メキシコ湾原油流出事故：
深海でプルームが発生
Oil cruise finds deep-sea plume
Mark Schrope
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Nature 記者が調査船「ペリカン号」に乗り込み、
メキシコ湾原油流出事故現場付近の海洋汚染の現状を報告する。
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流出した原油が海洋化学に及ぼす影響を調
査する研究者たち。左から順に Matt Lowe、
Vernon Asper、Andy Gossett。

査をしていたころ、BP 社は EPA から許
可を得て、海底で試験的に 10 万リットル
以上の分散剤を散布していたのだ。
ジョージア大学（米国アセンズ）の
生 物 地 質 化 学 者 Samantha Joye は、
NIUST のチームと協力してプルームか
ら採取した液体を分析する予定である。
彼女は、「分散剤により分解された原油
であっても、そのままの原油であっても、
環境に大きな影響を及ぼすことに変わり
はありません」という。
5 月中旬時点では、沿岸に漂着する油
はほとんど見られず、沿岸の生態系の被
キサス A&M 大学（米国コーパスクリス
ティ）の海洋生物学者 Thomas Shirley
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に長さ約 45 キロメートル、幅約 10 キ

BP 社のスポークスマンである Andrew

化合物は、商業的に重要な魚やそれに捕

ロメートルにわたって広がっていた（次

Gowers が、「私どもはまだその確証を

食されるものなど、海面付近の生物を脅

ページの地図を参照）
。また、以前にサ

得ておりませんが、門外漢である私が思

かす可能性がある。また、海中のプルー

ンプルを採取したポイントに戻って再び

うに、油は水よりも軽いので、海面に上

ムに含まれている有毒な化合物は、深海

調査を行ったところ、プルームは移動し

がってくるのではないでしょうか？」と

のサンゴやその他の生物に影響を及ぼす

ているものの、基本的に深海にとどまっ

回答している。

おそれがある。

ており、海底から 100 メートルの高さ
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ワシントン D.C. を拠点とする自然保護

復するには数か月から数年かかるかもし

であったことを裏付ける証拠となる（後

団体「オセアナ」の環境化学者 Jeffrey
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された）。
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プルーム発見のニュースは、NIUST

面より下で、こうしたプルームを形成す

深海に沈んでいく流れも妨げるため、深

のチームがペリカン号の船上にいるうち
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かです」と Shirley はいう。「けれども、
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害も最小限ですんでいる。しかし、テ

Shirley は、深海で拡散する原油の影
響の大きさが明らかになるにつれ、坑口
装置から噴出する原油の量を正確に評価
することがますます重要になるだろうと

石油掘削基地「ディープウォーター・ホライズン」の爆
発事故により、油井から流出した原油は海面を拡散し
続けている。海中では、以前はみられなかったプルーム
が南西方向に広がっている。
（2010 年 5 月中旬時点）

いう。米国沿岸警備隊の公式な見積もり

ガルフポート

では、その量は 1 日当たり 80 万リット

ブルトン湾

グループがこの数字を疑問視している。
テレボン湾

ルームは、真の流出量が公式の見積もり
よりはるかに多いことを裏付ける新たな

モービル ミルトン
フリーポート
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ルということになっているが、多くの
Short は、 今 回 見 つ か っ た 海 面 下 の プ

油井から伸びているパイプにチューブを
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証拠になる可能性があるという。

挿入することに成功したと報告した。こ
のチューブは、1 日当たり約 32 万リッ
トルの原油を吸い出しているという。原
油が流出している油井と別の穴を掘削し
て、その流出を止めるには数か月かかる
とみられる。そのため、BP 社はこのほか
にも、漏れ出してくる原油の吸い出しや、
油井をふさぐなどの対策を続けている。
5 月 14 日、調査チームの全員が「ペ
リカン号」の調理室に集まり、オバマ大
統領の記者会見を見守った。大統領は、

原油流出による損害に対して BP 社が最

「メキシコ湾沖での石油採掘が米国のエ

この見積もりは理にかなっており、原油

終的に負うべき法的責任は、流出の規模

ネルギー政策全体に対して重要な役割を

流出のペースがより厳密に明らかになっ

に比例するものになるだろうと、Short

果たしていることに変わりはないが、新

ても、対応戦略は変わらないだろうと述

は言い足す。
「この種の事故では、昔か

規の採掘は凍結する」と語った。Short

べている。これに対して一部の研究者は、

らそれが原則になっているからです」
。

は、石油採掘を巡る議論には、石油がも

NOAA の 局 長 Jane Lubchenco は、

てんびん

たらす利益と環境に及ぼす悪影響を天秤

原油流出の真の規模を明らかにすること

オバマ政権は BP 社に対して 5 月 14

は、原油が生物に及ぼす影響の全貌を解

日付で書簡を送り、同社の損害賠償計画

明するためにも、また分散剤の大量投入

を明確化するよう要請したほか、同社に

「石油採掘が環境に及ぼす悪影響が予想

が最良の選択肢であるかどうかを判断す

は汚染除去にかかった費用と経済的な損

より１桁大きいことになれば、議論の成

るためにも、不可欠であると感じている。

失のすべてを負担する責任があることを

り行きを左右する要素になるでしょう」

ぜんぼう

にかけているところがあると説明する。

「私は、原油の流出量を明らかにするこ

繰り返し指摘した。BP 社のあるスポー

と彼はいう。「BP 社も、そこに注目して

とは非常に重要だと思います」と Shirley

クスマンは、このプルームの潜在的意味

いると思います」。

はいう。
「私は BP 社の手元にあるすべて

についてコメントすることを拒んだ。



のビデオを提供するように要請し、協力

海底での原油の噴出も、石油採掘に関

して解析を行い、できるだけ多くのデー

する米国内の政治的議論も、当分続くこ

タを提供できるようにするつもりです」
。

とになるだろう。BP 社は 5 月 16 日に、
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（翻訳：三枝小夜子）

ペリカン号のミッションの詳細についてさらに知りたい
方は、http://go.nature.com/TBKWnY を参照。

Vol. 7 | No. 8 | August 2010

