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ブルーカーボンとは

「ブルーカーボン」 Nellemannら（2009）

「ブルーカーボン」は海洋の「グリーンカーボン」＋α
グリーンカーボン：光合成を通じて「植物に吸収されたCO2」に由来する炭素

CO2 CO2CO2

OC
OC
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「ブルーカーボン生態系」
海草藻場（アマモ場）、塩生湿地、マングローブ林

ブルーカーボンによるCO2吸収
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(4) 堆積物中に埋没した炭素

その他の炭酸塩
（貝殻、骨など）

（１）大気中のCO2と海水中のCO2の交換

海洋植物による
“隔離”

石灰化生物
による溶存
CO2の排出

Hori et al（2018）を改訂

“吸収”

ブルーカーボンによるCO2吸収

(5)深海輸送

バイオマスが
貯蔵源ではない
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・ホンダワラ属藻類の年間純生産量
の10％以上がブルーカーボンとし
て貯留されると考えられる

・海藻も吸収源として貢献している

海藻のブルーカーボン：
深海への輸送

ブルーカーボンによるCO2吸収

深海へ
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国連等における海洋での気候変動対策の骨子

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

（Hoegh-Guldberg 2019）7



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）

ブルーカーボンによるCO2吸収
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（肉食を減らそう：国連気候変動パネルから食の改善への提言）

肉を全く食べない

肉を月に1回だけ

野菜を多く、肉は
少な目

CO2の排出緩和の程度

森林

牧草地

ブルーカーボンによるCO2吸収
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（ブルーフードの環境配慮への性能）

ブルーカーボンによるCO2吸収

可食部１トンあたりのCO2排出量（㎏CO2et-1) 可食部１トンあたりのCO2排出量（㎏CO2et-1)

（ブルーフードの環境配慮の性能）
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食糧生産・レクリエーションの機能 CO2吸収源としての機能

トレードオフなく、淡水を使わず、食料生産可能

ブルーカーボンによるCO2吸収

BCの強み：藻場のコベネフィット

生物多様性保全
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US Department of Energy
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https://www.alliedmarketresearch.com/seaweed-market

ブルーカーボンによるCO2吸収

成長する世界の海藻市場

食料 増粘剤 肥料 家畜
飼料

その他

欧米を中心にさらに
加速（FAO 2022）

→ 医薬品
プラスチック
燃料
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ブルーカーボンによるCO2吸収

革新的環境イノベーション戦略 令和2年1月より抜粋

ブルーカーボンをめぐる国内の動向

14



ブルーカーボンによるCO2吸収

みどりの食料システム戦略：農林水産省（令和３年５月）
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ブルーカーボンによるCO2吸収

田村(2021）
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IPCCガイドラインに基づく暫定的な計算値

吸収係数
(t-CO2/ ha / 年)
平均値 最大値

海草（アマモ） 4.9 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

吸収量 ＝“CO2吸収係数”×“活動量”

IPCC湿地ガイドライン（2013）

ブルーカーボンによるCO2吸収

国内を対象とした文献からの試算値
（桑江ほか2019）
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【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）

農林水産分野におけるブルーカーボン

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、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
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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

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
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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

すべての海藻・海草を対象に

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
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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

インベントリだけでなく、地先での活動や漁業活動・産業活動の
算定も想定

養殖対象種

ブルーカーボンによるCO2吸収

海藻養殖を気候変動の緩和及び適応策に
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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】

ブルーカーボンによるCO2吸収

IPCCガイドラインに準拠した日本独自の算定手法（Tier 3）

(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）
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ブルーカーボンによるCO2吸収

海草類：6タイプ アマモ型、タチアマモ型、スガモ型、亜熱帯小型、亜熱帯中型、亜熱帯大
型

冷温帯性コンブ類：2タイ
プ

マコンブ型、ナガコンブ型

暖温帯性コンブ類：3タイ
プ

アラメ型、カジメ型、ワカメ型

ガラモ類：2タイプ 温帯性ホンダワラ型、亜熱帯性ホンダワラ型
小型海藻類：4タイプ 緑藻類、紅藻類、褐藻類、サンゴ藻類
海藻養殖：4タイプ コンブ類養殖、ガラモ類養殖、ノリ養殖、ワカメ養殖

吸収係数
・全国の海草・海藻藻場を評価するための藻場タイプすべてのパラメータが確定、計算可能に

21タイプ×9海域の吸収係数
（2022年度末に藻場タイプ別面積と併せて、公開予定） 24



ブルーカーボンによるCO2吸収

IPCCガイドラインに準拠した日本独自の算定手法（Tier 3）

堀（2022）

⇒ Jブルークレジットにも反映

天然藻場
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ブルーカーボンによるCO2吸収

IPCCガイドラインに準拠した日本独自の算定手法（Tier 3）

堀（2022）

海藻養殖
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ブルーカーボンによるCO2吸収

27


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	ブルーカーボン分野ですすむ取り組み

