶺の場合、UNCLOSは大陸棚の外縁
線が領海基線から350海里を超えてはならないと定
義する。言い換えると、海底海嶺に関しては、350海里
の限界線のみが適用され、その性質上より有利な測
定方法である2,500m等深線基準には依拠できない。
他方、もし当該地形が単なる海底の高まりであれば、
350海里線のみならず2,500m等深線から100海里
以内の規定も適用可能となる。 海底海嶺は、海底の
高まりと違って、一般的に火山岩を含ん でおり大陸縁
辺部とは異なる物質で構成されている。両者は連続し
ているもののその成り立ちが異なるのである。対照的
に、海底の高まりは大陸縁辺部と構成成分は似ており
地質学的には同一である。

　そのため、北極海底の構造的特徴が、海底海嶺なの
か、海底の高まりなのかを決めるためには、岩の地質学
的分析がまず実施されねばならない。そして、ここにこ
そ北極圏特有の問題が存在する。すなわち、無数の海
底山脈の存在だ。主流派の意見によると、ガッケル海
嶺を除くすべての海底山脈は何らかの形で大陸縁辺
部とつながっており、一または複数の沿岸国の大陸棚
と一体の部分であるとみなされうる。そのため、その地
質学的な構成成分が、UNCLOSのどの規定を適用す
るかを決定する際に不可欠な要素になる。例えば、ロシ
アは、ロモノソフ海嶺が条約上の海底の高まりであり、
2,500m等深線ルールが適用されるという見解をとっ
ている。しかし、これまで行われた探査では、地質学的
にはロモノソフ海嶺はロシアの大陸縁辺部とは異なる
ことが示されている。

10.7　2007年８月１日、ロシアの探査チームが北極海の海底に自国国
旗を立てたことで世界のメディアの注目を集めた。
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5 海洋海嶺は、海底構造プレートが徐々に離れ、この裂け目に地球内部からマグマが噴き出すことにより形成される。時間をかけて、数千メートルの高
さの山嶺になることもあり、大陸棚や大陸斜面からは離れた海洋の中央部に位置することが多い。

　それでは、究極的にはどの国が北極圏の海底の権
利を主張できるようになるのだろうか。これは、大陸棚
限界委員会(CLCS)が沿岸国の提出するデータをどの
ように評価するかによる。そして、これは喫緊の課題で
ある。ロシアのような1 9 9 9 年５月1 3日以 前に
UNCLOSに加盟した国家については、CLCS宛の大
陸棚延長に関するデータ提出の期限が2009年５月
13日に到来した。現状、全てのCLCSの勧告が参照可
能になるまでには相当の時間がかかりそうである。
1999年以降にUNCLOSに加盟した国や加盟予定の
国は、加盟から10年以内にデータを提出しなければな
らない。カナダの期限は2013年であり、他方デンマーク

の期限は2014年である。2004年に北極海底で発見
された新たな石油・天然ガス資源の存在を踏まえると、
UNCLOS加盟国が条約上の期限を延長することを選
ぶかどうかが注目される6。とはいえ、CLCSは向かい合
っているか、または隣接している海岸を有する国の間の
大陸棚の境界画定に責任を持たない。そのような場合、
UNCLOSでは、当該国は衡平な解決を達成するため
に合意によりこれを行うことが義務化されているにすぎ
ない。そのような方向性として、北極海沿岸の５か国は
2008年５月28日にイルリサット宣言を採択し、国際海
洋法および重複する権原主張の秩序ある解決へのコ
ミットメントを再確認した。

　しかし、北極海沿岸国の大陸棚に関する権利の主張
は、一体どの程度妥当性があるのだろうか。これは未だ
解決されていない。権利主張が妥当であると仮定する
と、UNCLOSは、北極圏の沿岸国に対して当該海域に
存在する可能性のある全ての資源の排他的開発権を
与えることになる。そうなると、それらの資源は、国際海
底機構の管理下にある人類共通の財産に適用される
規則の下には置かれないことになる。北極圏の沿岸国
は現在、自国の大陸棚が200海里を超えて北極海へと
延長していることを地質学的に証明しようとしている。
そうした場合においても、すでに指摘した通り、大陸棚
の外縁線は基線から350海里を超えてはならない、もし

くは2,500m等深線から100海里を超えてはならない
という制約がある。北極圏では、このように許容される
大陸棚延長の２つのパターンの組み合わせによって、特
にロシアは最大限まで大陸棚を延長できる可能性があ
る。北極圏においてどの沿岸国も権利を主張できない
のは、比較的小さい２つの区域(「ドーナツホール」)のみ
である。１つ目はガッケル海嶺である。これはどの大陸
縁辺部とも自然な接触を持たない海嶺である。２つ目
は2,500m等深線の線分によって囲まれた部分である。
　さらに北極圏に関しては、大陸棚の外縁について次
の規定も考慮する必要があり、事態は一層複雑となる。
UNCLOSは、大陸棚縁辺部に直接接続しない海洋海

10.8　北極圏における大陸棚の延長。ガッケル海嶺は右の赤い部分で示されている。左側の赤い部分は2,500m等深線で区切られており、どの沿岸
国も権利を主張できない水域である。ロモノソフ海嶺はガッケル海嶺の左側、２つの2,500m等深線により挟まれた部分である。

嶺(oceanic ridges)5、海底海嶺(submarine ridges)
および海底の高まり(submarine elevations)を区別し
ている。海底海嶺の場合、UNCLOSは大陸棚の外縁
線が領海基線から350海里を超えてはならないと定
義する。言い換えると、海底海嶺に関しては、350海里
の限界線のみが適用され、その性質上より有利な測
定方法である2,500m等深線基準には依拠できない。
他方、もし当該地形が単なる海底の高まりであれば、
350海里線のみならず2,500m等深線から100海里
以内の規定も適用可能となる。 海底海嶺は、海底の
高まりと違って、一般的に火山岩を含ん でおり大陸縁
辺部とは異なる物質で構成されている。両者は連続し
ているもののその成り立ちが異なるのである。対照的
に、海底の高まりは大陸縁辺部と構成成分は似ており
地質学的には同一である。

　そのため、北極海底の構造的特徴が、海底海嶺なの
か、海底の高まりなのかを決めるためには、岩の地質学
的分析がまず実施されねばならない。そして、ここにこ
そ北極圏特有の問題が存在する。すなわち、無数の海
底山脈の存在だ。主流派の意見によると、ガッケル海
嶺を除くすべての海底山脈は何らかの形で大陸縁辺
部とつながっており、一または複数の沿岸国の大陸棚
と一体の部分であるとみなされうる。そのため、その地
質学的な構成成分が、UNCLOSのどの規定を適用す
るかを決定する際に不可欠な要素になる。例えば、ロシ
アは、ロモノソフ海嶺が条約上の海底の高まりであり、
2,500m等深線ルールが適用されるという見解をとっ
ている。しかし、これまで行われた探査では、地質学的
にはロモノソフ海嶺はロシアの大陸縁辺部とは異なる
ことが示されている。
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6 UNCLOS締約国会議は、10年期限内に大陸棚延長の主張の概要を取りまとめた「予備的情報(preliminary information)」を提出すれば、詳細な
申請の提出はその後も可能とする決定を2008年に行なっている。

　それでは、究極的にはどの国が北極圏の海底の権
利を主張できるようになるのだろうか。これは、大陸棚
限界委員会(CLCS)が沿岸国の提出するデータをどの
ように評価するかによる。そして、これは喫緊の課題で
ある。ロシアのような1 9 9 9 年５月1 3日以 前に
UNCLOSに加盟した国家については、CLCS宛の大
陸棚延長に関するデータ提出の期限が2009年５月
13日に到来した。現状、全てのCLCSの勧告が参照可
能になるまでには相当の時間がかかりそうである。
1999年以降にUNCLOSに加盟した国や加盟予定の
国は、加盟から10年以内にデータを提出しなければな
らない。カナダの期限は2013年であり、他方デンマーク

の期限は2014年である。2004年に北極海底で発見
された新たな石油・天然ガス資源の存在を踏まえると、
UNCLOS加盟国が条約上の期限を延長することを選
ぶかどうかが注目される6。とはいえ、CLCSは向かい合
っているか、または隣接している海岸を有する国の間の
大陸棚の境界画定に責任を持たない。そのような場合、
UNCLOSでは、当該国は衡平な解決を達成するため
に合意によりこれを行うことが義務化されているにすぎ
ない。そのような方向性として、北極海沿岸の５か国は
2008年５月28日にイルリサット宣言を採択し、国際海
洋法および重複する権原主張の秩序ある解決へのコ
ミットメントを再確認した。

　しかし、北極海沿岸国の大陸棚に関する権利の主張
は、一体どの程度妥当性があるのだろうか。これは未だ
解決されていない。権利主張が妥当であると仮定する
と、UNCLOSは、北極圏の沿岸国に対して当該海域に
存在する可能性のある全ての資源の排他的開発権を
与えることになる。そうなると、それらの資源は、国際海
底機構の管理下にある人類共通の財産に適用される
規則の下には置かれないことになる。北極圏の沿岸国
は現在、自国の大陸棚が200海里を超えて北極海へと
延長していることを地質学的に証明しようとしている。
そうした場合においても、すでに指摘した通り、大陸棚
の外縁線は基線から350海里を超えてはならない、もし

くは2,500m等深線から100海里を超えてはならない
という制約がある。北極圏では、このように許容される
大陸棚延長の２つのパターンの組み合わせによって、特
にロシアは最大限まで大陸棚を延長できる可能性があ
る。北極圏においてどの沿岸国も権利を主張できない
のは、比較的小さい２つの区域(「ドーナツホール」)のみ
である。１つ目はガッケル海嶺である。これはどの大陸
縁辺部とも自然な接触を持たない海嶺である。２つ目
は2,500m等深線の線分によって囲まれた部分である。
　さらに北極圏に関しては、大陸棚の外縁について次
の規定も考慮する必要があり、事態は一層複雑となる。
UNCLOSは、大陸棚縁辺部に直接接続しない海洋海

10.9　北極海氷により覆われる領域は年々縮小しており、将来的には夏の間に手付かずの石油や天然ガス資源へのアクセスが可能となる。これによ
り、北西航路や北極海航路などの新たな航路が開かれる可能性があり、これらはパナマ運河、スエズ運河経由の航路よりもかなり短い。

嶺(oceanic ridges)5、海底海嶺(submarine ridges)
および海底の高まり(submarine elevations)を区別し
ている。海底海嶺の場合、UNCLOSは大陸棚の外縁
線が領海基線から350海里を超えてはならないと定
義する。言い換えると、海底海嶺に関しては、350海里
の限界線のみが適用され、その性質上より有利な測
定方法である2,500m等深線基準には依拠できない。
他方、もし当該地形が単なる海底の高まりであれば、
350海里線のみならず2,500m等深線から100海里
以内の規定も適用可能となる。 海底海嶺は、海底の
高まりと違って、一般的に火山岩を含ん でおり大陸縁
辺部とは異なる物質で構成されている。両者は連続し
ているもののその成り立ちが異なるのである。対照的
に、海底の高まりは大陸縁辺部と構成成分は似ており
地質学的には同一である。

　そのため、北極海底の構造的特徴が、海底海嶺なの
か、海底の高まりなのかを決めるためには、岩の地質学
的分析がまず実施されねばならない。そして、ここにこ
そ北極圏特有の問題が存在する。すなわち、無数の海
底山脈の存在だ。主流派の意見によると、ガッケル海
嶺を除くすべての海底山脈は何らかの形で大陸縁辺
部とつながっており、一または複数の沿岸国の大陸棚
と一体の部分であるとみなされうる。そのため、その地
質学的な構成成分が、UNCLOSのどの規定を適用す
るかを決定する際に不可欠な要素になる。例えば、ロシ
アは、ロモノソフ海嶺が条約上の海底の高まりであり、
2,500m等深線ルールが適用されるという見解をとっ
ている。しかし、これまで行われた探査では、地質学的
にはロモノソフ海嶺はロシアの大陸縁辺部とは異なる
ことが示されている。
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7 「カーボンクレジット(炭素排出権)」という用語は、「排出許容枠」と同じ意味である。発電所やセメント工場などの事業体に対して、一定の二酸化炭
素排出量を認めるものだ。企業がCO2排出を抑える技術システムを導入する場合、排出許容枠より少ない量しか排出しないことになる。企業はこの
排出量の余剰分を、多量の排出を行い、許容枠の増加が必要な他の企業に売却することができる。CO2削減の施策は、しばしば追加コストを生じる
ことになる　が、このようにして経済的に実現可能なものとなっている。

　気候変動対策の課題のうち最も緊急なものは、
CO2(二酸化炭素、ある種の温室効果ガス)の排出削減
である。この問題もまた海洋法に対する示唆を持つ。現
在、大気中のCO2を海洋や海底に貯蔵することが非常
に期待されている。しかしながら、これは植物の栄養素
として鉄を海洋に撒くという典型的な具体例からもみ
てとれる通り、海洋法的視点からすると複雑な問題で
ある。鉄散布のアイデアは、植物プランクトンの一次生
産を促進し、植物プランクトンが徐々に海底へと沈んで
いき、長い期間かけて大気中のCO2を除去することを
想定する。このアイデアは2009年のインドおよびドイツ
によるLohafex海洋調査プロジェクトによりテストされ
た。Lohafexに限らず、ここで提起された問題はこうし
た地球工学的な活動と現行海洋法とが適合するかど
うかというものだ。UNCLOSでは海洋環境の保護につ
いて詳細な規定が設けられているが、一般的にも、また

鉄散布に関しても、地球工学的手法の許容性について
は述べていない。だが、ごみやその他の物体の海洋投
棄は一般的に禁止されており、この禁止は２つの国際
条約によって具現化された。１つが、1972年に採択さ
れた、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、LC)である。もう１つが、
ロンドン条約の規定を厳格化し詳細化した1996年の
ロンドン議定書である。それらを受けて、2008年10月
には、条約加盟国は科学的調査が適法であるにはロ
ンドン条約および議定書の目的と矛盾してはならず、
商業ベースでの海洋への鉄散布は禁止されることで
合意した。企業が藻類の成長の刺激のために海洋を
肥沃化させ、カーボンクレジット(炭素排出権)7を得る
ことに関しては議論があったが、商業的な鉄散布によ
る肥沃化は禁止することで現在は一致している。

海洋法と気候変動の緩和

結論：海洋法の未来
的分析の出発点でなければならない。この条約の枠組
には国際社会の要求が組み込まれており、その枠組が
ほぼ普遍的な合意を受け、しばしば想定されるより柔
軟で開かれたものであることはこれまでに示されてき
ている。UNCLOSは21世紀の国際法の中で、規範的
な効果を増し続けるだろう。とはいえ、前提となるのは、
海上・海中での新たな問題に関して生じる紛争を協力
して平和的に解決しようとする国家の意思である。 

　気候変動、種の絶滅、過剰漁獲、海洋航海からの圧
力に晒されて、海の憲法である海洋法は無数の難題に
直面している。海洋の自由と、「閉鎖海」という概念に要
約される海洋の領土化との間の緊張関係は現在も継
続している。新たな知識や発展に応じて、適宜既存の
規定を修正することは必要とされるだろうが、それはい
つも海に対する国家管轄権の拡大のリスクと隣合わせ
である。国連海洋法条約(UNCLOS)は、常に全ての法
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　本書はマルタに本拠地を置く、国際海洋研
究所(International Ocean Institute, IOI)が
毎年公刊している"World Ocean Review"初
巻の日本語訳です。キール大学(ドイツ)を中
心とした海洋科学などの研究者により執筆さ
れていますが、社会的側面にも十分に配慮さ
れており、文理のバランスのとれた一般的な読
み物として類書を見ないものです。コロナ禍で
のオンライン会合を通じて、日本語への翻訳を
ご快諾くださった、アントネッラ・ヴァッサーロ
所長(IOI)に心より感謝いたします。
　訳出にあたっては、東京大学公共政策大学
院において２０２１年秋に開講された「海洋科
学技術政策論」の場を主に活用しました。訳
出の読み合わせを通じて議論を重ねた「共訳
者」は、次の受講生有志のみなさんです。荒川
泰行さん(新領域創成科学研究科、第８章)、
大鳥弘雅さん(大学院工学系研究科、第１，７
章)、熊本淳平さん(大学院農学系研究科、第
４，５章)、澤嵜友彦さん(大学院工学系研究
科、第５章)、田嶋智さん(新領域創成科学研
究科、第２，３章)、陳冠智さん(大学院法学政
治学研究科、第10章)、津田一樹さん(大学院
農学系研究科、第６，９章)、片岡悠登さん(教
養学部後期課程、第10章)、樋口湧也さん(大
学院工学系研究科、第７章)、平野智之さん(
経済学部、第８章)、松山聖奈さん(新領域創
成科学研究科、第６章)、和田大志さん(公共
政策大学院、第３章)。さらに最終の校閲段階
では、伊藤広起さん(公共政策大学院)、鳥井

要佑さん(大学院農学系研究科)、林隼佑さん
(大学院工学系研究科)が加わってくれました。
皆の頑張りに改めて謝意を捧げます。
　ゲラは元東京大学公共政策大学院特任准
教授の諏訪達郎企画官(内閣府総合海洋政
策推進事務局)に全体を見ていただいた上で、
各分野第１人者の先生の査読をうけました。
最終的にはヒラマ写真製版の杉内広司さんに
編集いただきました。温かくサポートしてくださ
った、城山英明センター長(東京大学未来ビジ
ョンセンター)、木村伸吾機構長(東京大学海
洋アライアンス連携研究機構)始め東京大学
海洋アライアンス海洋学際教育プログラムの
スタッフの皆様、日本財団及び日本海洋政策
学会のご支援に感謝申し上げます。

　イタリアに次のような警句があるそうです。
"Traduttore, traditore(翻訳者は裏切り者)"
――翻訳が原文の真意を伝えきれない必然
のために、翻訳者には原作者を裏切る運命が
待っている。「裏切り」の汚名をそそぎ、本書が
海洋リテラシー向上に貢献できるとすれば、
皆様のご尽力の賜物です。なお原著公刊の
２０１０年からは、海洋科学技術は長足の進
歩を遂げており希求される政策も変容してい
ます。海と社会との関係は今後ますます問わ
れることになるでしょう。２０２１年から始まっ
た「国連海洋科学の１０年」で、本書を叩き台
に日本語版の改訂が今後重ねられることを
期待してやみません。
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東京大学公共政策大学院

共訳者を代表して　山口 健介
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