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国際動向：
国連等における海洋での気候変動対策の骨子

Ocean High Level Panel （国連に参加する海洋国の首脳陣による決議）において採択された、
海洋で実施可能な気候変動の緩和と持続可能な海洋経済の発展に向けた活動例。５つのアク
ションに注目が集まっている。日本も本提案に参画している。2019年9月

１．再生可能エネルギー
２．海上輸送の脱炭素化

３．ブルーカーボンの活用
４．水産業の活用・脱炭素化

５．海底へのCO2直接埋没

（堀 2020, 月刊アクアネット）



海洋における気候変動の緩和と持続可能な海洋経済の発展に向けた５つのアクション。最
大で2050年での目標への貢献（目標達成に必要なCO2削減量）の25%に到達可能。そのな
かでも、2030年までは即効性のあるブルーカーボン（海草・海藻藻場・海藻養殖・マング
ローブ・塩生湿地）による吸収源構築、水産業の活用へ大きな期待がある。

海洋での気候変動対策の領域 2030年での緩和試算値
（GtCO2E/年）

2050年での緩和試算
値GtCO2E/年）

１．再生可能エネルギー 0.18-0.25 0.76-5.40

２．海上輸送 0.24-0.47 0.9-1.80

３．沿岸海洋生態系・海藻養殖
（ブルーカーボンによる吸収）

0.32-0.89 0.50-1.38

４．漁業・養殖・食料源の転換 0.34-0.94 0.48-1.24

５．炭素の海底埋没 0.25-1.00 0.50-2.00

総計 1.32-3.54 3.14-11.82

1.5℃上昇シナリオへの寄与率 4-12% 6-21%
2℃上昇シナリオへの寄与率 7-19% 7-25%

国際動向：海洋で取り組まれる５つの気候変動対策

（堀 2020, 月刊アクアネット）



Norway



2011
横浜市ブルーカーボン・
オフセット事業

ブルーカーボンをめぐる国内の動向

・2017年ブルーカーボン研究会
（民間主体、事務局：WAVE・SCOPE）

・2019年「地球温暖化防止に貢献する
ブルーカーボンの役割に関する検討会」

（政府主体、事務局：国土交通省港湾局）

・2020年ジャパンブルーエコノミー（ＪＢＥ）技術研究組合の設立

・2009年～2013年
港湾におけるブルーカーボンを
利用したCO2吸収源拡大のため
のCO2吸収量計測手法の確立

藻場・干潟等の炭素吸
収源評価と吸収機能向
上技術の開発

国交省・港空研農水省・水研

2020 福岡市ブルー
カーボン・オフセット
事業



農林水産分野におけるブルーカーボン
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農林水産分野におけるブルーカーボン



現在の全国のブルーカーボン吸収量見込み

吸収係数
(t-CO2/ ha / 年)

平均値 最大値
海草 5.8 33.4
ガラモ場 2.7 5.1
コンブ場 10.3 36.0
アラメ場 4.2 7.9
マングロー
ブ

68.5 68.5

湿地・干潟 2.6 2.6

総面積: 28.3 ×104 ha吸収量＝“CO2吸収係数”×“活動量（面積）”
IPCC湿地ガイドライン（2013）

ブルーカーボンによるCO2吸収



大気から吸収されたCO2の貯留プロセス

貯留1：堆積作用

貯留3：深海輸送
貯留2：難分解性
の粒子状有機炭素

ブルーカーボンによるCO2吸収

各藻場タイプに
よるCO2吸収量
（貯留量）

＝ ×

藻場の植物によって隔離された
大気中CO2のうち、分解されず
に貯留される割合

藻場の植物が、一次生産として
有機炭素化した大気中CO2量

吸収係数 ＝ CO2隔離量 × 残存率

面積
（活動量）吸収係数

【モデルの概要】

吸収過程：一次生産による
大気からのCO2隔離
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全国のブルーカーボン吸収量見込み
ブルーカーボンによるCO2吸収

ただし、藻場は計算可能な種類のみ、
評価できていない藻場が多く残る

（2019年度の試算）



【令和2年度 農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究】

農林水産技術会議事務局：
「脱炭素・環境対応プロジェクト」

大課題名：「農林水産分野における炭素吸収源
対策技術の開発」

課題名：「ブルーカーボンの評価手法及び
効率的藻場形成・拡大技術の開発」

研究代表者：堀 正和
水産研究・教育機構 水産資源研究所

(農・林・水）

（水産）

参画機関：水産研究・教育機構 水産資源研究所/水産技術研究所
港湾空港技術研究所、北海道大学、東京大学、広島大学、岩
手医科大学、鹿児島県、徳島県、千葉県、新潟県、山川町漁
業協同組合
（次年度より）京都府、神奈川県、愛媛県、岩手県

ブルーカーボンによるCO2吸収



実用化・普及の波及効果・国民生活等への貢献
ブルーカーボン生態系の維持・回復により、
・沿岸生態系機能の回復・向上（藻場・干潟ビジョンへの貢献）
・カーボンニュートラルによる持続可能な水産業の構築（SDGsへの貢献）
・パリ協定への貢献、気候変動緩和・適応策の推進

プロ研「ブルーカーボン」研究開発の背景

令和元年６月閣議決定
「パリ協定に基づく成長
戦略としての長期戦略」
・「脱炭素社会」の実現
・2050年までに80%の温室効
果ガスの排出削減を目指す

パリ協定：気温上昇1.5℃以下の努力目標に向けて

国際基準（IPCC湿地ガイドライン）
に則った手法・評価

日本政府のGHGインベントリ報告書への
ブルーカーボン生態系の新規登録

ブルーカーボンの評価手法及び
効率的藻場形成・拡大技術の開発

令和２年10月：
2050年にゼロ・エミッ

ションへ
（EU・USと同じ）

ブルーカーボンによるCO2吸収



研究開発の内容

１．藻場タイプ別の吸収係数評価モデルの開発と
二酸化炭素吸収量の全国評価

全国の藻場分布を構成種タイプ別に分類し、ブルーカーボン貯留量の算定
に必須な藻場タイプ別の精緻な吸収係数評価モデルを開発する。この評価
モデルと面積評価手法を用い、ブルーカーボン貯留量の全国評価を実施

研究実施期間：令和２年度～令和６年度（5年間）

吸収源評価手法の構築、藻場の維持・拡大技術、海藻養殖技術の高度化

２．ブルーカーボンの増強技術の開発
各海域の藻場の減衰要因に対応した効果的な対策技術を開発し、藻場面積
の活動量を増加させる技術開発を行う。各海域でブルーカーボン生態系を
拡大させて、二酸化炭素吸収機能と生態系保全機能を両立させる技術開発

ブルーカーボンによるCO2吸収



【研究開発の目的と達成目標】

ブルーカーボンによるCO2吸収



プロジェクトの課題：評価値の精緻化かつ簡便化

・海草藻場(アマモ場）

・海藻藻場（ガラモ場）
（コンブ場）
（アラメ場）

・マングローブ

・干潟（塩生湿地）

機能・地域別藻場タイプ
海草Bタイプ・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

現在のBC生態系の分類

どんな藻場でも評価できるようにする！
最も単純な評価 様々な活動量を詳細に評価

ブルーカーボンによるCO2吸収



新たに解明されたブルーカーボン貯留プロセス

(1) 堆積作用

(3) 深海輸送(2) 難分解性粒子状
有機炭素（RPOC）

(4) 難分解性溶存態
有機炭素（RDOC）

海草・海藻は成長する過程で難分解性の溶存態物質を放出している！

ブルーカーボンによるCO2吸収



18: コンブ類養殖
19: ワカメ類養殖
20: ノリ類養殖
21: ガラモ類養殖

地先での活動や漁業活動・産業活動も試算可能に

養殖対象種

ブルーカーボンによるCO2吸収

大型藻類（コンブ、ワカメ、ホンダワラ、ノリ等）の養殖を
気候変動の緩和及び適応対策に利用



【研究開発の目的と達成目標】



ブルーカーボン研究会（2018）資料より抜粋



農林水産分野におけるブルーカーボン

革新的環境イノベーション戦略 令和2年1月より抜粋今後の展開





• 材料工学・物質化学への発展
⇒海藻・海草由来の機能性物質の探索

• バイオマス活用
⇒食用以外の海藻産業への発展
⇒海草・海藻の特性に見合った利用

• 大規模な海面養殖システムの開発
⇒港湾、風力発電など、海上・海中構造物との共

存システム（3次元利用）
⇒大規模養殖体制の技術開発

これから必要となる取り組み
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