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は じ め に

本報告書は、競艇公益資金による日本財団の平成９年度補助事業として実施した「外洋におけ

る油流出事故対策に関する調査研究」事業の成果をとりまとめたものである。

平成９年１月に日本海で発生したナホトカ号からの重油流出事故を契機に、大規模油流出事故

対応への関心が高まっている。

とりわけ今回の事故は荒天時に起ったため、流出油に対する対応は困難を極め、大量の油が海

岸に漂着して大きな問題となった。

当財団では、かねてよりこのような事態に対する危惧の念とその対策についての強い関心を抱

いており、日本財団の補助事業「大規模油流出事故対応の防除技術・資機材の研究開発」を始め、

いくつかの調査・研究を行って来ている。

本事業は前記の事情を勘案して、外洋での油流出事故について、特に荒天時にも対応出来るよ

うな最適防除資機材の整備並びに運用システムを策定する事を前提として、外国も含めて、事例

・資機材・研究開発動向等の調査を行い、適切な運用や必要な研究開発方針について検討した。

これと並行して、前記研究開発で開発・製作した流出油拡散漂流シミュレーションシステムを、

油の風化に関する新しい知見を導入し、また新しく対馬海域を加え、且つ現在のハード・ソフト

環境に適合するような形で、改良を加えた。

その結果、外洋における大規模油流出事故に対する対応・制度・防除技術・資機材・訓練等に

ついて多くの有益な資料を得る事が出来た。

本報告書はまた同時にこれらに関する将来の研究開発についても展望している。

本事業は、東京大学名誉教授 元良誠三氏を委員長とする「外洋における油流出事故対策の調

査研究委員会」の各委員の熱心なご審議による他、運輸省のご指導及び芙蓉海洋開発株式会社、

新日本気象海洋株式会社をはじめ、多くの方々のご協力により実施されたものであり、これらの

方々に対して心から感謝の意を表する次第である。

平成１０年３月

財団法人シップ・アンド・オーシャン財団

会 長 今 市 憲 作
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1. 事業の概要

1.1 事業の目的

平成９年１月２日に、日本海で発生したロシアタンカー「ナホトカ号」からの大量油流出事故

の対応で明らかなように、外洋域における油流出事故対策は難しい面も多く、以前にまして早急

な対応が重要視されてきている。

大量の油が流出した場合の対策としては、海上保安庁、海上災害防止センター、石油連盟等が

それぞれ、油回収船、オイルフェンス等の油防除資機材を配置しているが、いずれも平穏な海域

での適用を念頭におくものが多い。従って現在の体制では、冬場の日本海等の厳しい自然条件下

においては流出油の回収は困難であり、流出油の沿岸漂着によって被害が環境問題や水産資源へ

の影響など、社会問題を引き起こすことが考えられる。

油の大量消費国であり、近海を多くのタンカーが航行する我が国が、油流出事故の対策につい

て積極的に取り組み、根本的な対策を打ち出すことは、地球環境保全の観点からも、また、国際

貢献の観点からも石油依存度が高い我が国の責務でもある。

以上のことから、外洋等の荒れた海域でも速やかに油回収処理ができるような最適防除資機材

及びそれらの運用システムを策定するための調査研究を実施するものである。

1.2 事業の実施内容

1.2.1 委員会の開催

(1)委員会

開催日及び主な審議内容

○第１回 平成 ９ 年 ６ 月３０日（月）

・平成９年度事業計画

・平成９年度事業実施計画（案）

○第２回 平成 ９ 年 ９ 月２４日（水）

・国際専門家会議報告

・「外洋における油流出事故対策の調査研究」経過報告

○第３回 平成 ９ 年１２月１６日（火）

・「外洋における油流出事故対策の調査研究」経過報告

・海外出張報告

○第４回 平成 ９ 年 ６ 月３０日（月）

・「外洋における油流出事故対策の調査研究」事業報告書
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1.2.2 実施内容

本調査研究の概要を以下に示す。またそのフローを に示す。図１－２－１

本調査研究では、(1)及び(2)の調査並びに(3)のシミュレーション研究を実施し、(4)の項目で

これらを総合的にとりまとめ、今後の研究開発への提言を行うものである。

(1)及び(2)の調査については、文献調査とヒアリングから情報を収集し、とりまとめる。文献

調査については、JICST等による文献検索、既存資料、関連文献からの引用等により、関連資料を

取り集め、調査研究の基礎資料とする。ヒアリング調査については、専門家、研究機関、等を対

象とし、国内に加え、欧米諸国の調査も実施する。

(3)の流出油拡散漂流のシミュレーション研究においては、風化モデルの改良を行い、これとと

もに拡散漂流予測プログラムをパーソナル・コンピュータに移植する。また、予測対象海域の流

動データベースを追加する。

(1)油流出事故例の調査

①近年の重大油流出事故例

②代表的油流出事故

(2)防除体制及び防除資機材の調査

①防除体制

②防除資機材

③防除資機材の配備状況

④防除資機材の運用方法

⑤研究開発動向

(3)流出油拡散漂流シミュレーションの研究

①風化モデルのプログラムの改良

②パソコンへの漂流予測プログラム移植

③対象海域の流動データベースの追加

④流出油拡散シミュレーションの検証

(4)まとめと提言

①調査研究のまとめ

②今後の研究・開発に対する提言
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(1)「油流出事故例の調査」 (3)「流出油拡散漂流シミュレ

ーションの研究」過去に発生した主な油流出事故

例について調査する。 流出油拡散漂流予測シミュレ

ーションモデルを改良して、気

・発生状況 象・海象、油の性状変化等を考

・対応 慮した油の拡散漂流シミュレー

・被害／回復状況 ションを実施する。

文献調査・ヒアリング調査 ・風化モデルプログラム

の改良

・パソコンへの漂流予測

プログラム移植

・パソコンへの風化モデ

ルプログラム移植(2)「防除体制及び防除資機材の

・対象海域の流動データ調査」

内外における防除体制及び防除 ベースの追加

資機材等について調査する。

対象海域：

・防除体制 土佐・紀伊水道

・防除資機材 相模湾・伊豆大島

・資機材配備状況 対馬近海

・資機材運用方法

・研究・開発動向

文献調査・ヒアリング調査

(4)「まとめと提言」

調査研究結果についてまとめ、外洋における油流出事故に対する気象・海

象に対応した最適防除資機材及びその運用システム及び今後実施すべき研究

開発について提言する。

・調査研究のまとめ

・今後の研究・開発に対する提言

図１－２－１ 調査研究のフロー図
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2. 油流出事故例の調査

2.1 主な油流出事故例

油流出事故については、国内外に多くの事例がある。本調査研究では外洋域を対象として、国

内外における主な油流出事故に関して発生場所、油流出量、事故原因等について調査した。調査

結果を 。流出油種は原油が多く、事故はタンカーによるものが圧倒的に多い。表２－１－１に示す

また、事故原因については座礁と衝突がその大部分を占めている。

本調査研究は、我が国における外洋での油流出事故の対応策の検討が主であるため、この研究

に適する事例を の中から抽出するものとした。抽出にあたっては、大規模であり、表２－１－１

事故への対応がその後の防除計画、体制、法律などに大きな影響を与えた事例を選ぶものとした。

表中、Exxon Valdez号事故は、当時、油濁損害に対する包括的法律のなかったアメリカにおい

て、防除費用や油濁損害の規模において大きな反響を呼び、事故後約17ヶ月にして「1990年米国

油濁法」（OPA'90：Oil Pollution Act of 1990）の制定という結果をもたらした。

Arisan号事故は、1972年に国家汚染管理局（SFT： ）が設置State Pollution Control Authority

されてから、大規模な流出事故をあまり経験していないノルウェーに、総合性の高い油流出事故

対応システムを築き上げる機会となった。

Sea Empress号事故は、近年において外洋域で発生した事故の中で大規模なもののひとつである。

この事故においては、速やかな分散処理剤の散布が実施された。事故当初における120,000～140,

000ｔのエマルジョン化した油がサウスウェールズの海岸線を汚染する可能性が考えられたが、分

散処理剤の散布と機械式回収により、その10％程度に抑えられ（Lunel, 1997）、初期対応におい

て分散処理剤を散布することの意義がはっきりと証明された事例であった。

Nakhodka号事故は、周知の通り荒天時の日本海で発生した大規模油流出事故であり、防除対応

体制、資機材とその運用方法、および人員確保や安全衛生面等、我が国の流出油緊急防災計画に

多くの教訓を残した。この事故を受けて1997年１月20日、内閣官房長官主宰の「ナホトカ号流出

油災害対策関係閣僚会議」が設置され、さらにこの関係閣僚会議の下には「大規模油流出事故へ

の即応体制プロジェクトチーム」が設置され即応体制の検討がなされた。

ここでは、上記４事故（表２－１－１のシェーディング部に対応、事故発生位置については、

参照）を本調査研究の目的に整合する典型的な事例としてとらえ、これらの事故の図２－１－１

概要を次節に記す。
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表２－１－１ 外洋における主要油流出事故

流出量
発生日 船舶／事故名 事故発生地域 事故原因 流出油種

(1000 kL)

1967.03.18 Torrey Canyon ｲｷﾞﾘｽ ﾗﾝｽﾞｴﾝﾄﾞ沖 座礁 93 原油

1970.02.04 Arrow ｶﾅﾀﾞ ﾉﾊﾞｽｺﾁｱ沖 座礁 10 重油

1971.11.30 Juliana 新潟沖 座礁 7.2 原油

1974.08.09 Metula マゼラン海峡 座礁 52 原油

1975.01.06 祥和丸 ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ･ﾛｯｸ 座礁 3～3.6 原油

1975.01.10 British Ambassador 硫黄島沖 沈没 54 原油

1976.12.21 Argo Merchant ボストン沖 座礁 30 重油

1976.12.27 Olympic Games フィラデルフィア沖 座礁 0.53 原油

1978.03.16 Amoco Cadiz ブルターニュ沖 座礁 260 原油

1979.06.03 Ixtoc油田 メキシコ沖 爆発 530 原油

1979.07.19 Atlantic Emp. ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺ沖 衝突 185 原油
／Aegean Cap.

1979.11.01 Burmah Agate ガルベストン沖 衝突 41 原油

1979.11.15 Independenta ボスポラス海峡 火災、衝突 110 原油

1980.03.07 Tanio ブルターニュ沖 破損 12 原油

1983.08.06 Castillo de Bellver 南アフリカ沖 座礁 297 原油

1988.07.06 Piper Alpha油田 北海、アバディーン 爆発、火災 0.16～0.5 原油

1989.03.24 Exxon Valdez アラスカ、PWS 座礁 41 原油

1989.06.23 World Prodigy ロードアイランド沖 座礁 1.1 軽油

1989.12.19 Khark 5 ﾓﾛｯｺ沖、ｶﾅﾘｱ諸島 火災、爆発 75.7 原油

1990.01.24 Maritime Gardenia 丹後半島、経ヶ岬沖 座礁 0.92 重油

1990.02.07 A. Trader カリフォルニア沖 破損 1.0 原油

1990.06.09 Mega Borg ガルベストン沖 爆発、火災 19 原油

1991.04.10 Agip Abruzzo イタリア、ﾘﾎﾞﾙﾉ沖 衝突 3.0 原油

1991.04.11 Haven イタリア、ｼﾞｪﾉﾊﾞ沖 爆発、火災 23 原油

1991.05.28 ABT Summer アンゴラ沖 爆発、火災 60 原油

1991.07.21 Kirki ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾊﾟｰｽ沖 破損 20 原油

1991.07.22 天津丸 カナダ、ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ沖 衝突 0.3 Ｃ重油

1992.01.12 Arisan ﾉﾙｳｪｰ、ルンド北西 座礁 0.2 重油

1992.04.16 Katina P モザンビーク沖 座礁 60 原油

1992.09.19 Nagasaki Spirit スマトラ島ベラ湾沖 衝突 13 原油

1992.12.03 Aegean Sea スペイン北西岸沖 座礁 73 原油

1993.01.05 Braer ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ島南西端沖 座礁 85 原油

1993.01.21 Maersk Navigator スマトラ島北西端沖 衝突 25 原油

（出典：海上防災ハンドブック、1996年、海上災害防止センター、海上防災事業者協会

第16回海洋工学パネル、1997年、海洋工学連絡会）
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表２－１－１ 外洋における主要油流出事故（続き）

流出量
発生日 船舶／事故名 事故発生地域 事故原因 流出油種

(1000 kL)

1993.05.31 泰光丸 福島県塩屋崎沖 衝突 0.52 Ｃ重油

1993.06.03 British Trent ﾍﾞﾙｷﾞｰ、ｵｰｽﾃﾝﾄﾞ沖 衝突 3～6 ガソリン

1993.07.23 遼洋丸 下田市、爪木崎沖 衝突 0.5 重軽質油

1993.10.03 Keum Dong No.5 韓国、南岸沖 衝突 1.1 Ｃ重油

1994.03.13 Nassia ボスポラス海峡 衝突、火災 30 原油

1994.03.30 Seki フジャイラ首長国沖 衝突 16 原油

1994.10.21 Thanassis A フィリピン西方沖 破損 25 重油

1994.12.12 Asenian Harmony ﾄﾙｺ、ﾀﾞｰﾀﾞﾈﾙｽ海峡 衝突 25 軽質油

1995.07.23 Sea Prince 麗水港沖所里島周辺 座礁 96 原油

1995.09.03 宣洋丸 周防灘 衝突 0.1 Ｃ重油

1996.01.19 Scandia ﾌﾞﾛｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞ海峡 火災 2.6 燃料油

1996.02.15 Sea Empress ﾐﾙﾌｫｰﾄﾞ･ﾍﾌﾞﾝ入口 座礁 50～70 原油

1997.01.02 Nakhodka 日本海､隠岐諸島北東 沈没 6.24 Ｃ重油

（出典：海上防災ハンドブック、1996年、海上災害防止センター、海上防災事業者協会

第16回海洋工学パネル、1997年、海洋工学連絡会）

図２－１－１ 本調査研究で抽出した油流出事故４例の発生位置

1989.3.24
Exxon Valdez
41,000kL
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×
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86,400kL
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0.2kL
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2.2 主な油流出事故の概要

2.2.1 Exxon Valdez号油流出事故

(1)発生状況

1989年３月24日、Alaska North Slope(ANS)原油を積んだ全長約300mの「Exxon Valdez号」が、

アラスカのプリンス・ウィリアム湾のブライリーフで座礁した。この事故で、約36,000トン

（約41,000kL）のANS原油が海上に流出した。

(2)対応

初期の対応作業は、Alaska Pipeline Service Companyとこれにより通報を受けた米国沿岸警

備隊（USC:GUnited States Coast Guard）によって実施された。次いで現場に到着したExxon社

の社員は、USCGの FOSC:Federal On-Scene Coordinator）の指揮の下で、残存連邦現場責任者（

原油の抜き取り、流出油に敏感な区域の特定・保護、海上からの流出油除去、海岸線からの油

の除去の４項目を優先任務として対応作業にあたった。

しかしながら、海上における油回収装置等の機械装置は、その台船として使用する予定のは

しけが修理中のため、初期の数日間は大半が使用できず、機械装置による機械的防除・回収は

ほとんどできなかった。また、この状況で海上対応に関して残された唯一実用的な方法は、分

散処理剤の空中散布であったが、現地のFOSCが州政府機関と漁業従事者等、民間のグループ等

多くの利害関係者に対して、分散処理剤の有効機能立証実験の実施を決定したため、分散処理

剤使用の機会を逃した。これにより、海上における防除作業設備はほとんど有効に活用されず、

海上で回収されたのは、油回収装置による回収、約9400ｔ（油含有率約25％のエマルジョン）

でしかなかった。なお、沿岸海域への大規模な被害が予想されたため、特に敏感な地域として

鮭の孵化場をオイルフェンス等により保護した。

油がプリンス・ウィリアム湾とアラスカ湾の海岸線に到達した後、Exxon社、政府および現地

グループの手により海岸線の洗浄が行われた。プリンス・ウィリアム湾外部の海岸線汚染は軽

度であったため、シャベル、バケツ等を用いた手作業により除去できた。しかしながら、プリ

ンス・ウィリアム湾内の汚染は深刻で、海岸線は油除去のための洗浄が必要であった。このた

め海岸線に付着した油は、冷水や高温水により入江に洗い流された後、オイルフェンスで包囲

され、油回収装置による回収後、分離と処理に回された。

(3)被害状況及び回復状況

事故による油の流出量が世界の大規模油流出事故の中では比較的少なかったにも関わらず、

海上における対応が不十分なことにより、海岸線への影響が極めて大きい事故であった。

特に上記のように分散処理剤の有効機能立証実験の要求により、分散処理剤の使用が遅れ、

この間に天候が悪化し、暴風雨と高い波によって油をエマルジョン化し、プリンス・ウィリア

ム湾とアラスカ湾の広い範囲（約2000km）にわたって、海岸線に汚染が及んだ。

また、海岸線洗浄に際し、高温・高圧水を使用したことにより、潮間帯生物や海中の油分解

性菌の死亡、あるいは活性低下という防除作業による二次的被害が発生した。

海岸洗浄作業が終了した後の1989年から1990年にかけての冬季に、当該海域海岸線の油量が

急激に減少していったことが、プリンス・ウィリアム湾内の16ヶ所の監視場所で収集されたデ

ータから明らかになった。この自然浄化は、当初、冬季の暴風雨による波動作用の効果である
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と思われていたが、海況の静穏な区域においても同様に油が除去されていることがわかった

（Lessard , 1997）。この原因は、粘土等微細な鉱物粒子と油中の極性を持った成分との間の

相互作用が、海面上及び海面下の油の移動と除去を促進し、重要な役割を果たしているためで

あるということが後の研究でわかり、海岸線における自然浄化に対する新しい認識をもたらし

た（Jahns et al., 1991）。

また、栄養塩を散布することにより油分解微生物が活性化し、自然の回復能力に比べて数倍

速く回復することがわかった。
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2.2.2 Sea Empress号油流出事故

(1)発生状況

1996年２月15日、原油タンカー「Sea Empress号」がウェスト・ウェールズのミルフォード・

ヘブン付近で座礁した。同船舶は、右舷船殻を損傷、積載していたフォーティーズ・ブレンド

原油131,000ｔのうち72,000ｔと重質重油480t（合計推定約86,400kL）が流出した。

(2)防除対応

イギリス政府の海洋汚染防止局（MPCU:Marine Pollution Control Unit）への連絡は、沿岸

警備隊海難救助調整センター（MRCC:Marine Rescue Co-ordination Center）を通じて行われた。

セスナ404が通報後30分以内に出発し、サザンプトンにあるMPCUの代表者を集めるとともに、分

散処理剤散布機のDC3型が出動態勢に入った。

この事故では、Texaco社が責任を負い、地元での対応を組織した。同時にサザンプトンを本

拠地とするOil Spill Response Limitedの出動も決定された。

上げ潮により、流出油（初期推定流出量約2000 ）は、ミルフォード・ヘブンへ流れ、さらâ

に農漁業食料省指定の排除区域（海岸線から1000m以内、島から750m以内）に流入したため、分

散処理剤の使用が不可能になった。これにより防除一次対応は遅延し、一次活動はウェスト・

アングル・フレッシュウォーター・ウェストとアングル湾の油の除去に焦点がしぼられた。

海上での対応では、ミルフォード・ヘブン港、港湾局の防除センターから政府所属の包囲・

回収機材が持ち込まれるとともに、船舶間油移送機材が防除センターからSea Empress号に輸送

された。この時点で、海上での回収システム追加の必要性が認識され、リバプール湾周辺区域

支援の待機任務についていたブリッグス・マリーン社のフォースエクスプローラー号とガルフ

・オフショア社のセフトン・サポーター号が提供された。これらの船舶と連携して、港湾局の

シー・モップ号、シー・スウィープ号が港湾区域制限水域内での防除作業にあたった。

また、ボン協定に基づき、ヨーロッパ諸国からは、オランダのマーフレックス・アーム回収

システムを装備した浚渫船２隻、フランス海軍の回収システム装備船舶に始まる多くの船舶が

提供された。

化学処理剤制限区域外に移動した流出油に対しては、空中散布による分散処理剤の使用が開

始された。Finasol OSR-51、Dasic LTSW、Dasic Slickgone NS、Dispolene 34S、Superdisper

sant 25、Enerspere 1583、Corexit 9500の７種類、合計約430トンの分散処理剤が使用され、

流出油の海岸漂着は大幅に削減された。

散布作業においては、空中処理剤運搬システムやAddsパックが使用され大量の分散処理剤の

使用を可能にした。流出したフォーティーズ・ブレンド原油は油分散処理剤になじみやすく、

流出油の沿岸漂着を削減する上でこれの使用が非常に効果的であった。

事故当初における試算によれば、120,000～140,000ｔのエマルジョンがサウスウェールズの

海岸線を汚染する可能性あったが、迅速な分散剤散布と機械式回収により、汚染規模はその10

％程度に抑えられた。

流出したフォーティーズ・ブレンド原油のエマルジョン10,000～15,000ｔが２月29日までに

サウスウェールズの海岸線約200kmを汚染した。海岸浄化は、主に手作業と軽量資機材によって

実施されたが、この海岸線は起伏が多く、その形状や地質が変化に富んでいるため、基層タイ

プによって
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1)トレンチング（溝掘り）

2)スクレーピング（かき取り）

3)高圧洗浄

4)低圧洗浄

5)蒸気クリーニング

6)油処理剤

7)ブラシがけ、スクラブ、ふき取り

8)油吸着材

9)現場ピット洗浄

等、多くの浄化手法が適用された。

また、油汚染主要区域における流出油の移流・拡散並びに漂流油の面積の予測が油流出モデ

ルOSIS（Oil Spill Information System）によって行われた。このモデルは、AEA Technology

社とMaritime Technology社によって開発されたものであり（Leech and Walker, 1992）、現在

MPCUにより防除作業対応用のシミュレーションモデルとして使用されているものである。

事故の際にMPCUは、リモートセンシング用航空機に搭載した航空機搭載型側方監視レーダー

（SLAR:Side Looking Air-borne Radar）により当該海域上空から油膜の経路を確認したが、O

SISによる予測結果とSLARによる観測結果の整合は良好であった（Lunel, 1997）。
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(3)被害状況及び回復状況

当初、ミルフォード・ヘブン付近の海岸線が流出油で汚染された後、その大半が南と東に流

れ、ベンブロークシャー海岸の広範囲が影響を受けた。油の一部は、Skomer島とSkokholm島に

到達し、St.Brides湾にも流入した。影響地域には、特別科学的重要地区30ヶ所、国立自然保護

区２ヶ所、海洋自然保護区１ヶ所が含まれていた。

商業魚介類については、魚類には汚染があまり見られないのに対し、二枚貝への汚染がひど

い状況であった。また海面油により被害を受けた鳥類は6900羽に達し、ウェストアングル湾生

息の150個体の珍種ヒトデの生残個体数は20個体以下という状況であった。

しかしながら、この事故対応で分散処理剤を使用したが、分散された油の濃度が10ppmを超え

たのは局所的かつ短時間であって、急激に1ppm以下に下がった。従って、初期の自然拡散と油

処理剤により分散した油の濃度は、環境上軽微な影響しかもたらさなかったとされている。事

故発生後約3.5ヶ月後の1996年６月までに、海水中の油の濃度は、流出汚染区域全域において従

来のレベルに戻った。

また、この事故では、1996年３月29日現在における流出原油72,000ｔの物質収支が以下のよ

うに推定されており、流出油の蒸発量が非常に多いことと、分散処理剤の有効性が裏付けられ

た。

表２－２－１ 1996年３月29日におけるSea Empress号事故流出原油に関する
物質収支推定（Lunel 1997）

流出油の結末 該当率(％) 変動範囲(％)

海上回収 2 1.5～2.5
海岸線からの回収 2 1.5～2.5
蒸発 40 35～45
海岸線に残留 5 3～7
自然分散 14 6～22
化学分散 37 29～45
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2.2.3 Arisan号油流出事故

(1)発生状況

1992年１月12日、鉱石140000トンを搭載したバルク・キャリア「Arisan号」が、ノルウェー

西岸、ルンド北西で座礁し、約150トン（約0.2kL）の燃料重油が荒天時下、波高５～６ｍの海

上に流出した。

(2)対応

Arisan号座礁の通報後、国家汚濁管理局（SFT:Norwegian Pollution Control Authority）地

区当局に対して警報が発令され、西海岸現場に指揮拠点が設置された。自治体に対しては、特

に敏感な区域保護のため近隣補給所から提供可能な機材をすべて使用するよう指示が出された。

これにより、自治体の備えている防除資機材が動員され、第一報から５時間後には、最初のオ

イルフェンスが展張された。

事故発生当時、燃料搭載量は700トンと見積もられ、船体破損前に緊急荷下ろし作業がSFTと

ノルウェー海事理事会によって敢行された。Arisan号は他の船舶が横付けできない場所に座礁

していたため、ヘリコプターによりポンプとホースを船上に運搬後、油抜き取り作業が行われ、

520トンの燃料油を回収した。

海上に流出した油の回収には荒天のため、外洋用のオイルフェンスが使用された。通報から

12時間後には、オイルフェンスと油回収装置からなる４組の回収システムが使用された。この

作業においては、ロープモップ式回収装置とフォックステール型やTransrec.型回収システムが

使用された。４時間の作業で10トン、24時間後には27トンの油が回収されたが残りは海岸線に

漂着した。

気象条件から考えて、大部分の油が海岸に到達することは明らかであった。これに対応すべ

く国家汚濁管理局（SFT）の現場指揮官と自治体や、地元関係当局のスタッフが油到達予測地点

に指揮拠点を設置し、航空機および現地踏査により汚染範囲を調査・確認後、損害の危険度に

従って浄化区域の優先順位を決定、洗浄・回収作業が実施された。これにより、作業に必要な

人員数や資機材を的確に配置することができた。

(3)被害状況及び回復状況

ノルウェーの鳥類重要種の保護区域であるルンド（221種(200,000羽以上)の鳥類が生息し、

その幾種類かは絶滅危惧種。）は、海岸線が30km以上にわたって汚染され、防除作業は延べ45

60日に及んだ。この期間内で約3000羽の海鳥が死亡し、その死骸現認範囲は、海岸線190kmにわ

たった。

幸い油流出事故の発生が、これらの海鳥の営巣時期よりも前であったため、この程度での被

害で済んだが、もし事故が営巣時期と重なっていた場合には、さらに甚大な被害になったもの

と予想される。

Arisan号からの油流出は、大規模な流出事故ではなかったが、約150トンの流出に対し、作業

コストが約500万米ドルに達した。しかしながら520ｔの油の緊急抜き取り作業により防除作業

経費が大幅に軽減されたことは想像に難くない。
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2.2.4 Nakhodka号油流出事故

(1)発生状況

1997年１月２日、午前２時50分頃、島根県隠岐島北北東約106kmを航行中のタンカー「Nakho

dka号」の船首部が折損、後部側が沈没し、船首部が漂流した。この時の天候は、北西の風20m

／s、波高６m、うねり４m以上で、破損したタンクから推定約5,600ｔ（約6,240kL）のＣ重油が

流出した。事故発生から６日後の１月８日にはその一部が沿岸に漂着した。船首部は、船倉に

推定約2800kLのＣ重油を残したまま漂流し、１月７日に福井県三国町沿岸に着底した。

(2)対応

海上保安庁は、事故発生の通報を受けて、人命救助を行うと共に、関係自治体への情報提供

を開始した。１月４日、第８管Ｎ号海難・流出油対策本部を設置、１月６日、関係省庁連絡会

議（１８省庁）を開催し、流出油の防除に取り組んだ。

対応にあたっては、流出油の沿岸地域への影響を最小限にすることを基本とし、浮遊油につ

いては海上保安庁が中心となり海上災害防止センター、港湾建設局、自衛隊等の関係機関と協

力して回収を行った。

沿岸漂着油については、関係自治体が中心となり、自衛隊、海上災害防止センター、港湾建

設局、民間ボランティア等の協力を得て回収作業を実施した。

福井県三国町沿岸に着底した船首部については、海上災害防止センターが海上保安庁長官の

指示を受けて油の抜き取り作業を実施した。抜き取り作業は、海上から実施すると共に仮設道

路を建設し、これを介して抜き取る等の方法も行われた。また、油抜き取り後の船首部につい

ては、４月20日に撤去、これを広島に輸送後、船体折損の原因調査が行われた。仮設道路につ

いては、６月７日、撤去作業を開始した。

船尾部については、３月26日に「船尾部残存油対策委員会」の報告書がとりまとめられた。

それによると、船尾部からの湧出油量は１日あたり３～14kLで、広く拡散しているため、直接

的な影響はないとされているが、海上保安庁は、巡視艇、航空機等により引き続き湧出油の監

視・警戒を実施している。

事故発生後、一週間以上を経過した流出油はムース化し、粘度が上昇していたため、ガット

船やグラブ船によるつかみ取り回収が実施された。これらの船舶は、瀬戸内海から５隻が回航

された。回収に際しては、ガイドフェンスを１隻が曳航、集められた流出油をガット船が回収

するという２隻単位のスウィーピング方式を計画したが、荒天で連携が困難なため、ガット船

による単独回収作業となった。これにより約1000kLの油水（うち油分約850kL）が回収された。

油回収船は、国内では、運輸省第５港湾建設局附属の「清龍丸」をはじめ、福井石油備蓄㈱

「あすわ」、むつ小川原石油備蓄㈱「第３たかほこ丸」、白島石油備蓄㈱「はくりゅう」、民

間会社「航洋丸」、「寿号」、他多くが提供された。

また、この他、シンガポールの流出油対策チームEARLからRO-SKIMシステム、ロシアからオイ

ルフェンス、オイルトロールDESMI250、フォックステイル等の回収システムを搭載した油回収

船の提供協力があった。

地元小型漁船による回収作業は、２隻を１セルとして回収ネットを曳航して実施され、その

他ヒシャク等による回収も実施された。

これらによる海上作業での流出油の回収量は5665kLにのぼった。
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海岸付近の漂流油の回収には、石油連盟所有の堰式（ウェヤタイプ）・回転式（ディスクタ

イプ）油回収装置、及びビーチクリーナーが使用されたが、回収装置、特に堰式（DESMI-250、

GT-185）は海岸線付近の水深が浅いことと油が高粘度化していることから、主として汀線から

貯蔵設備へ送油するためのポンプとして使用された。

また、バキュームカーは、海岸線から直接、あるいは貯蔵設備間の移送用にドラム缶から油

を吸い取るために使用された。コンクリートポンプ車は、吸引力が弱い反面、吸入配管が長く、

荒天時の遠隔操作回収に威力を発揮した。

海岸に漂着した油は、主としてボランティアを含む多数の人の手作業により回収が行われた。

また、砂浜に漂着した油については、ブルドーザー、バックホー等の重機により集積後、油と

砂にふるい分けされた。固形化した油については、一度放水によりこれを水面に流し、水面か

ら油を回収するという方式がとられた。

は、この油流出事故における流出油の沖合での機械的回収量を回収油水中の油表２－２－２

分量を仮定して推定したものであるが、機械的回収がいかに困難であるかがわかる。

＊表２－２－２ Nakhodka号流出油の沖合での機械的回収量の非公式推定量

単位：％

回収油水の仮定油分量 3 10

海上保安庁関連回収分 0.22 0.75

海上自衛隊関連回収分 0.22 0.75

清龍丸関連回収分 0.44 1.47

ロシア船回収分 0.002 0.007

合計 0.882 2.98

* 回収油水量から油分量を推定し、全流出量6,300kL
で除したもの

(3)被害状況及び回復状況

流出油は１月８日、福井県、石川県の海岸に漂着した。漂流油は、１月20日には能登半島北

側を越え、新潟県佐渡島にも漂着、その後本州側の新潟県にも漂着した。油による汚染範囲は、

島根県から秋田県（富山県を除く）にわたる１府８県に波及した。また、これによる、防除出

動人数は、自衛隊およびボランティアを含め延べ772,000人、流出油回収量は、47,000kLに上り、

事故発生から船首撤去まで103日間の日数を要した。

京都府は、平成９年12月、ナホトカ号重油流出災害による環境影響とその回復状況について

まとめている。これによれば、現在、沿岸及び沖合の水質・底質、大気環境、水産資源、海浜

植生、海藻、海鳥について流出重油の影響は認められないか、きわめて軽微な状況となってい

る。また、この他、生態系等自然調査として岩礁域生物調査、砂浜生物調査、鳴き砂の調査等

を実施していくこととしている。
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2.2.5 まとめ

流出油処理において、最も重要なことは、まず初期対応の迅速性にある。特に本調査研究で対

象とする荒天時の外洋という条件下においては、波浪のエネルギーによる流出油の乳化が早く、

また沿岸漂着や陸域への影響についても考えなくてはならない。しかしながら、荒天時における

機械的回収が効率的でないことは、 、 に示した回収率から明らかであ表２－２－１ 表２－２－２

る。

Exxon Valdez号事故の事例では、多くの要因がその区域の緊急防災計画の実行を妨げた。まず、

機械的回収を実施するための装置を補完・運搬する台船が整備中のため、天候の善し悪しに関わ

らず機械的回収ができなかった。また、初期対応策として最も有効な手段のひとつである分散処

理剤散布については、FOSCの判断ミスから使用の機会を逃してしまい、大量の油が沿岸に漂着し、

大きな被害を与えた。

この原因の一つとしては、行動決定プロセスにおいて、多くの関係者が関与しすぎたことが挙

げられる。環境保全上、多くの関係者が関与することになると思われるが、流出油対応のように

時間が重要な要素である場合には、必ず主導機関が指揮を握って、迅速かつ的確な最終決定を下

さなくてはならない。

また、海岸線の浄化作業においては、高温高圧水による洗浄が行われ、後にこれに対する批判

があったが、これの実施については、潮間帯生物、海生生物、海域を利用する野生生物それぞれ

の汚染状況とそのいずれの保護を最優先とすべきかを考えて決定する必要がある。

一方、海岸線浄化に伴う現場調査は、海岸基層の鉱物粒子や自生の微生物による浄化作用に関

する新しい知見をもたらした。

これにより、分散剤使用の判断の迅速・重要性と海岸の浄化能に対する認識が高まったとされ

ている。

Sea Empress号事故は、分散処理剤の有効性を明らかにした事例である。イギリスは分散処理剤

使用については積極的な国であり、事故通報後の分散処理剤散布航空機の迅速な出動準備、的確

な出動決定判断により流出油の実に37％の分散処理に成功した。

また、分散処理剤や分散油の毒性についても、これが軽微であることを示唆した例でもある。

この事例に限らず、流出油対応で生ずる廃棄物処理問題は、最大の課題のひとつである。Sea Em

press号事故では、約20,000トンの液状廃棄物と約11,000トンの固形廃棄物が発生したが、海上で

回収された液状廃棄物は、船舶によりミルフォード・ヘブンに輸送後、テキサコ製油所へ、また

海岸で回収された液状廃棄物は、ミルフォード・ヘブンの最も近い製油所へそれぞれ輸送され処

理された。油濁した海岸の廃棄物は、様々な素材で構成されているので、その処理は容易ではな

いが、この事故では、テキサコ製油所におけるランド・ファーミングによって処分された。

Arisan号事故の場合、流出油回収に加え、船内の燃料油抜き取りが極めて複雑かつ困難な作業

であった。座礁状況から回収船舶の横付けができず、ヘリコプターによってポンプと、ホースを

船上に運搬しなければならなかった。さらに、いつ船体が破損するかわからない状況下で機関室

経由で燃料油タンクに到達しなければならないという危険な作業条件であった。幸い抜き取り作

業は成功し、被害及び防除作業・費用の軽減につながったが、作業安全衛生、環境保護、防除費

用等、対応の優先順位は、起こりうる利害関係を考慮に入れて決定する必要がある。

また、海岸線の汚染は深刻なものであったが、航空機および現地踏査による調査でこれを予備

的に評価し、作業に必要な資機材・人員を見積もり、的確な配置を行う等、防除対応として参考
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にする点は多い。

昨年１月、日本海で発生したNakhodka号事故は、荒天時の外洋における油流出事故の典型例と

見ることができる。この事故では、元来、静穏域用として設計・配備されている我が国の油防除

資機材が効率よく稼動しないことから、海上における回収率は極めて低く、回収の多くは海岸に

おける手作業に頼らざるを得なかった。

また、冬季の日本海においては、悪天候が続くことから作業船は太平洋側等、他海域に移動し

ているため、防除活動用の船舶の早急な手配・調達が難しい点が、防除対応を一層困難なものに

した。

さらに民間防除組織の通常活動範囲は港湾を主体としており、サルベージ業者を除いては外洋

での対応能力を有していないことが多く、今後、外洋での事故対応にあたっては、サルベージ業

者を中心とした民間防除組織の再構築を図る必要があり、対応体制、防除資機材双方の見直しが

急務である。

回収油の処分については、国内法制度のもとで産業廃棄物として処理されたが、通常の処理手

続きに基づいて処理が実施されたため、膨大な量（約47,000kL）の油性廃棄物の処分がスムーズ

に出来なかった。

以上、本節で取り扱った事例では、分散処理剤適用の決定、防除にあたっての指揮者の判断の

迅速性・的確性、最優先事項の選択、回収油の処分、荒天時への対応能等が問題点としてクロー

ズアップされた。また、これらの問題点は、回収資機材の能力を除いては、多くの場合、これら

を管理する防除対応体制に帰結することが示唆された。事故発生から防除実施までのプロセスの

系統だった確立が、外洋における油流出事故への対応能力を向上させる重要な手段のひとつであ

ることが、これらの事故例から読みとれた。また、資機材の観点からは、分散処理剤の有効性と

その使用が環境に対する影響が少ない点が確認できた。
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3. 防除体制及び防除資機材の調査

日本国内、アメリカ、イギリス、ノルウェー及びカナダの主要機関等における防除体制につい

て、その概要、通報システム、オフショアでの対応、緊急防災計画、法規制、等について既存資

料及び実際の対応機関へのヒアリングから情報収集を行った。また、防除資機材の種類、性能、

配備状況や事故発生時の指揮命令系統ならびに運用方法について情報、資料を収集し、とりまと

めた。

3.1 防除体制

指揮命令系統や連絡体制については公開資料が少ないが、運用システムを検討する上で重要で

あるので、既存資料調査及び国内外の専門家、研究機関、等を対象としたヒアリングを実施し、

その具体策や方向性についてまとめた。

3.1.1 アメリカ

(1)防除対応体制

アメリカにおける流出油対応体制は、流出油汚染防止法（OPA'90:Oil Pollution Act, 199

0）の下で連邦政府、州政府、業界が役割分担し、相互に緊密に協力する形で構築されている。

領海内の油流出事故に対しては、その規模に応じて合衆国沿岸警備隊（U.S.Coast Guard：USC

G）、州（州の現場調整官）、民間流出油処理会社（海洋油流出事故対策株式会社、流出油対応

組合）の三者が出動・協力する体制がとられている。

USCG本部には、流出油や化学薬品等の危険物による環境汚染を防ぐことを目的とした流出油

国家対応センター（NRC:National Response Center）が流出油緊急防災計画の下に設置されて

おり、汚染発生時には流出油国家対応チーム（NRT:National Respopnse Team）及び地域対応チ

ーム（RRT:Regional Response Team）が現場に出動する体制が整っている。NRTは、USCG、環境

保護庁（EPA:Environment Protection Agency）、連邦緊急時対策管理庁（FEMA:Federal Emer

gency Management Agency）等、15機関で構成されている。

(2)連絡体制

流出油事故発生の通報は、まずUSCGに対してなされるが、同時に当該地域を管轄している流

出油対応組合や連邦政府の地域事務所、州政府担当部門に対しても行われる。またUSCG傘下の

NRTは、各種の汚染に関する中央通信センターとなっており、365日、３交替で24時間警戒体制

が敷かれている。NRCは、事故発生の報告を受け取り、適切な現場調整官（On-Scene Coordina

tor：OSC）に連絡すると同時にRRTの報告をNRTに伝達する。MSRCは、その構成会員またはUSCG

からの要請により出動するが、地域流出対応チームとしてよく知られている環境汚染対応請負

業者数十社と強力なネットワークを構築しており、事故、資機材、人員及びこれらに関する情

報の流通を確保している。

(3)流出油緊急防災計画

アメリカの流出油汚染防止関連法規制は、流出油汚染防止法の基に関連の管轄連邦政府機関

及び各州政府が分担、補完しあって流出事故に対応するための規制等を作成して実施されてい
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る。海域については、原則的に沿岸から３マイル以内は州政府、それ以遠は連邦政府の管轄と

なっている。

OPA'90には、流出油の発生源、発生条件に対応した規制内容、規制責任機関、達成期限等が

明示されており、石油関連機関・企業は、達成期限までに各段階での流出油汚染防止対応計画

を作成、提出し、承認を受けることが義務づけられている。

流出油汚染防止に責任を有する主な連邦政府機関は、下表に示すとおりである。

表３－１－１ 流出油汚染防止に責任を有する主要な連邦政府機関

名称 役割・責任

United State 捜索、救難（Search and Rescue）

Coast Guard 航法支援

(USCG) 法律の施行

防除作戦行動

海事安全管理、他

Environmental 科学的根拠に基づく環境危機の回避

Protection 環境・安全衛生関連法律の確実性・有効性確保

Agency 環境保護に関する啓蒙活動

(EPA) 環境保護・安全衛生管理に関する確実な情報の提供

地球規模の環境保護活動支援、他

National Oceanic 海洋調査・モニタリング

and Atmospheric 油防除に関する科学的データの提供

Administration 分散処理剤の評価

(NOAA) 環境保護対策

流出油拡散漂流シミュレーターの開発、他

Minerals 鉱物資源の種類・存在・採取可能性評価

Management 鉱物資源目録作成、効率的開発・採取の保証

Service 安全な開発技術導入促進

(MMS) 生産物に関する報告書の提出

資源開発に関する不正行為・濫用の取り締まり、他

Army Corps 河川・湖沼等、水象情報の提供
of Engineers 気象情報の提供
(ACE) 内水面環境保護・野生動物保護

環境被害回復作業
州及び地域支援情報の提供、他

のうち、海上及び海岸における一般的な石油類の輸送、貯蔵及び使用に関連し表３－１－１

た規制において中心的な役割を果たしているのは、USCGであるが、探鉱生産分野の規制では、

合衆国鉱物資源管理局（MMS:Minerals Management Service）が中心となっている。

(4)防除実施

アメリカ領海内で油流出事故が発生した場合、USCG、州、原因者及び民間流出油処理会社が

出動できる体制がとられるが、まず事故責任のある原因者が民間流出油処理会社と共同で流出
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油処理作業を行う。しかし、USCGの現場調整官によって、原因者と民間流出油処理会社が対応

能力がないと判断された場合、もしくは原因者が不明な場合、USCGが出動する。

表３対応体制としては、USCG、MSRC及び各地域ごとに設立されている流出油対応組合（例：

）が中心となって流出油処理及び二次的汚染防止に対応する。－１－２

表３－１－２ アメリカの地域別流出油対応組合の例

流出油対応組合 管轄海域

CGA : Clean Gulf Associate メキシコ湾

ACS : Alaska Clean Seas アラスカ周辺海域

CHC : Clean Harbors Cooperative ニューヨーク港

CIRO: Cook Inlet Response Organization クック湾

USCGは、流出油事故の規模の大小を問わず必要に応じて出動するが、MSRCは、流出油対応組

合が対応不可能な大規模な流出油事故に対して出動し、小規模な流出油事故に対しては、原則

として各地域の流出油対応組合が対応する。対応要員や資材が不足している場合には、これら

各機関が相互に供給して支援する体制が構築されている。USCGの管轄を に示す。図３－１－１
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図３－１－１ 合衆国沿岸警備隊の管轄区域

MSRCは、大規模流出油事故への対応を目的として、1990年アメリカ石油業界によって設立さ

れた民間の非営利流出油対応機関であり、太平洋、大西洋及びメキシコ湾の３ヶ所（設立当初

は５カ所、その後見直しにより変更する。）に地域対応センターを設置して防除対応体制を整

えている。地域対応センターを含む対応基地の位置について に示す。図３－１－２

各地域ごとに設立されている流出油対応組合は、同地域で石油会社と協定を締結し、流出油

事故発生の際には各種の流出油汚染防止・処理サービスを提供することとなっている。

図３－１－２ 海洋油流出事故対策株式会社（MSRC）対応基地位置図

（地域対応センターは、基地名の下線で識別）
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いずれの機関による防除実施についても、荒天時のようにオイルフェンスや油回収装置等に

よる機械的回収が無理であると判断された場合には、防除資機材・チームは近隣安全区域で待

機し、海域が静穏化した後、速やかに出動し防除作業に入るというのが実質的な防除実施状況

である。

また、荒天時における分散処理剤の使用については、最も有効な手段と認識しているものの、

水産資源、水生生物への影響を危険視している。

さらに現場燃焼処理については、流出油の78％が燃焼処理できるため、効率がよい方法とし

ながらも大気汚染の問題が残っている。

ヒアリングで訪問したUSCGの指揮官によれば、将来、機械的回収、分散処理、現場燃焼の組

み合わせとその効率的な運用法を策定するとのことであった（Johnson, 1997）。

(5)防除対応訓練

MSRCでは、流出油処理作業で使用する資機材を用いたトレーニングをMSRC自体だけでなくサ

ブコンストラクターに対しても実施している。一例では、油流出事故処理作業の全国的な対応

の成果を上げるために、USCG、石油業界、流出油対応組合及び独立の流出油処理業者の参加を

得て、定期的な訓練や演習を行っている。

また、海事関連の安全訓練を営業品目としているTexas Engineering Extension Serviceの海

洋訓練安全センター（Center for Marine Training and Safety）では、訓練カテゴリーのひと

つとして「熟達者レベルの油流出事故対応訓練」を実施している。これは、油流出事故への緊

急対応を満足すべきレベルで実行可能な技術者を養成するコースで、その教育・訓練内容は、

1)運輸省（Department of Transportation：DOT）の対応要求レベル

2)事故発生時の指揮系統

3)化学薬剤（分散処理剤等）の安全データ

4)防除員防護機器

5)模擬訓練

6)危険物質の教育

7)国家の対応系統

8)油濁浄化

9)モニタリング機器

10)オイルフェンスと油回収装置の理論・設計・運用

11)現場安全維持計画

12)油流出防除戦略

13)流出油の化学的、生態的挙動

で構成されており、これらの教程を５日間（40時間）で実施する。

以上、既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考にして作成したアメリカにおける

油流出事故対応の流れを に示した。図３－１－３
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事故発生

事故原因者
事故発見者 ( )事故責任者

事故発生通報

州政府 連邦政府 流出油対応組合合 衆 国 沿 岸 警 備 隊 海 洋 油 流 出 事 故 対 策 株 式 会 社
MSRCUSCG

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ開催

第一次処理作業実施

原因者及び
民間処理会社の 処理状況

待 機 対応能力の有無
有 ( )現場調整官の判断

無
出動要請

出 動

流出油処理・二次的汚染防止

※既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考に作成

図３－１－３ アメリカにおける油流出事故対応の流れ
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3.1.2 イギリス

(1)防除対応体制

防除体制は、運輸省傘下の （MPCU:Marine Pollution Control Unit）に一元海洋汚染防止局

的に集約・管理されている。MPCUは、流出油事故の規模に応じて処理作業の指揮、処理対策の

調整を行うと同時に、助言、人員及び資機材貸し出し等の支援を行う。実際の処理体制は、政

府、地方公共団体、および民間の各レベルがそれぞれ処理組織・機材を保有し、分担して作業

を実施する。大規模流出事故に対しては、MPCUの要請に基づき、北海で操業するオペレータが

共同で運営している流出油対応センター（OSSC:Oil Spill Service Center）が、また海岸線に

漂着した流出油については地方公共団体がそれぞれ処理にあたる。

流出事故発生直後の処理対策においては、沿岸警備隊（H.M.Coastguard）と海洋調査協会

（MSO:Marine Survey Organization）がMPCUに協力している。沿岸警備隊は24時間体制でイギ

リス全域の海岸を監視しており、同隊に入った流出油事故の連絡は直ちにMPCUに通報される。

また同隊は、流出油処理資機材及び要員を保有しており、事故発生直後の処理作業にもあたる。

(2)連絡体制

流出油事故発生の際の通報系は、第一発見者が電話、無線等の通常の通信手段を用いて沿岸

警備隊及びMPCUに通報し、MPCUの汚染対策室がこれを保管することとなっている。

流出油汚染防止に関する国際法上の窓口は、MPCUとなっている。

沖合のプラットフォームで流出油事故が発生した場合、最初の通報はMPCU、貿易産業省（DT

I:Department of Trade Industry）、安全衛生行政部（HSE:Health, Safety and Executive）

に対して行われ、プラットフォームのオペレータが自社の保有する流出油処理組織・資機材で

処理不可能と判断した場合、直ちに支援要請がMPCUを通じてOSSCになされる。その後の情報は、

HSE、DTIにも逐一連絡される。

(3)流出油緊急防災計画

流出油緊急防災計画については、国家流出油緊急防災計画に基づき、①防除対応体制で述べ

たように政府、地方公共団体及び民間機関がそれぞれの役割分担に応じて独自の流出油緊急防

災計画及びこれに基づく流出油処理組織・資機材を保有しているが、これらはMPCUによって検

閲・評価され、国家全体の流出油緊急防災計画に統合されている。これら各機関レベルの対応

計画は，その適切な基準が維持できるように、MPCUが定期的に有効・妥当性を検討している。

(4)防除実施

沖合海域における油田操業による油流出汚染に対しては、油田のプラットフォームオペレー

タが管轄のDTI、HSE及びMPCUに通報し、MPCUはDTI、HSE共同で連絡及び広報等の処理にあたる

が、実質的な流出油処理に対してはMPCUが全面的に責任を有している。

HSEは、沖合での油田操業に関わる安全及び健康問題だけでなく、流出油についてその予防及

び安全対策の観点から施設の技術的問題について責任を有している。

DTIについては、イギリス領北海における油田操業に際し、オペレータ間との報告、指示にあ

たる。

イギリスでは、初期対応の重要性を十分認識しており、初期対応における機械的回収が海象
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条件上無理であると判断された場合には、直ちに航空機による分散処理剤散布がMPCUを中心と

して機関間で検討される。機械的回収については、これが可能な海象条件になった後、分散処

理を補完する形で実施される。

(5)防除対応訓練

イギリス大手一貫操業石油会社のコンソーシアムであるOil Spill Response Ltd.(OSRL)及び

その非会員組織からの流出油防除対応関連トレーニングに対する要請に応じるために、OSSCは、

サザンプトンのトレーニング施設及び海外（アメリカを除く。）の多くの場所で流出油防除対

応関連の一連のトレーニング・コースを開催している。OSSCは、年間約800人の受講者を引き受

けることができ、流出油防除対応関連トレーニングの主たる提供者となっている。また、石油

関係者ばかりでなくタンカー乗組員等、受講者の状況に応じた実践教育も行っている。

トレーニングコースでは、オペレーション関係のスタッフがトレーニング・チームを補完し

て理論及び実務の両面のトレーニングを実施し、最近の流出油処理作業における彼らの実際の

経験を伝授している。

訓練内容については、以下のとおりである。

1)オイルフェンスの展張と油回収装置の操作

2)分散処理剤の理論と使用方法

3)通信訓練

4)物理的な回収の理論

5)海洋生化学とエコロジー

6)安全対策

7)訓練参加企業の特殊問題に対する緊急処理対策計画の立案

8)緊急時のマスコミ対策

9)世界で商品として通用する機器に関するアドバイス

以上、既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考にして作成したイギリスにおける

油流出事故対応の流れを に示した。図３－１－４
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事故発生

事故原因者
事故発見者 ( )事故責任者

事故発生通報 沿岸警備隊
報告 事 処 HMCG
指示 安全衛生・対策 故 理

直 協
貿易産業省 安全衛生行政部 後 力 海洋調査協会

DTI HSE MSO
(連絡･広報) (連絡･広報)

無海 洋 汚 染 管 理 局
自社対応能力MPCU

( ) 支援要請指揮･調整･支援

有
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ開催

大規模流出事故 沿岸漂着油
事故規模

流出油対応センター 地方公共団体
OSSC

流 出 油 防 除 実 施

※既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考に作成

図３－１－４ イギリスにおける油流出事故対応の流れ
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3.1.3 ノルウェー

(1)防除対応体制

ノルウェーにおける流出油汚染防止体制は、環境省所属の国家汚染管理局（SFT:Norwegian

Pollution Control Authority）に集約・管理されている。実際の流出油処理体制は、イギリ

ス同様、政府、地方公共団体及び民間機関の各レベルがそれぞれ流出油処理組織及び資機材を

保有し、分担して処理作業を行うようになっている。オフショアでの油・ガス田操業による流

出油汚染に対しては、ノルウェー石油管理局（NPD:Norwegian Petroleum Directorate）とSFT

が共同で連絡・広報等処理にあたるが、実質的な流出油処理に関しては、SFTが責任を有してい

ルウェー海洋油濁対る。つまりSFTの要請・指示に基づき、沖合での大規模流出油に対してはノ

（NOFO:Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies）、海岸線応協力機構

に漂着した流出油の処理に関しては、地方公共団体が処理作業の責任を有している。海岸付近

の小規模の流出油に対しては、SFTが保有する資機材をもって対応する。

(2)連絡体制

流出油事故が発生した場合の連絡・通報系としては、SFTが24時間監視体制をとっており、第

一発見者は電話、無線等、一般の通信回線を用いて水上警察及びSFTに通報する。

沖合のプラットフォームで流出油事故が発生した場合、最初の通報はSFTとNPDに対して行わ

れ、プラットフォームのオペレータが自社保有の流出油処理組織・資機材で処理不可能と判断

した場合、直ちに支援要請がSFTを通じてNOFOに出される。その後の情報は、逐一NPDにも送ら

れる。

(3)流出油緊急防災計画

流出油緊急防災計画については、イギリス同様、国家流出油緊急防災計画に基づき、政府、

地方公共団体及び民間機関がそれぞれの役割分担に応じて独自の流出油緊急防災計画及びこれ

に基づく流出油処理組織・資機材（緊急防災システム）を保有しており、これらはSFTによって

国家の流出油緊急防災計画に統合されている。つまり、ノルウェーにおける緊急防災計画の法

的・組織的事項の細部にわたる制定作業は、これら３段階（国、自治体、民間）に分かれた緊

急防災システムに基づいて実施される。また、それぞれの緊急防災計画に基づく対応体制は、

要請に基づき相互に支援することが義務づけられていると同時に、政府は必要と判断される場

合には、いつでも率先して防除対応・実施の指揮をとることができるようになっている。

(4)防除実施

沖合海域における油田操業に起因する流出油汚染に対しては、プラットフォームオペレータ

がNPDと共同で連絡・広報等の処理にあたるが、実質的な流出油処理に対してはSFTが全面的な

責任を有している。また、流出油に関する限り、SFTはプラットフォームオペレータと直接連絡

を取り、第一通報を受ける可能性の高い水上警察やNPDと共同で現場検証等の立入検査を実施す

る権限を有している。ノルウェーにおける流出油防除対応体制は、イギリスのそれと系統とし

ての形態が類似しているが、事故原因者の対応能力に関わらず、防除実施機関が出動する点が

異なる。

荒天時の防除実施については、アメリカ同様の対応であり、待機後、海域の静穏化とともに、
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いかに速やかに防除作業を開始するかという点に眼目が置かれている。また、特に分散処理剤

の使用については、水産物が重要な輸出品目であるということと相まってか、水産資源に対す

る影響への危惧が拭いきれず、初期対応で使用することは少ない。

(5)防除対応訓練

ノルウェーでは、毎年、実際の油や模擬油を用いた実海域における大規模な油防除対応訓練

を実施している。この訓練では主として、

1)オイルフェンスの展張

2)一時貯蔵タンクの敷設

3)資機材搬入

4)油回収装置の投入・操作

5)回収船舶によるタンカーからの油の吸引移送

等、現実に即した防除作業を洋上で行っている。

また、油流出事故に対してのトレーニング方法として、その時々刻々の変化に対していかな

る対応をとるべきか、またその結果、状況はどのように変化するのかを画面上でシミュレーシ

ョンすることにより、対策本部や防除対応船舶の指揮官のトレーニングを行うためのシミュレ

ータが開発・運用されている。

このシミュレータは対策本部の指揮官、防除対応船舶（巡視船等）の指揮官、及びヘリコプ

ターのパイロット等を対象として構成されており、それぞれの立場の被訓練者が相互に連絡を

取りつつ、別個の部屋で画面を見ながら対応訓練を行うものである。画面には、通常の船舶操

船シミュレータやフライトシミュレータの画面のように任意の画像が映し出され、拡散した油、

油回収船、オイルフェンス等が可能な限り目視状態に近い映像で表現されるようになっている。

トレーニングを受ける被訓練者は、インストラクターから事故の概要、現場付近の気象条件

等が指定され、予め入力されている実際の防除資機材の配備状況をもとに具体的な対応をシミ

ュレータ上で試行することになる。各部屋のシミュレータに分かれた各部門は、相互に情報連

絡を密にして訓練を行うことになるが、特に対策本部の指揮官は、巡視船やヘリコプターから

の情報を逐一考慮・入力して全体の指示を行う。画面上にはオイルフェンス等、防除資機材の

位置も表示され、防除対応が適切であれば油の拡散は抑えられ、次第に回収されて行くが、対

応に失敗すると油が沿岸まで漂着してしまうことになる。このシミュレータ訓練は、１コース

５日が標準になっていて全部で７コースが用意されている。現時点でこのシミュレータには、

ノルウェー全海域の情報及び資機材の配備状況が、入力されており、データブロックの入力・

交換により他海域へも応用が可能である。

以上、既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考にして作成したノルウェーにおけ

る油流出事故対応の流れを に示した。図３－１－５
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※既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考に作成

図３－１－５ ノルウェーにおける油流出事故対応の流れ
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3.1.4 カナダ

(1)防除対応体制

カナダにおける流出油防除の実働体制は、カナダ沿岸警備隊（CCG:Canadian Coast Guard）

に集約されている。この他に関連機関としてよく知られるカナダ環境庁（EC:Environment Can

ada）があるが、ECは現場での防除活動は行わず、もっぱら油防除・観測用資機材や手法の研究

・開発を行っている。

CCGの配備している油防除資機材はその物量、性能ともカナダ国内では最大級で、その任務は、

油流出のモニタリングと防除対応、緊急防災計画策定のための基準の作成と更新、新たな防除

対応手法と技術の開発支援を要として展開されている。油流出事故発生後、カナダ政府により

CCGの出動が決定されると、CCG担当支所は、カナダ全土を通じて防除戦略上に有効な資機材の

動員体制に入る。

CCGでは、防除資機材配置管理システムにより、常に高い防除稼働率を確保できる防除資機材

を有している。このシステムは、防除資機材に関して、資機材の種類・性能と寿命、維持管理

コスト、減価償却等に関する一元的に情報を管理しており、緊急防災計画の大きな一翼を担っ

ている。

ECは、航空機リモートセンシングとそのセンサ開発や海岸浄化、漂流油流出シミュレーショ

ンモデルの開発等でCCGを側面から支援している。後述の航空機リモートセンシングでは、ECの

開発した、紫外線センサやレーザー蛍光センサが用いられる。

(2)連絡体制

油流出事故発生の通報は、第一発見者がCCGに行い、政府が出動許可を出す。事故現場からの

通報を受けると、まず概況把握のために当該海域上空においてECの航空機によるリモートセン

シングを行うとともに、流出油の状況を分析・検討後、具体的な対処方法を決定する。カナダ

においては以上出動決定までの一連の作業が24時間以内に行われる。

(3)流出油緊急防災計画

カナダは、油流出事故発生の際には、前述のように発見者がCCGに通報し、政府が出動許可を

出すことになっている（Gamble, 1997）。

CCGの支所は、カナダの東西の海岸にあり、すべての支所に防除資機材を配備している。カナ

ダ沿岸警備隊の支所配置について に示した。カナダ沿岸警備隊は、これらの地区図３－１－６

を102隻の船舶（ホバークラフトを含む）と19機の航空機（ヘリコプターを含む）の機動力でカ

バーしている。
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図３－１－６ カナダ沿岸警備隊の支所配置

(4)防除実施

外洋における機械的回収については、波高が３ｍを越える場合は、回収・防除活動は行わず、

波高が３ｍ以下の場合には、回収船舶に油回収装置を装備して回収を実施する。外洋における

効果的な回収方法としては、分散処理剤散布と現場燃焼双方を実施している。

分散処理剤については、広範囲の海上作業なしで流出油のコントロールが可能な防除方法と

して認識しており、使用許可については、分散処理剤の使用許可リストを作成して対応してい

る（後出、 等）。また、使用条件については、流出後早い段階で油が風化してお表３－２－13

らず、かつ、波のエネルギーによる攪拌が期待できる条件を良好とし、重油、風化油、燃料油、

暴風時、凪時、また、閉鎖性海域や卵・稚子の育成海域では、分散処理剤の使用を控えるが、

総合的な環境回復の観点からは、分散処理剤の毒性よりも処理の有効性を評価している（Gamb

le, 1997）。

現場燃焼については、その使用許可に際し、

1)住居地域や環境上敏感な地域から少なくとも３～10km以上離れていること

2)流出油が燃焼可能な状態であること

3)燃焼がコントロールできること

が許可条件として検討される。

燃焼処理有効性については、風速25m／s以下の条件で有効としているが、安定したw/o（wat

er in oil）エマルジョンや油膜厚が薄い（２～３mm以下）場合、極端な荒天時には効果が薄い

ものとしている。また、燃焼時に発生する煙の毒性については、火炎の１km以内、上空高度５

km以下に逆転層がある場合には注意を要する。さらに燃焼のコントロールを作業実施時の安全

事項として重要視しており、現場燃焼実施時には、耐火オイルフェンスの使用、監視員の配置、

油以外の可燃物の管理を優先事項としている。
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(5)防除対応訓練

カナダにおける防除対応訓練は、主としてカナダ沿岸警備訓練校（CCGC:Canadian Coast Gu

ard College）で実施されている。CCGCには、海洋捜索・救難基礎コース、操船・航法コース、

救難指揮・調整コース３種類の訓練教程があり、流出油対応訓練は、救難指揮・調整コースの

中で実施されている。この教程では、

1)指揮・管理

人員管理技能、倫理、リスク・マネジメント、チームワーク、管理変更

2)安全衛生

個人の安全、運航安全、被害コントロール

3)メンテナンスと検査

救命艇の構造、被害防止維持、修復（修繕）、大規模修復

4)船舶運航

船体安定、出港／入港、操船（浅海域、強流域、外洋、荒天時）、

受傷者を伴う場合の操船、応用航法

5)運航管理

航法支援、測深と監視、その他

6)環境影響（事故）対応

責任所在の明確化

事故対応訓練

7)捜索・救難

合成開口レーダー（Synthetic Aperture Radar：SAR）システム、

救難調整センター、機材資源、初期対応、捜索計画、捜索実施、現場指揮官、

救難計画、救難実施、作戦総括

8)広報

運営方針、報道管制、公的啓蒙活動

9)人員管理

個人管理、作業の割り当て、作業安全衛生、乗員訓練

10)財政管理

一般財政管理、収支管理、資金捻出

11)総合管理

日報（航海日誌）管理、通信管理、指揮会議

の11項目について、訓練・講義を行っているが、流出事故防除対応の直接的な訓練は、6)の環

境影響対応の項目内で実施されている。他の項目についても、油防除以外の救難活動と重複は

するものの、油防除実施に関して避けては通れない項目であり、系統だった油流出事故対応訓

練であるといえる。

以上、既往文献調査及びヒアリング等により得た情報を参考にして作成したカナダにおける油

流出事故対応の流れを に示した。図３－１－７
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図３－１－７ カナダにおける油流出事故対応の流れ
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3.1.5 日本

(1)防除対応体制

我が国の油流出事故発生に対する防除体制及び資機材の整備等については、以下の関係各法

に規定されるそれぞれの計画に基づき具体的な対応が図られている。

1)災害対策基本法（災対法）：防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画

2)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（海防法）：排出油防除計画

3)石油コンビナート等災害防止法（石災法）：石油コンビナート等防災計画

4)環境基本法：環境基本計画

5)OPRC条約：油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画

これらのうち、「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」は、平成９年

１月、日本海にて発生したNakhodka号流出油災害の教訓等を踏まえ、油汚染事故発生時の即応

体制、関係機関の緊密な連携、個別具体的な役割分担等について明確化を図るために、従来の

計画を見直し、改訂することが平成９年12月閣議決定された。この計画は、上記1)～4)と調和

を保ったものであり、これらと相まって油汚染事故に迅速かつ的確に対応出来るよう策定する

ものとして位置づけられている。

この計画では、対応体制の整備について、関係行政機関、地方公共団体等は、油汚染事故へ

の対応について必要な対策を適切に実施するため、それぞれの機関の対応体制及び機関相互の

協力体制の整備を図ることとなっており、この場合、関係行政機関は、関係省庁連絡会議等の

場を通じて、油汚染事故に対する協力体制について必要な調整を行うことが以下のように規定

されている。

海上保安庁は、油汚染事件への対応を迅速かつ的確に実施するため、排出油防除計画を作成

するとともに、海上における特殊な災害に対応する特殊救難隊及び機動防除隊の育成強化を図

り、船艇・航空機による24時間の出動体制を確保する。また、海上災害防止センターにおける

防除措置の実施に関する対応能力の一層の確保に努める。

また、海防法に基づき、管区海上保安本部長、タンカーの船舶所有者等は、官民合同の組織

として排出油の防除に関する訓練の実施、重要事項の協議等を行う排出油の防除に関する協議

会を、関係地方行政機関、地方公共団体等と連携し、必要に応じて組織し、対象海域の広域化、

それぞれの機関の防除の実施に関する役割分担の明確化等に努める。

環境庁及び水産庁等は、油汚染事件発生時における環境影響調査、野生生物の保護、漁場等

の保全等の対応措置が迅速かつ的確に行われるよう、各行政分野における体制の整備に努める

とともに、地方公共団体、関係団体等との連携協力体制の一層の確保に努める。
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(2)連絡体制

現場における通報・連絡体制は以下のようになっており、災害対策基本法、海洋汚染及び海

上災害の防止に関する法律、石油コンビナート等災害防止法及びOPRC条約による各機関の通報

・連絡規定に基づき、流出事故現場から第一報が入ると同時に、防除措置実施機関、行政、一

般事務所、その他関係機関ならびにそれぞれの内部間における24時間の通報・連絡体制が整備

される。

表 ３－１－３ 関係機関の通報・連絡体制

機関名 通報先 通報関連対応

船舶の船長 最寄りの海上保安部署等
石油関連施設管理者 －
等

石油コンビナート 消防署等
事業統括管理者 －

海上保安庁 24時間連絡体制の確保
消防署 － 専用通信手段の強化
警察署 防災行政無線の活用

関係行政機関 関係地方公共団体、関係団体の
－ 連携協力のために相互連絡体制

を確保する。

地方公共団体 当該地方公共団体の内部及び
－ 他の地方公共団体との連絡体制

を確保する。

(3)流出油緊急防災計画

OPRC条約に基づく我が国の緊急防災計画（国家的緊急時計画）は、油による汚染に係る準備

及び対応に関する日本の体制を体系的にとりまとめ、油による汚染事件に迅速かつ効果的に対

応することを目的として、平成７年12月に閣議決定されている。

その後、平成９年１月２日、日本海で発生した発生したロシア船籍タンカー「Nakhodka号」

の油流出事故への応急対策、被害対策および再発防止策等を推進するため、同年１月20日、内

閣官房長官主宰の「ナホトカ号流出油災害対策関係閣僚会議」が設置された。さらにこの関係

閣僚会議の下には「大規模油流出事故への即応体制プロジェクトチーム」が設置され、国家的

緊急時計画の見直しが検討された。これを経て、国家緊急時計画は、「油汚染事件への準備及

び対応のための国家的な緊急時計画」として平成９年12月閣議決定され、日本の流出油緊急防

災計画は、より具体的・効果的なものとして大きく変わった。国家緊急時計画は、1)序説、2)

油汚染事件に対する準備に関する基本的事項、3)油汚染事件に対する対応に関する基本的事項、

4)関係行政機関等の相互の連携等、5)その他の事項から構成されている。これらの概要につい

て以下に記した。なお、項目中の下線部分については、今回の改訂で新規に規定された事項で

ある。
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第１章 序説

第１節 計画の目的

第２節 他の計画との関係

防災基本計画、排出油防除計画、石油コンビナート等防災計画等との調和

第２章 油汚染事件に対する準備に関する基本的事項

第１節 油汚染事件に関する情報の総合的な整備

関係省庁連絡会議を通じた情報交換、環境情報図の整備

分野別専門家及び防除資機材に関する情報の一元化

第２節 対応体制の整備

機動防除隊、防災センター等の強化、排出油の防除に関する協議会（排防協）の

組織

各機関の対応体制・機関相互の協力体制の整備、排防協の広域化及び各機関の役

割分担の明確化

第３節 通報・連絡体制の整備

事故発生時海上保安部署等への通報、24時間の情報収集体制の確保

第４節 関係資機材の整備

各関係機関による防除資機材等の整備

防除資機材の現場への迅速配置・活用体制確保のための官民の連携確保

第５節 訓練等

排防協との連携による訓練の実施、海上災害防止センターでの訓練の実施

関係機関相互の有機的連携に重点を置いた総合的かつ実戦的な訓練の実施、関係

行政機関及び地方公共団体における人材育成

第６節 近隣諸国との協力体制

外務省による実施（運輸省及び海上保安庁の協力）

第３章 油汚染事件に対する対応に関する基本的事項

第１節 保護対象についての基本的な考え方

被害の発生が最小限となるような措置の実施

第２節 対応体制の確立

関係機関による対応体制の確立、自衛隊への災害派遣要請

警戒本部、非常災害対策本部等の設置

第３節 油汚染事件に関する情報の連絡

事故発生に係る情報の提供

警戒本部及び非常災害対策本部を通じた情報提供

第４節 油汚染事件の評価

事故発生直後の調査・情報提供、環境影響調査及び情報提供
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第５節 油防除対策の実施

海防法に基づく汚染者への指導・命令等、具体的防除措置の例

関係行政機関等への防除措置に係る協力の要請、資機材の確保・運送及び防除の

実施に係る協力、漂着油の除去、ボランティア等への支援体制の整備、回収油等

の処理

第６節 資機材等に関する情報の提供等

分野別専門家及び防除資機材に関する情報の提供体制確保、石油事業者団体の事

業に係る情報及び資機材の提供体制確保

第７節 防除作業実施者の健康安全管理

環境庁、厚生省及び労働省による情報提供

第８節 野生生物の救護の実施

環境庁による実施

第９節 漁場保全対策等の実施

水産庁による実施

第10節 海上交通安全の確保及び危険防止措置

現場周辺海域での船舶の退去、航行制限等の措置の実施

第11節 広報等

関係行政機関、地方公共団体等による迅速かつ的確な広報の実施

第12節 事後の監視等の実施

防除措置終了後の、環境影響調査、被害調査等の実施

第４章 関係行政機関等の相互の連携等

第１節 国家的な連携

準備及び対応の施策の推進及び関係省庁連絡会議等の活用による連携

第２節 地域的な連携

地域の実情に応じた準備及び対応の施策の推進及び排防協等の活用による連携

第５章 その他の事項

第１節 調査研究、技術開発の推進

事故防止、排出油防除等の調査研究、技術開発の推進

第２節 計画の見直し
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これらの改訂内容を各省庁別に国家緊急時計画の充実強化策についてまとめると以下のよう

になる。

表 ３－１－４ 流出油の防除対応における各省庁の国家緊急時計画の充実強化策

省庁名 防除対応

運輸省 警戒本部、非常災害対策本部の設置
港湾建設局の大型油回収兼用船による防除活動

海上保安庁 排出油防除計画の見直し
機動防除隊・特殊救難隊の業務執行体制の強化
海外油防除組織との交流の促進，沿岸海域環境保全情報の整備

警察庁 油流出事故担当課の24時間体制の対応
都道府県警察等との緊密な連絡体制の確保

防衛庁 迅速な災害派遣の実施，浮遊油の状況に関する通報要領の定型化
関係機関の資機材の活用，資機材の輸送
防災訓練への参加，研修への参加の検討

科学技術庁 地球観測衛星の利用，深海の調査，緊急研究

環境庁 対応体制の充実・強化，環境影響調査手法等の充実
野生生物救護対策の充実，情報等の収集、整理、共有化

国土庁 宿日直体制の整備等，中央防災無線の活用
警戒本部、非常災害対策本部の設置

外務省 関係国への通報
事故関連情報の入手及び防除実施要請，他国への支援要請

文部省・文化庁 史跡名勝天然記念物への影響把握，現状回復のための措置

厚生省 回収油の円滑な処理の確保，健康安全に関する情報提供

農林水産省・水産庁 油汚染漁業影響情報図の整備，油防除資機材の整備
影響調査即応体制の強化，油防除マニュアル等の作成

通商産業省 防除資機材貸出事業の充実，諸外国の防除体制に関する情報収集

郵政省 レーダーの活用における即応体制の充実・強化
通信機器・必要周波数の確保

労働省 防除における健康上の配慮事項に関する事項の検討、情報提供

建設省 情報収集・提供，防除資機材等の整備、活用，河川区域における対応

自治省・消防庁 被害情報の収集・伝達，消防庁における初動体制の整備
広域応援体制の整備，地域防災計画の見直しの推進等

(4)防除実施

油流出事故が発生した場合、原因者である船舶の船長、あるいは施設の管理者が防除措置の

実施を履行する義務を負う。原因者は、速やかな措置実施とともに海上保安庁あるいは所轄の

消防機関への通報を行い、その指示を仰ぐことになる。

海上保安庁及び消防機関は、措置義務者の措置実施状況を総合的に把握し、措置義務者に対

する指導・援助、協力者に対する指導を行う。また、措置義務者が措置を講じていないと判断

される場合には、措置義務者に措置を命ずる。

海上保安庁は、緊急に防除措置を講ずる必要があると認められる場合には、海上災害防止セ

ンター等に対し、防除措置を講ずべきことを指示するか、海上保安庁自らがこれを実施する。
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また、平成７年４月に第三管区海上保安本部に編成された機動防除隊は、高度な専門知識・技

術を活用して、流出油の防除措置及び流出に伴う海上火災の消火、ならびにこれらの措置に係

る指導・助言及び調整を行う。

自衛隊は、防除資機材の輸送について、関係行政機関または地方公共団体から依頼があった

場合、輸送の必要性を判断し、航空機、艦船等の輸送手段により支援を行う。

油が海岸等に漂着した場合、関係行政機関、地方公共団体等は、防除措置の実施状況を把握

するとともに、迅速かつ効果的な防除作業が実施されるよう、関係機関の出動可能勢力、支援

体制等の情報を収集・整理するとともに、船舶所有者等の関係者に対して情報提供を行うよう

努める。

(5)防除対応訓練

関係行政機関、地方公共団体等は、油流出事故への対応を迅速かつ的確に実施するため、関

係機関相互の連携に重点を置いた総合的かつ実践的な訓練を排出油の防除に関する協議会等を

活用して行うことになっている。

日本国内における防除対応訓練は、主として海上保安庁、海上災害防止センター及び石油連

盟（PAJ:Petroleum Association of Japan）によって実施されている。また、官民合同の調整

・防除機関として、排出油の防除に関する協議会等の防災組織が、平成７年度末現在で全国に

93設置されており、油流出事故発生時における関係機関相互の連絡の緊密化、事故対策の策定、

資機材等の備蓄整備、海上防災訓練等が実施されている。

海上保安庁では海上災害防止センターの指導・監督を実施しているが、海上災害防止センタ

ーの業務の一つに海上防災訓練業務が挙げられる。この業務においては、タンカーに乗り組む

上級船舶職員、石油関連施設の従業員等に対する消防実習、油防除実習など各種研修訓練を実

施しており、この訓練には平成８年度末現在約40,500人が参加している。

また平成８年３月には、海上災害防止センターに実際に油を使用した回収装置の操作等が可

能な訓練水槽、漂着油の回収・清掃実習のための模擬海岸プール、流出油拡散予測等のシミュ

レーション実習のための研修棟等から構成される流出油防除訓練施設が完成しており、この施

設による流出油防除訓練の充実化を図るとともに、実践的な３種の訓練コース、1)海洋汚染対

応、2)海上汚染実習、3)沿岸汚染実習を開設し、油防除対応の人材育成のための訓練を実施し

ている。

PAJによる訓練は、PAJの基地が主体となり、資機材の維持管理者が中心となって、独自に緊

急時を想定した演習を行い、あるいはPAJ加盟会社の防災担当者または石油連盟海水油濁処理協

力機構（POSCO:PAJ Oil Spill Cooperative Organization）とともに演習を実施する。これ以

外に石油連盟は、資機材の実地操作訓練講習会として資機材のメカニズムとシステムの学習の

ための座学と実際の資機材の操作及び反省会をプログラムとした２日間のトレーニングコース

を実施している。

また、上記の訓練に加え、必要に応じて上記各関連機関間の合同訓練が行われる。
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3.1.6 まとめ

以上、各国の防除体制についてその組織、連絡、計画、実施及び訓練の視点からまとめた。

アメリカにおける防除実施においては、基本的には事故当事者が回収防除責任者としてあた

り、小規模な流出油事故に対しては、これと各地域の流出油対応組合が対応するが、手におえ

ない大規模な流出事故については、現場調整官の判断・指示に従ってUSCG、MSRCが出動・支援

する。特に、環境への影響が懸念される場合についてはNOAA等の協力を得、回収に当たる。

イギリスは、周辺海域に多くの油田を抱えているが、油田からの流出事故については、油田

オペレータが管轄のDTI、HSE及びMPCUに通報し、これらの機関が共同で連絡・広報管理にあた

る。この対応に関して実質的な流出油処理に対してはMPCU、安全衛生関連事項にはHSE、イギリ

ス領北海におけるオペレータ間との報告・指示にはDTIがそれぞれ責任を有している。イギリス

では、初期対応における機械的回収が困難な場合には、直ちに航空機による分散処理剤の使用

が関係機関間で検討される。

ノルウェーにおける流出油防除対応体制は、イギリスのそれと形態が似ているが、防除実施

については事故原因者の対応能力に関わらず、防除実施機関が出動する。荒天時の防除は原則

的に行わず、海象の静穏化後、速やかに防除作業を開始する姿勢をとっている。分散処理剤に

ついては、水産資源に対する影響を考慮し、初期対応ではあまり使用しない。

カナダでは、波高３ｍ以上の場合、機械的回収は行わず、ノルウェー同様、海域の静穏化後、

油回収船に油回収装置を装備して回収を実施する。

外洋における効果的な対応策としての分散処理剤散布は、イギリス同様、初期対応での有効

な方法として認識している。また、現場燃焼についても有効手段と認識しているが、その実施

に際し許可条件を設定し、処理の有効性についても、風速、風化状態、油膜厚、天候等を考慮

して評価している。さらに、安全衛生面から煙の毒性や燃焼のコントロールについても注意を

払っている。

このように今回調査対象とした欧米諸国では、油流出事故対応の際の組織が明確にされてお

り、特に現場責任者や対応機関間の役割分担が明確にされている。一部を除き、基本的には事

故当事者が回収防除責任者としてあたり、手におえない大規模な流出事故について上位の防除

対応機関が支援するという体制をとっている。

大規模な外洋での流出事故の防除対応は、ノルウェーを除き、各国とも分散処理剤散布の有

効性を示唆しているが、機械回収については限界を認めており、回収可能時の出動体制の整備

を重要視している。また、各国とも多種多様にわたるカテゴリーの油防除対応訓練を自機関内

だけでなく、広く民間にまでトレーニングコースとして開催して流出油防除作業の技能向上と

対応要員の育成に努めている。

一方、日本では、「ナホトカ号流出油災害対策関係閣僚会議」傘下の「大規模油流出事故へ

の即応体制プロジェクトチーム」による即応体制の検討がなされ、「油汚染事件への準備及び

対応のための国家的な緊急時計画」として閣議決定された。これに基づき官公民関係各機関に

おける

1)情報収集、通報、連絡体制、

2)関係機関における即応体制、

3)迅速かつ総合的な油防除実施体制の充実・強化
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の明確化・実質化が実施されようとしており、緊急防災計画は、外洋における油流出事故への

効果的な対応として変わろうとしている。

これにより指揮系統、役割分担、連絡体制がさらに明確化、強化されて行くことが期待され

る。今後将来に向けて、油防除対応体制を見直していく際には、情報の一元化と責任の明確化

が重要であり、各機関の役割分担、行動原理、防除能力等を事前に理解して、関係各機関相互

の協力体制を可能な限り事前に調整するとともに、緊急時には密接に連携し、協力し合う体制

を作れるようにすることが必要である。

表３－１－５ 各国における外洋油流出事故対応における役割一覧

国名 日本 アメリカ イギリス ノルウェー カナダ

通報義務者 原因者 原因者 原因者 原因者 原因者

第一通報先 海上保安部署 沿岸警備隊 沿岸警備隊 沿岸警備隊国 家 汚 染 管 理 局 （ Ｓ Ｆ Ｔ ）
水上警察 カナダ政府海 洋 汚 染 管 理 局

石 油 管 理 局貿易産業省 ﾉﾙｳｪｰ

統括指揮者 海上保安庁 沿岸警備隊 沿岸警備隊海 洋 汚 染 管 理 局 国 家 汚 染 管 理 局 （ Ｓ Ｆ Ｔ ）
油 汚 染 管 理 部(MPCU)

現場指揮者 沿岸警備隊 ｾﾝﾀｰ NOFO(ﾉﾙｳｪｰ 沿岸警備隊管 区 海 上 保 安 本 部 流 出 油 対 応
(OSSC) )海 洋 油 濁 対 応 協 力 機 構

初期対応 原因者 原因者 原因者 原因者 原因者
海上保安庁 沿岸警備隊 NOFO 沿岸警備隊流 出 油 対 応 組 合

( )海 洋 調 査 協 会 （ Ｍ Ｓ Ｏ ） 地 方 公 共 団 体 政 府 の 要 請 に よ る

協力・支援 ｾﾝﾀｰ 沿岸警備隊 沿岸警備隊 NOFO ｶﾅﾀﾞ環境庁海 上 災 害 防 止
海 洋 油 流 出 事 故 対 策 地 方 公 共 団 体 環 境 緊 急 対 応 協 会機動防除隊 MSO

株 式 会 社地方公共団体
NOAA

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ等 海上保安庁 MPCU NOFO 沿岸警備隊海 洋 油 流 出 事 故 対 策
海 上 災 害 防 止 株 式 会 社ｾﾝﾀｰ
石油連盟
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3.2 防除資機材

油回収船を中心とした油回収装置の種類と性能については、海外の事例が防除資機材の運用形

態として調査している（シップ・アンド・オーシャン財団, 1992）。また国内については、油回

収船の回収方式・能力については調査されている（海上災害防止センター, 1996）が、オイルフ

ェンス、処理剤、吸着材、作業船、等の具体的な仕様については十分ではない。

ここでは運用システム検討の資料とするために、防除機材の種類別にその具体的な仕様と性能

について、既往文献資料とヒアリングにより調査を行った結果について防除資機材の種類別に述

べる。

3.2.1 オイルフェンス

市販されているオイルフェンスのデザインはさまざまであるが、その種類はカーテン式（固形

浮体式、充気式）と衝立式に大別され、いずれも以下の特徴を備えている。

1)越流防止・軽減用のフリーボード

2)フェンス下部からの漏油防止・軽減用のスカート

3)空気・浮揚材による浮力

4)風、波、水流等への耐久性を確保するための張力部材

(1)カーテン式オイルフェンス

水面下に連続したスカート部あるいはスクリーンを有し、通常断面が環状の固形浮体または

充気式浮体がそれを支えている（ ）。充気式オイルフェンスは浮体内の空気を抜図３－２－１

けば保管が容易である。一方、固形浮体式のそれは破損しにくい反面、収容にスペースを必要

とする。この種のオイルフェンスは波乗性能に優れ、適度な逸出速度を持つとともに清掃しや

すいものが多い。

現在外洋向けに設計・使用されているカーテン式オイルフェンスのうち典型的なものの仕様

について に示す。ここにはフロート形式として、固形および充気の双方のタイ表３－２－１(1)

プを挙げてあるが、材質に目新しい点は見受けられないものの、各製品とも全高が高く、外洋

向けの大きな特徴となっている。

表中の製品カタログ値では、外洋の条件下での使用実績についても言及している。特に荒天

時の適用性については、AllMaritim社のNOFI-1000はビューフォート風力階級６、有義波高４ｍ、

風速14m／sの条件下での使用が可能であるとしているが、包囲した流出油の越流、くぐり抜け

については有効な情報は得られていない。また、デンマークのRO-CLEAN DESMI社は、様々な規

模の荒天時対応型充気式オイルフェンスを販売している。

これは、補強繊維入り耐油性合成ゴム２枚をサンドイッチ構造に圧着したもので、表３－２

－１(2)に示すように暴風時の気象条件下において波高6.0ｍのへの対応能力がある。さらに同

表に示した展張時間は、LLOYD Resister立ち会いによる検査結果、また同じく引張試験結果に

ついては、公的機関立ち会いによる検査証明書に保証されたものである。同表中のRO-BOOM 35

00は、現在世界最大のオイルフェンスとして知られている。
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※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)
を参考に作成

図３－２－１ 空気浮体付カーテン式オイルフェンス

表３－２－１(1) 外洋向けカーテン式オイルフェンスの仕様（例）

メーカー AMERICAN BOOM & OIL STOP INC. Can-Ross AllMaritim
BARRIER CORP. Environmental

Service Ltd.

国名 アメリカ アメリカ カナダ ノルウェー

形式名 MARKⅢB DEEP SEA BOOM AQUA BOOM 100 NOFI-1000

フロート形式 固形浮体 固形浮体 充気式浮体 充気式浮体

フロート材質 ポリエチレン PVCターポリン ポリエチレン PROTECTIVE PVC

カーテン材質 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ／ﾅｲﾛﾝ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 22oz PVC PVC

ﾌﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ(cm) 40.6 61.0 30.48 100

ドラフト(cm) 61.0 101.6 60.96 95

全高(cm) 101.7 163.0 91.44 235(ﾈｯﾄ部40cm)

重量(kg/ft) 1.4 1.8 1.36 4.9

標準長(m) 15 30.5 15.24 100

バラスト 9.5mmチェーン 9.5mmチェーン 9.5mmチェーン －

耐久張力(kg) 12,485 52,664 － 25,000
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表３－２－１(2) RO-CLEAN DESMI社の充気式オイルフェンスの仕様（暴風時対応型 ）＊

型式名 RO-BOOM 3500 RO-BOOM 2000 RO-BOOM 1800 RO-BOOM 1500

水面上高さ（ｍ） 1.30 0.60 0.60 0.50

水面下スカート丈（ｍ） 1.50 1.10 0.90 0.70

単体スパン長さ（ｍ） 200 50, 100, 200 50, 100, 200 50, 100, 200

ﾊﾞﾗｽﾄﾁｪｰﾝ径（mm） 20 13 13 13

空気室長さ（ｍ） 6.0 3.0 3.0 3.0

空気室容積（ ） 5800 575 575 420ç

重量（kg／ｍ） 36.5 17.5 12.5 14.5

浮力／重量比 23：1 13：1 18：1 11：1

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ引張強度（kN） 1680 800 720 600

材質引張強度（N／mm） 480 400 400 400

ﾊﾞﾗｽﾄﾁｪｰﾝ引張強度（kN） 400 200 200 200

稼動可能温度（℃） -40～60 -40～60 -40～60 -40～60

保管可能温度（℃） -60～70 -60～70 -60～70 -60～70

対応可能波高（ｍ） 6.0 4.0 3.5～4.0 3.5

耐用気象条件 暴風 暴風 暴風 暴風

安定使用可能潮流（kt） 4～5 3～4 3～4 3～4

展張所要時間（分／200m） 20 12 12 12

巻取所要時間（分／200m） 25 20 20 20

＊ 表中の製品以外に強風時対応型、遠浅海岸対応型がある。

(2)衝立式オイルフェンス

比較的平らな断面を有し、これに沿うように取り付けられた浮体により、水中で垂直に保持

される（ ）。その形状から固形浮体を用いることが多いが、外部取り付けの浮体図３－２－２

は乱流の原因となり、低流速時でも油が逃げやすくなる傾向がある。このデザインのフェンス

は、保管に場所をとり、洗浄しにくい。衝立式フェンスは、一般的に比較的流速が小さく穏や

かな水域に適するとされている。

※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成
図３－２－２ 固形浮体付衝立式オイルフェンス
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代表的な衝立式オイルフェンスの仕様について に示す。RO-CLEAN DESMI社のTR表３－２－３

OILBOOM GPシリーズは、波の穏やかな内海、沿岸、河川、沖合、それぞれに適したモデルがあ

る。同社のカタログによれば表中のTROILBOOM GP HDBは、過酷な条件にも耐えるとしており、

白波のたつ海象条件下で使用されている写真が掲載されている。また、SLICKBAR社のSLICKBAR

Mk7は、KEVLAR29アラミド繊維にウレタンコーティングがされた長期配備型オイルフェンスで

摩擦や炭化水素によるダメージに強い。太田工業（株）のOKS-800ABは、発電所取水口の保護、

またAMERICAN BOOM & BARRIER社のCG-1 Standardについても荒天時の堅牢性よりも迅速な展開

を目的としている等、衝立式オイルフェンスは、外洋での使用ではなく、静穏域における防除

を目的としたものが多いが、外洋で発生した流出事故においてもその展張の迅速性から沿岸域

保護に有効であると思われる。

表３－２－２ 衝立式オイルフェンスの仕様（例）

メーカー RO-CLEAN DESMI SLICKBAR 太田工業（株） AMERICAN BOOM
& BARRIER CO.

国名 デンマーク アメリカ 日本 アメリカ

形式名 TROILBOOM GP HDB SLICKBAR Mk7 OKS-800AB CG-1 Standard

フロート材質 ポリエチレン ポリエチレン 発泡ｽﾁﾛ-ﾙ＋FRP ポリエチレン

スカート材質 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ／ﾅｲﾛﾝ KEVLAR29 ﾀｰﾎﾟﾘﾝ＋ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

ﾌﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ(cm) 30 20 80 15.2

全高(cm) 25～150(各ｻｲｽﾞ) 91 90 45.6

標準長(m) ５、15 30 20 31

バラスト － ｱﾝﾁﾓﾝ ﾘﾍﾞｯﾄ 鋼製ﾁｪｰﾝ(5kg/m) 6mm鋼製ﾁｪｰﾝ
耐久張力 12,000(kg) 8760(N／50mm) 500(kg／3cm) 5,675(kg)

カーテン式、衝立式ともフェンスを水中で垂直に保持するための支柱及びバラスト、各スパ

ンを連結するためのコネクタ、曳航ポイント及びアンカリングポイントを有している。

オイルフェンスによる流出油の包囲・誘導能力については、フェンスに直角に作用する１ノ

ットを超える水流に抗して油を保持することはできない。これは、強い水流による越流だけで

なく、乱流によるくぐり抜けにも起因する。このためフェンス側面は突起物等がなく一様であ

ることが望ましい。

また、これらのタイプとは別に網や布地をチューブ状にして、中に合成あるいは天然の油吸

着剤を詰めて使用する吸着式オイルフェンスがあるが、これには吸着材以外の補強材や浮体を

必要とし、油が浸透したオイルフェンスの取り扱いや処分に問題が生ずることがあるため、通

常水流が弱い水域で薄いフィルム状の油を回収する場合に用いられる。
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(3)国内のオイルフェンスの性能基準性能基準

①法定オイルフェンス

オイルフェンスの規定は、昭和49年７月13日付海洋汚染防止施行規則の一部を改定する政

令において以下のように寸法として規定されている。

ｲ)寸法が に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイル表３－２－３

フェンスで、海面に浮揚させまたは海底に沈降させることの出来る構造を有す

るもの（以下、「浮沈式オイルフェンス」と称す）の接続部に係る部分につい

ては、この限りではない。

表３－２－３ 法定オイルフェンスの規定

本 体 部 接 続 部
種 類

海面上の高さ（cm） 海面下の高さ（cm） 高 さ（cm）

オイルフェンスＡ 20以上 30以上 60以上

オイルフェンスＢ 30以上 40以上 80以上

ﾛ)単体の長さは、原則として20ｍであること。

ﾊ)接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフ

ェンスにあっては、この限りではない。

ﾆ)安定して海面に浮き、排出された油をせき止めることが出来る構造であること。

ﾎ)単体の長さ方向の引張強度は3000kgf／ 以上であること。á

ﾍ)使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。

ﾄ)材料は、通常の保管状態において変化しにくいものであること

②開発要求性能

上記規定に対し、海洋油濁防止装置開発委員会の開発要求性能は、下表のとおりとなって

いる。

表３－２－４ オイルフェンスの開発要求性能

性能区分 対応海況 Ｃ型 Ｄ型

風速（ｍ／sec） 10 20
滞油性能 波高（ｍ） 1.0 1.5

潮流（相対：kt） 0.5 1.0

風速（ｍ／sec） 20 25
耐用限界 波高（ｍ） 2.0 3.0

潮流（相対：kt） 1.0 2.0
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③漏油限界

日本国内においては、静穏水域を前提として設計されたものがほとんどである。当財団

筑波研究所において水槽実験により各型式（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ型）のオイルフェンスについ

て、その漏油限界が評価されている（ ）が、日本沿岸における卓越波高であ表３－２－５

る0.5～2.0mに対応できるものはない。

表３－２－５ 型式別オイルフェンスの漏油限界実験値（海洋工学連絡会, 1997）

波浪発生時

型式 流速(m／sec)

流速(m／sec) 波長(m) 波高(m)

Ａ型 0.40～0.50 0.20 3 0.15

Ｂ型 0.26～0.50 0.20～0.40 6 0.30

Ｃ型 0.50～0.55 0.46～0.50 10 0.60

Ｄ型 0.60～0.80 0.60～0.65 10 0.60

（参考）日本沿岸における波高：0.5～2.0mが卓越。

(4)まとめ

以上、オイルフェンスは、「物理的に堰き止める」というその稼動形態から推察されるよう

に、荒天時の外洋への対応性は、その規模と堅牢性に大きく依存する。この点から考えて、唯

一荒天時の外洋への対応の可能性が期待できるオイルフェンスは、荒天時の外洋とい う条件を

Nakhodka号事故の風速20m／s、波高６ｍと考えれば、RO-CLEAN DESMI社のRO-BOOM 350 0（表３

－２－１(2)）が対応可能波高と対応気象条件においてかろうじてこれを満足しているが、「実

質的な現場における性能は、カタログ性能の50％以下になる」といった指摘もある。

また、破砕波が発生すると、流出油はほとんど海面から姿を消し、海中に取り込まれる。油

が比較的大きな油滴に分裂した場合、波高とほぼ等しい水深まで潜ってしまう。また、油滴が

小さい場合は自然に海中に拡散する。さらに、海面上および海面付近に残った油分は波によっ

て流速が増大するためオイルフェンスで取り込むことは不可能である。（Rodal 1997）

以上のことから、Nakhodka号事故当時のような荒天時にオイルフェンスで流出油を取り込む

ことは事実上不可能と思われる。
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3.2.2 ネットシステム

ネットを使用した流出油の包囲は、特に高粘度油を対象とした場合に多くの利点がある。ネッ

ト自体は開放構造であり、製作が容易なことに加え、水中移動時の抵抗が小さいので、通常のオ

イルフェンスを使用する場合よりも流れが速い水域での使用、あるいは高速で海面付近を移動、

掃海することが可能である。

(1)巾着網タイプ

巾着網漁法に基づいて長いダブルネットを用いて、２隻の船舶で流出油を封じ込め、回収、

あるいは影響を受けやすい地域を保護するものである（ ）。図３－２－３

(2)トロール網タイプ

先端部が取り外しできるトロール網で海面を曳航し、流出油を回収しようとするもので巾着

網タイプ同様、漁法を応用したものである。包囲した油を先端部に集約できるため回収効率が

よい（ ）。図３－２－４

※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成

図３－２－３ ２隻の船舶により流出油を包囲・回収する
巾着網タイプのネットシステム稼動形態

曳航 船舶 曳航 船舶
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※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成

図３－２－４ 取り外し可能な先端部に流出油を回収する
トロール網タイプの油回収ネット模式図

双方のタイプとも実際の流出油事故では十分な評価がされていないのが現状であるが、現場

実験においては、特に巾着網タイプのもので流出油を封じ込め、保持する場合に有効であると

みられている。当財団筑波研究所の回流水槽を用いた実験では、いわし旋網漁網の高粘度油に

対する耐油性能が従来のオイルフェンスと同等、あるいはそれ以上であるという結果が得られ

ている（シップ・アンド・オーシャン財団, 1997）。したがって、全国的に入手が容易な漁網

を用いた対応は、急場には十分役に立つものと思われる。

しかし、いずれの場合も油がネットに吸着されると網目が塞がって油の保持能力は通常のオイ

ルフェンスと同様になる。

(3)バリア

オイルフェンスやネットシステムのように物理的に直接油を遮り、制御する手法と異なり、

二次的な物理遮蔽効果により流出油を保持する包囲手法のカテゴリーをバリアと称する。バリ

アにはエアカーテンや薬剤、また緊急時には手近な植物等で作成したスクリーン等がある。

①バブルバリア

水面下に設置した孔の開いたパイプに高圧空気を送り、気泡を生じさせること（エアカー

テン）により流出油を保持する（ ）。このとき水面には気泡により向流が生じ、図３－２－５

最大0.7ノットの水流に対して油を保持することができる。このシステムは、浮体式オイルフ

ェンス等で船舶の航行が妨げられるようなケースで使用される。
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図３－２－５ バブルバリアを敷設した海域の断面模式図

②ケミカルバリア

周囲の水の表面張力を低下させて低粘度油の拡散を防ぐ薬剤を散布して流出油を保持する。

この薬剤は、船舶やヘリコプターからごく少量散布し、油膜を包囲・凝縮して回収しやすく

する。この手法は試験的に実施されてはいるが、薬剤が高価であること、凝縮後の油膜厚に

限度があること、効果の持続時間が短い、等の理由で実際の流出油事故で大規模に使用され

たことはない。

③応急バリア

浅瀬等に油が波及した場合、麻、葦、藁俵、竹等で作ったスクリーンやマットを杭を打っ

て支えることがある。また、砂浜が長い海岸線にわたって続くような水域では、建設用重機

（ブルドーザー等）で浅瀬に張り出した砂州を造成し、流出油が海岸沿いに移動するのを防

ぐことができる。狭い入江や河口も同様である。しかし、このような一時的な水系閉鎖措置

では水系における生態学的影響を考慮する必要がある。一例を挙げれば、砂州の低水位以下

の位置にパイプ等を埋設し、水を入れ替える等の措置が必要となる。

高 圧空気→
海面

気泡

海底
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3.2.3 油回収装置

油回収装置は、油回収部、浮体・支持部、回収物を貯蔵設備に送るポンプで構成されている。

基本的には、吸引式、付着式及び導入式の３種類に大別される。

(1)吸引式油回収装置

流出油をポンプまたは吸気系により、水面から直接、または堰を経て回収する。この方式で

は油とともに大量の水を回収するが、多量の水により油が流動しやすくなるため高粘度油の回

収にも適している。一方、回収物における水の占有率が高いので大容量の貯蔵・分離設備が必

要となる。

この方式により流出油を効率よく回収するためには、吸入口位置を油層に追従させる必要が

ある。この追従性は、峻度が低く、波長の長い波に対してはよいが、波浪や砕波のように峻度

の高い波に対しては低下する傾向がある。

吸引式油回収装置には、その吸引方式により主として以下の２種類に大別される。

①真空ポンプ式

に示すように、浮体による浮遊式あるいは浮遊堰式の吸入口を流出油と海水図３－２－６

の境界面に保持し、これに接続されたホースを介して別のプラットフォームに搭載された真

空ポンプにより油水を吸引する方式である。

図３－２－６ 真空ポンプ式（浮遊堰式）油回収装置の吸入口
（Exxon Production Research Company, Oil Spill

Response Field Manual(1993)より引用）

②混気ジェットポンプ式

水面付近に保持した吸入口に混気ジェットポンプにより負圧を生じさせて油水を吸引する

方式である（ ）。図３－２－７

この方式では、ゴミ等、他の夾雑物等によりポンプを損傷する可能性がきわめて低いこと

に加え、ある程度の大きさの固形浮遊物も同時に回収できることが特徴となっている。
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図３－２－７ 混気ジェットポンプ式油回収装置の構造（Exxon Production
Research Company, Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）

表３－２－外洋で使用可能とされている吸引式油回収装置のうち典型的なものの仕様について

に示す。日本国内では吸引式油回収装置の専門メーカーはなく、外国製品を輸入している６(1)

のが現状である。表中、FrankMohn Flatoy AS社のTransrec. System350:Skimmer unitは、同社

のディスク式、ベルト式スキマと合わせた回収パッケージとして現在、世界各地に広く配備さ

れている。また、同じくFOILEX社のTDS 250 OCEAN SKIMMERは、湾岸戦争での使用実績がある。

に示したRO-CLEAN DESMI社の吸引式油回収装置は、典型的な容積ポンプであ表３－２－６(2)

るアルキメデス型スクリューポンプを組み込んだ製品である。負圧部の高い密閉性により10ba

rの吐出圧を確保し、100万cSt以上の高粘度油や泥土を回収することが可能である。また、回収

油の圧送ホース長が長くなる場合に生ずる摩擦損失が小さく、回収油の遠距離や高所への移送

を可能にしている。浮遊物は、ポンプに装着されたカッティングナイフにより細断され、回収

されるが、ポンプのホッパー部に装着されたスキマーアダプタにより油吸入口位置が油層内に

収まるように自動調整されるため、低粘度油の回収も可能である。

表３－２－６(1) 吸引式油回収装置の仕様（例）

メーカー PharosMarine FrankMohn Flatoy Dougras FOILEX
AS Engineering

国名 イギリス ノルウェー アメリカ スウェーデン

形式名 GT-260 Transrec. System SERIES 18000 TDS 250
350:Skimmer unit OCEAN SKIMMER

回収能力
100 350 68 130

( ／hr)â

最大圧力
12 － － 10

(bar)

排出口サイズ
6 7.5 3 －

(inch)

重量(kg) 230／350 150／400 35 70／120
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表３－２－６(2) RO-CLEAN DESMI社の吸引式油回収装置の仕様）

形式名 DESMI OCEAN MK2 DESMI DESMI
TERMINATOR TERMINATE

回収能力
220 100 27

( ／hr)â

最大圧力
10 10 10

(bar)

最大対応粘度
1,000,000 1,000,000 1,000,000

(cSt)

重量(kg) 270 150 95

(2)付着式油回収装置

円盤、ベルト、合成ロープ等に親油性材料を使用し、これらに油を付着させて回収する方式

である。この方式では吸引式と比較して水に対する油の回収率が高くなるのが特徴である。こ

れらの回収装置の種類として重質油の回収を対象とした突起部のあるディスクやダイヤモンド

状の網目のベルトを使用する回収装置があるが、この形式の回収装置は一般的に100～2000cS程

度の中粘度油に対して効果が大きい。反面、軽油、灯油等の低粘度油は回収できるものの、回

収プローブ表面に厚く蓄積されないため高回収率は得られないことが多い。

付着式油回収装置は、以下のように油を付着させる部分の違いから分類される。

①円盤式

一本または複数の回転軸に１列あるいは環状に配置した円盤の一部を油水に浸し、円盤を

回転させて付着した油をワイパー等により回収する（ ）。このため海水の離脱図３－２－８

率および油水全体に対する油の回収比率が比較的高い。この形態で円盤の代わりに単体のド

ラムを用いるドラム式もある。

図３－２－８ 円盤式油回収装置の構造（Exxon Production Research Company,
Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）
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②ベルト式

親油性の高い材料で作られたベルトを２本あるいはそれ以上の本数の回転ローラー間に張

り、これの一端を海面に浸して回転させることにより流出油を付着させて回収する。このと

き付着させた油は、ベルト上端において搾り取り、回収する（ ）。このベルト図３－２－９

の代わりに樹脂製のブラシを装着したもの（ブラシ式）もあるが、ここではこれをベルト式

に含むものとして扱うこととした。

この方式においては、付着油を搾り取って回収するため、ゴミ等、固体の夾雑物が混在す

ると、ベルトや搾り取り装置を損傷する可能性があるので、ベルト上の固形物の除去に注意

を払う必要がある。

ベルト式油回収装置は装置の系全体が大きいため、ほとんどが船舶をプラットフォームと

して稼動される。

図３－２－９ ベルト式（ブラシ式）油回収装置の構造
（Exxon Production Research Company,

Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）

③ロープモップ式

高親油性の化学繊維を材料としたロープ上のモップを海面に浸して回転させ、ロープモッ

プが吸着した流出油を、ベルト式同様に搾り取り装置により回収する方式である。この方式

では、ロープモップの全長を調整することにより海域条件への適応性を確保することが出来

る。また吸着材にフレキシビリティがあるため、大型の浮体、氷の下やゴミの中等、障害物

のある条件下においても稼動が可能である。

本方式では、陸上や船舶等のプラットフォーム上に回収装置を設置して、プーリーを介し

て、流出油のある区域にロープモップを張る稼動方式（ ）と、プラットフォー図３－２－10

ムから直接流出油の区域上方に装置自体を展開して、ロープモップを海水に浸す場合がある。
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図３－２－10 ロープモップ式油回収装置の稼動方式例
（Exxon Production Research Company,

Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）

は、各国における外洋あるいは「あらゆる条件下」において、稼動可能とされ表３－２－７

る付着式回収装置の例である。各タイプとも稼動環境への適応性が強いとしてあるが、荒天、

強風、高波高、等の条件を考えると、搭載プラットフォームにもよるが、ブラシ式、モップ式

が有効であると思われる。

表３－２－７ 付着式油回収装置の仕様（例）

メーカー LORI Products A/S NOR-MARINE Can-Ross Action Petroleum
Environmental Spill Recovery,
Service Ltd. INC.

国名 フィンランド ノルウェー カナダ アメリカ

形式名 LORS FOXTAIL VAB 8-14 T-Disc(T30) Super Skimmer
Drum:MODEL 60

タイプ ブラシ式 ロープモップ式 円盤式 ドラム式

回収能力
41／ﾌﾞﾗｼﾕﾆｯﾄ 80 30(t／hr) 73

( ／hr)â

対応有意波高
2.0 － － －

(m)

適応移動速度
2～4 － － －

(knots)

重量(kg) 900 100 73
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(3)導入式油回収装置

導入式油回収装置は、海面に浮遊している流出油を海水とともに回収装置内の油水分離槽に

導入し、槽内で油と水の密度差等による分離能を利用して流出油を回収する装置である。

この方式においては、油と水を導入するため移動性が必要であることに加え、装置の系とし

て分離槽、回収油移送ポンプ等を装備しているため、ほとんどの種類が自航式かあるいは船艇

に組み込まれて使用される。

この回収装置は、薄い油膜状のものから厚い油層に至るまで流出油を効率よく回収すること

が可能であるが、油の回収率や回収油の貯蔵能力は、装置の大きさに依存し、荒天時における

回収効率はプラットフォームの運動性能に大きく影響を受ける。また、流出油以外の固形浮遊

物は、油水の導入・分離に支障を来すため、通例油水導入口には浮遊物回収装置が取り付けら

れている。

導入式油回収装置をさらに分類すると以下のようになる。

①可変堰式

可変堰式油回収装置は、その名称のように、回収装置内の可変式の堰板を調整することに

より、海面と装置内油水分離槽面の水位差により流入した油と水を密度差により分離する装

置である。可変堰式回収装置の機構について に示す。海面上の油は、堰板と海図３－２－11

面の水位差により流入板を通じて分離槽に流入する。分離槽流入箇所には、乱流の発生を防

ぐ整流板、また分離槽内には油の浮上を促進するための対流板が設置されている。

図３－２－11 可変堰式油回収装置の構造（Exxon Production Research Company,
Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）

②傾斜板式

回収装置前面に傾斜板を設置し、回収装置が移動することにより流出油を傾斜板によって

回収装置内に導入して油を回収する方式である（ ）。このとき余剰海水は分離図３－２－12

槽底部から回収、排出される。また、油の導入率を向上させるとともに、乱流発生を防止す

るため、傾斜板に回転ベルトを設置する場合もある。波浪による回収効率低下を防ぐため、

回転ベルトに浮力を持たせたものや回収油貯蔵タンクを真空式としたものもある。
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図３－２－12 傾斜板式油回収装置の構造（Exxon Production Research
Company, Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）

③遠心分離式

回収装置を前進させる際に生ずる相対流により、装置内に導入した油水に渦流を発生させ、

図３－２遠心力により油と水を分離する方式である。この遠心力により密度の大きい海水は

のサイクロン室周辺部に分離され、回流しつつ下部から排出される。一方、密度の小さ－13

な油は中心部に集められポンプ等により回収される。

図３－２－13 遠心分離式油回収装置の構造（Exxon Production Research
Company, Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）

導入式回収装置の典型的なものの例について に示した。表３－２－８

A/S NOR-MARINE社のOP-SKIMMERは、自走式の可変堰式油回収装置であり、1994年にはEnviro

nment Canadaによって試験され、満足すべき結果を得ている。またこの装置は、1994年６月30

日にノルウェーのクリスチャンサンドで発生した120ｔの重油流出事故で使用され、油膜厚の厚

い状態からSheen状になるまで高効率で稼動した実績がある。
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VERSATEC PRODUCTS社のPedco Weir Skimmerは、軽量、単純な構造でオイルフェンスとの併用

だけでなく単体でも使用が可能な自動調整・可変堰式油回収装置である。同社カタログによれ

ば、回収能力は、使用するポンプによって変わるとのことであるが、これに併せて堰の大きさ

を選ぶ必要がある。

Action Petroleum Spill Recovery社のSuper Vossは、自走式ではなく支援船舶を必要とする

タイプであるが、その掃海能力は高く、sheen状の軽油から重油まで広い範囲の油種に対応能力

がある。また回収時における夾雑物は、回収油と速やかに分離される機構になっている。

Vikoma InternationalMINI FASFLO SKIMMERは、大流速の条件下での回収を目的とした傾斜板

式油回収器である。自走能力はなく船舶舷側からの展開や狭い水域で両岸から展張したオイル

フェンス中央部に取り付けて使用することが多い。回収能力は他の表中の他機種に劣るがその

重量から考えれば、むしろ回収効率が高いと見ることもできる。

表３－２－８ 導入式油回収装置の仕様（例）

メーカー A/S NOR-MARINE VERSATEC Action Petroleum Vikoma
PRODUCTS INC. Spill Recovery, International

INC. Ltd.

国名 ノルウェー カナダ アメリカ イギリス

形式名 OP-SKIMMER Pedco Super Voss MINI FASFLO
Weir Skimmer SKIMMER

タイプ 可変堰式 可変堰式 傾斜板式 傾斜板式

回収能力
140 使用ﾎﾟﾝﾌﾟに依存 272 30

( ／hr)â

対応有意波高
－ － － －

(m)

適応移動速度
－ － ～5 －

(knots)

重量(kg) 4000 120 550 90

(3)国内の油回収装置性能基準

①認定試験

油回収装置の性能基準は、昭和53年９月11日付、海洋汚染及び海洋災害の防止に関する法

律施行規則の一部を改正する政令において、油回収船と油回収装置等の規定として規定され

ている。

油回収船にあっては、次の性能及び整備を有するものであること。

ｲ)油回収能力：波長10ｍ、波高0.3ｍの海面において、Ｂ重油を収取する場合、１

時間に収取する油分が３kL以上であること。

ﾛ)推進装置を有すること。

ﾊ)油回収能力に応じ、適切な量の油分を貯蔵できること。

ﾆ)１時間に油回収能力以上の油分を移送できるポンプを有すること。
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ﾎ)油性混合物であるゴミ等をも回収できること。

油回収装置等にあっては、油回収装置が前号ｲ)に掲げる性能を有するものであり、かつ、

油回収装置及び補助船が一体となって前号ﾛ)からﾎ)までに掲げる性能及び設備を有するもの

であること。

②海洋油濁防止装置開発委員会の開発要求性能

海洋油濁防止装置開発委員会による油回収装置の開発要求性能は下表のとおりでありる。

表３－２－９ 油回収装置の開発要求性能

性能区分 対応海況 小型回収装置 専用船タイプ

回収性能 風速（ｍ／sec） 10 15
波高（ｍ） 0.5 1.2
回収能力 ①専用船タイプの ①平穏な状況（波高

1／10程度の回収 およそ30cm以下）
能力 での２日間で流出

油量3000tを回収
する。

②高粘度油の回収は
5.0t／h

耐用限界 － 限定沿岸 沿岸

我が国の油回収装置は、荒天時の対応となっていないことがわかる。

油回収装置においては、油の粘度が高くなるとポンプの効率が下がるので、回収性能はポンプ

に依存する場合が多い。高粘度または凝固した油に使用可能なスクリューポンプではホース配管

や内部抵抗に対処するため、キャリア用の空気または水を大量に導入し、少量の油を混ぜること

で対応する。また、w/o（water in oil）エマルジョンが生成され、粘度が上昇する場合にはエマ

ルジョンブレーカを使用する。

表３－２－10に波高２ｍ以上の条件下で稼動可能な油回収装置の例をいくつか示した。回収原

理はFramo/NOFO Transrec. System 350以外は、いずれも付着式であるが、付着式においては、吸

着プローブ部分が動揺しても海中に浸すことが出来るため、ある程度の荒天時においても他型式

の回収装置よりも稼働効率がよいものと思われる。一方、同表に示したFramo/NOFO Transrec. S

ystem 350の性能は、同システム構成の中の堰・吸引式スキマーユニットのものであるが、このシ

ステムは本来単体でなく、堰・吸引式、ディスク式、ベルト式の各スキマーユニットと移送ホー

スで構成されるパッケージであり、事実上、世界最高の荒天対応性を持っている。本調査で得ら

れた稼動条件において有義波高、風速、双方について明示しているのは、このシステムだけであ

ったが、このシステムとて稼動限界波高は3.5ｍであり、Nakhodka号事故発生時の波高が６ｍであ

ったことを考えると荒天時の外洋における稼動はかなり困難なものと思われる。
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表３－２－10 波高２ｍ以上の条件下で稼動可能な油回収装置（例）

油回収装置 回収原理 有効回収効率 判定海域 稼動限界波高＊

Framo Arctic Skimmer 付着式 100 ／h ノルウェー 3.0â

Framo/NOFO Transrec. 吸引式 350 ／h ノルウェー 3.5â ＊

System 350 （有義波高）

ディスク式 40 ／h *稼動限界風速â
30kt

ベルト式 350 ／h （約15m／s）â

Euro Skimmer 付着式 1100 ／h ノルウェー 3.0â

Vikoma Sea Skimmer 100 付着式 100 ／h ノルウェー 2.0â

＊有効回収効率の評価された海域

3.2.4 油回収船

油回収船には、前項3.2.3に記した油回収装置のほかに回収油の貯蔵設備及び回収・貯蔵した油

を他の貯蔵施設に移送するための装置が装備されている。

回収船の種類は、搭載する油回収装置の種類によって、吸引式、付着式、導入式に大別される

が、導入式については、この型式の油回収装置を搭載するものに加え、船舶そのものが油回収装

置としての機能を持っているものもある。

収集した情報の中から、油回収船として代表的なものの仕様について、 に示した。表３－２－11

MSRCは、アメリカ国内に２タイプの油回収船、Trinity12隻とBender４隻を配備しているが、こ

の２タイプは詳細仕様は異なるものの基本的には同じ規模の油回収船であり、船名の違いは建造

元の造船所によるものである。この回収船は、32フィートの小型支援船、FRAMO/NOFO Transrec.

System 350回収システム、Norwegian Oil Trawl型オイルフェンス、Sea Sentry型オイルフェン

スをパッケージとして装備している。

また、NATIONAL RESPONSE CORP.社の油回収船は、吸引式及びロープモップ式の油回収装置を装

備し、小型ながら比較的高い回収効率を確保している。Pelican社の水汚染除去船SCAVENGER 200

0は、全長32フィートの小型ながら流出油回収、ゴミ回収、水質再生、火災消火、堤体側面洗浄、

等の機能を持った多目的作業船である。油回収船としての性能についてみると、摺動部品を使用

していない油水選別装置によって高速で99％以上の効率で水から油を取り除くことができ、水中

に乳化物を残さないという特徴を持っている。また、一部分解可能な設計、開閉する船首、卓越

した旋回性能（その場で回転可能）が運搬、作業の効率化に寄与している。

ドイツ、KARL SARSTEDT社の双胴船mobile oil dukeは、非自航式の双胴船で、双胴間には上下

動を自在にして喫水が調整できる可変堰式油回収装置に類似した回収装置が設置されている。ま

た、波高1.5ｍを超える海象条件下においても油回収能力があり、少人数で操作が可能で、回収油

運搬バージや燃料・汚水等の浮遊式貯蔵施設としての能力も兼ね備えている（シップ・アンド・

オーシャン財団, 1997）。

C.LUHRING Schiffswerft GmbH & Co.KG社の双船殻型油回収船は、油回収時に船体が軸線で縦に

分割し、頂角約65°の三角形状を形成し、これにより集束させた油を船尾の堰式油回収装置で回

収する（シップ・アンド・オーシャン財団, 1997）というユニークな回収システムである。

清龍丸、第三たかほこ丸及びあすわは、Nakhodka号流出事故の際に派遣された油回収船である

が、このうち清龍丸は日本国内に配備されている唯一の近海航行型油回収船（浚渫船兼用）であ



- 60 -

り、USCGの沖合運用規定をクリアしているMSRCのOSRV Trinityよりも定格回収能力は高い。また、

第三たかほこ丸及びあすわについては、稼動可能波高が2.5ｍとなっている。

表３－２－11 油回収船の仕様（例）

メーカー NATIONAL JBF Pelican Corp.
または運航者 MSRC RESPONSE CORP. Environmental

Systems, Inc.

国名 アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ

船名 OSRV Trinity OSRV JBF DIP 6000 SCAVENGER 2000

総トン数(T) 488.64 1057 600 －

航行速力(kt) － － － 18

航行区域 沖合(USCG規定) 沖合 － －

搭載回収装置 回収能力( 吸引式(350) 吸引式 堰式 －
:m ／h) 円盤式( 40) ※ ・ﾛｰﾌﾟﾓｯﾌﾟ式３

ﾍﾞﾙﾄ (350) (1088)式
※FRAMO/NOFO

Transrec.
System 350

回収 容量ﾀﾝｸ (kL) 4,000 ﾊﾞﾚﾙ 300 ﾊﾞﾚﾙ 208 －

移送能力(kL／h) － － － －

稼動可能波高(m) － － － －

表３－２－11 油回収船の仕様（例：続き）

メーカー KARL C.LUHRING MODEC
または運航者 SARSTEDT Schiffswerft 第五港湾建設局 むつ小河原

GmbH & Co.KG 石油備蓄(株)

国名 ドイツ ドイツ 日本 日本

船名・型式名 mobile oil duke Twin-hull ORV 清龍丸 第三たかほこ丸

総トン数(T) － 500 3,526 483

航行速力(kt) － 10 13.0 10

航行区域 － － 近海 沿海

搭載回収装置 回収能力( 堰式(100～180) 堰式(140) 導入式(500)×2 傾斜板式(92)
:m ／h) 吸引式(500)×2３

（浚渫船兼用）

回収 容量ﾀﾝｸ (kL) 300 790 1,450 300

移送能力(kL／h) － － 1,000 160

稼動可能波高(m) 1.5 2.0 － 2.5
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表３－２－11 油回収船の仕様（例：続き）

メーカー MODEC
または運航者 福井石油備蓄(株)

国名 日本

船名・型式名 あすわ

総トン数(ｔ) 320

航行速力(kt) 10

航行区域 沿海

搭載回収装置 回収能力( 傾斜板式(89)
:m ／h)３

回収 容量ﾀﾝｸ (kL) 120

移送能力(kL／h) 140

稼動可能波高(m) 2.5
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3.2.5 油吸着材

油吸着材は、吸収・吸着によって油を回収する物質・材料であり、基本的に以下の３種に大別

できる。

1)樹皮、泥炭ゴケ、藁、干し草、羽毛、椰子殻、ｻﾄｳｷﾋﾞの搾りかす等の天然有機物

2)蛭石、真珠岩、火山灰等の鉱物起源物質

3)発泡ポリウレタン、ポリプロピレン繊維等の有機合成油吸着材

有機合成油吸着材は、通例その体積の割に油の保持能力が大きく、繊維、モップ、シート、等

さまざまな形態で入手でき、種類として

1)ポリプロピレン系
2)ポリウレタンフォーム系
3)ポリエチレン系
4)ポリスチレン系

等があり、ある程度は再利用できる。

国内の規格については、海防法施行規則第33条の第１号において

1)Ｂ重油吸着量：６g／１g以上、0.8g／１ 以上á
2)吸水量：1.5g／１g以下、0.1g／１ 以下á
3)通常保管状態において変化しにくいこと
4)油吸着状態で長時間原形を保つ、回収容易なこと
5)焼却可能かつ有害ガス発生少量であること

と定められている。

天然有機物の吸着材には、親油性薬品で処理、あるいは加熱の調節により、水よりも油を優先

的に吸着するように加工できるものがあり、これにより回収性能が向上するとともに、水中への

沈下を防止できる。吸着材は、その使用法に注意さえすれば、海域条件を問わず使用できるもの

が多い。

近年から現在まで吸着材はウールタイプのものが主流であったが、Parker Systems,INC.のOil

Snareに限っては、幅5mm程度の薄い帯状のポリプロピレンを撚って束にした形態をもっている。

これは撚りをいれるとことにより、油の保持力を向上させたものであるが、その効果は絶大で、

表３－２－12中の吸収能力を見てもそれはわかる。この吸着材は、1997年１月、日本海で発生し

たNakhodka号の重油流出事故で活躍したことは記憶に新しい。

また、環境問題に配慮すべく、その材質に天然素材を使用したものもある。ノルウェーのABSO

RBERINGSTEKNIKK AS社の吸着材は、製品後の余剰羊毛と松の樹皮を原料としており、規模の大小

を問わず、多量に使用した吸着材の燃焼処理時の有害物質発生に対処している。

いずれの吸着材も、その素材から考えて親水性は低いものと推察されるが、特にCan-Ross Env

ironmental Service Ltd.のMatasorbは、流出油を吸収するだけでなく、撥水性があるため、油種

を問わず油流出事故に対応できる吸着材である。
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表３－２－12 油吸着材の仕様（例）

メーカー SORBENT PRODUCTS Parker Systems, ABSORBERINGS- Can-Ross
CO., INC. INC. TEKNIKK AS Environmental

Service Ltd.

国名 アメリカ アメリカ ノルウェー カナダ

形式名 DRI･ZORB Oil Snare ABTEK Matasorb

タイプ ウールタイプ スレッドタイプ ウールタイプ ウールタイプ

材質 ポリプロピレン ポリプロピレン 羊毛、樹皮 －

形態(ｻｲｽﾞ) ﾊﾟｯﾄﾞ(86cm×97cm) シングル( 227 g) ﾏｯﾄ(60cm×50cm) ﾊﾟｯﾄﾞ(91cm×91cm)
ﾛｰﾙ (97cm×3.7m) ロープ ( 7.7kg) ﾏｯﾄ(150cm×30cm) ﾛｰﾙ (91cm×91m)
ﾌﾞｰﾑ (20cm×25m) ブーム (10.4kg) ﾌﾞｰﾑ(300cm×14cm) ﾌﾞｰﾑ (13cm×3m)
ﾍﾞﾙﾄ (48cm×2.5m) StakSak ﾌﾞｰﾑ(120cm×14cm) ﾍﾞﾙﾄ (46cm×30m)
ﾋﾟﾛｰ (35cm×64cm) 緊急ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾋﾟﾛｰ (20cm×61cm)
ﾁｬﾌ (12.3kg梱包) ﾁｬﾌ (12kg梱包)

吸収能力 100(W/W)%以上 6000(W/W)% 3.5 (60cm×50cm 2000(W/W)%ç

ﾏｯﾄ)
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3.2.6 ケミカル処理剤

(1)分散処理剤

①従来型分散処理剤

現在使用されている分散処理剤は主として２種類に大別される。

ａ.通常型分散処理剤

炭化水素型製品で、これは炭化水素溶剤をベースとし、15～25％の界面活性剤を含むも

のである。これは分散処理剤をそのまま海面に散布するもので、散布前の海水による希釈

は処理効果がなくなる。一般的な散布率は、油に対する分散処理剤の比率で１：１～１：

３である。初期の炭化水素型分散処理剤は、第一世代と称され、有毒な芳香族溶剤を用い

ていたが、現在の製品は第二世代として区別され、芳香族を含まない溶剤を使用しており、

これにより毒性は極めて低くなり（一説によると家庭用洗剤よりも低い）、環境への配慮

という観点からも大きな改善がなされた製品である。

ｂ.濃縮型分散処理剤

濃縮型製品でアルコール系またはグリコール系溶剤を含み、界面活性剤成分の構成比は

炭化水素型のそれよりも高い。これら第三世代製品は希釈して使用することもできる。散

布率は、油に対する未希釈分散処理剤の比率で１：５～１：30程度である。

双方のタイプとも散布後油とよく混合させて、十分に分散させることが必要であるが、濃

縮型については未希釈散布の場合には混合させる必要はなく、通常、波動作用で十分である。

②自己攪拌型分散処理剤

外洋における流出事故等の広範囲散布を目的として開発された分散処理剤で散布後の攪拌

が必要なく、イギリス、カナダ等における近年の大規模流出事故でよく使用されている。

カナダ環境庁（Environment Canada：EC）は、何種類かの油分散処理剤についてその毒性

と効果について試験を行っており、これにより認可された分散処理剤についてその品名とメ

ーカーを のように公開している。海外においては、ICI Sulfactants社のTWEEN表３－２－13

85と 中のCOREXIT 9000シリーズの評価が高い。表３－２－13

表３－２－13 カナダ環境庁により認可されている油分散処理剤
（Environment Canada, 1997）

分散処理剤 メーカー

COREXIT 9500 Exxon
COREXIT 9527 Exxon
COREXIT 9550 Exxon
COREXIT CRX-8 Exxon
DREW DISPERSANT LT Drew
ENERSPERSE 1100X British Petroleum (BP)
ENERSPERSE 700 British Petroleum (BP)
GAMELIN 2000 Gamelin
OILSPERSE 43 Diachem
SLICKGONE LT Dasic
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これらの分散処理剤のうち、分散試験結果が公開されているTWEEN80、TWEEN85、SPAN80、及

びExxon社により散布法と使用条件別効果が示されているCOREXIT 9000シリーズ（一部COREX

IT 7000シリーズを含む）について下表に示した。 では、TWEEN85及びSPAN8表３－２－14(1)

0、TWEEN80混合剤の結果を示しているが、TWEEN85単独使用時における分散率は原油で55％、

表３－２－14燃料油については100％と高い数値を示している。また、COREXITシリーズは、

中の条件に限ればあらゆる気象・場所・流出条件に対応できることがわかる。(2)

表３－２－14(1) 航空機散布用分散処理剤の分散試験結果例
（TWEEN85、SPAN80/TWEEN80、ICI Surfactants, 1997）

高硫黄性
油 種 S.Louisiana Venezuela No.2燃料油 No.6燃料油

原油

API密度 24 33 33 39 8.6

引火点(ﾟF) 100 90 52 190 325

融 点(ﾟF) 20 -15 45 -10 75

粘 度(cSt：100ﾟF) 277 51 45 35 9500

硫黄分(％) 2.19 0.58 0.44 0.16 4.08

酸性度数 0.55 0.79 0.48 0.0 0.36

分
TWEEN85 55 73 75 100 100

散

率 TWEEN80
・ 39 71 54 100 100

(％) SPAN80

Exxon Production Research Company, 1993）表３－２－14(2) 油分散処理剤の効果評価結果例（

使用条件別効果段階評価［１(最適)～５(不適)］
分散処理剤 使用方法

高 温 条 件 低 温 条 件 重油･残油 純 水 使 用 海岸浄化

COREXIT 7664 空中散布
Water 海岸散布 5 5 5 4 1

海洋構造物

COREXIT 9527 空中散布
Glycol Ether 船舶散布 2 1 3 3 未評価

手作業散布

COREXIT 9550 空中散布
Hydrocarbon 船舶散布 3 3 2 1 未評価
and Glycor Ether 手作業散布

COREXIT 9554 空中散布
Glycol Ether 船舶散布 1 2 1 2 未評価

手作業散布

COREXIT 9600 空中散布
Hydrocarbon 船舶散布 4 4 4 5 未評価

手作業散布
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ごく最近まで日本国内においては、以上に示したような海外製品を代理店として取り引きし

ている状況であったが、海上災害防止センターでは、新たに高粘度油対象乳化型分散処理剤を

開発している。この分散処理剤の仕様について国内法規制とともに に示した。法表３－２－15

規制と比較するとこの分散処理剤が、乳化率と毒性について卓越した性能を持っていることが

わかる。また対象とする油の処理可能粘度は最大100000cSt、と水あめ状の高粘度油にも対応が

可能である。

表３－２－15 新型分散処理剤の性能

種類 新型分散処理剤 規定
メールクリーンD-1128 （運輸省令第29号、

規格 昭和49年７月16日施行）

引火点 100℃ 75℃以上

粘度 6cSt(30℃) 50cSt以下(30℃)

30秒後 96％ 60％以上
乳化率

10分後 72％ 20％以上

生分解度 99％ 90％以上

ｽｹﾚﾄﾈﾏ･ｺｽﾀﾂﾑ
5600ppm以上 100ppm以上

１週間死滅濃度

ﾋﾒﾀﾞｶ24時間
24000ppm以上 3000ppm以上

半数致死濃度

型式 乳化分散型 処理油粒子が海底沈降しない

散布率(W/W％) 原 油： 6～8

Ａ重油： 2～3

Ｃ重油： 10000cSt 6 －
30000cSt 8
50000cSt 8

100000cSt 10

（出典：大規模油流出防除技術の研究開発報告書、油処理剤の性能の
再評価に関する調査研究最終報告書、1997年、海上災害防止センター）

いずれの分散処理剤とも、その使用については流出事故発生後、可能な限り早急に散布を実

施することが重要で、時間が経って乳化、高粘度化した油には効果が薄いことが過去の多くの

事例からわかっている。

現在まで、特に漁業関係者や環境保護団体等から分散処理剤の毒性に関する指摘が後を絶た

ないが、最近の研究においては、分散処理剤そのものの毒性よりも、分散処理後の油の毒性が

問題視されている。これは主として海域の生態系、特に油分解菌を末端とした食物連鎖に関す

るもので、カナダ、アメリカにおいてこれらの研究が盛んである。一般的には、実験で分散処

理剤の使用が処理油の毒性を著しく増大させなければ、その分散処理剤の使用が承認される。

Exxon Valdez号油流出事故で分散処理剤使用決定の遅延による被害増大の過去を持つアメリ

カや初期対応における分散剤の効果を認識しているイギリス等では、海域特性の異なる各地域

毎に分散処理剤使用に関する事前協議を実施して使用の承認を得ておき、事故発生時には分散

処理剤使用の決定が指揮・命令系統の中で速やかになされるような体制が整えられている。
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また、フランスにおいては、 、 の例のように、離岸距離と分散処図３－２－14 表３－２－16

理剤の使用可能量について規制を設けており、生態系への影響について配慮している。

前節のSea Empress号油流出事故の例を見てもわかるように、初期対応における分散処理剤散

布の効果は、その処理効率（ ）、また、その環境影響の軽微な点等から考えて評表２－２－１

価されるべきものであり、これの使用規定を予め明確にしておくことが、今後の緊急防災計画

策定において重要である。

図３－２－14 フランスにおける離岸距離に応じた分散処理剤の使用量規定例（Cedre, 1997）

表３－２－16 フランスにおける分散剤適用規制例

散布量(t) 水深(m) 離岸距離(miles)
10 5 0.5

100 10 1.0
1000 15 2.5

(2)凝固剤

に代表的な油凝固剤の仕様について示した。表３－２－17

nochar Corporate Officeは、吸着材、凝固剤の大手メーカーであり、凝固剤に関しては、A

600シリーズを製造・販売している。表からも分かるようにA600シリーズは、処理効率が高く、

毒性のないことで知られている。

HAZ-MAT RESPONSE TECHNOLOGIES,INC社の吸着・凝固剤RUBBERIZERは、日本国内各機関への納

入実績が高く、また粉末状のこの薬剤をポリプロピレン性のチューブ・マット状の袋に充填し
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た形態の製品もある。

また、ANSUL INCORPORATED社のSpill-X-Sは、低密度（0.48）、低含水率（0.03）の吸着・凝

固剤であり、１ガロンで1300～1500㎡の海面のをカバーすることが可能である。また、散布機

へ装填するだけで使用が可能であるとともに、散布後の蒸発による機能低下が少なく、緊急性

を要する対応へのアドヴァンテージを強調しているが、毒性に関する記述は仕様からは読みと

れなかった。

ICI Polyurethanes社のSuprasec X 1002 Variantは、液体ポリウレタンを主剤とした凝固剤

で発泡時に油を取り込んで凝固するタイプであり、本来静穏域用であるが、外洋域においても

包囲後の油に対しては有効であるとしている。

凝固剤についてはメーカー数が少なく、収集した情報からは、荒天時の外洋への直接使用の

可能性については明確ではないが、開発側としては、荒天時への対応性よりも即応性、無毒性、

処理率に重点を置いているように見受けられた。

表３－２－17 油凝固剤の仕様（例）

メーカー nochar HAZ-MAT RESPONSE ANSUL ICI
Corporate Office TECHNOLOGIES,INC INCORPORATED Polyurethanes

国名 アメリカ アメリカ アメリカ ベルギー

形式名 A600 SERIES RUBBERIZER Spill-X-S Suprasec X 1002
Variant

分類 凝固剤 吸着・凝固剤 吸着・凝固剤 凝固剤

形状 液体 粉末、粒状 液体 液体

比重 A610：0.91 － 0.48 －

A650：0.91

毒性 A610：無毒・腐食 無毒 － 無毒

A650：無毒・腐食

処理率(％) A610：1500(W/W)% 6.3 ／kg 142(V/W)% 90～95(V/V)%ç

A650：1000(W/W)%

(3)油ゲル化剤

これの使用は、単独では完成された回収技術とは言い難いが、液体の油を固体化し、手作業

やネットによる回収を容易にする化学薬剤である。これらの化学剤の効果は、実験室では確認

されているが、油中に十分混合させることが難しいこと、及び高価であることが障害になって、

その適用範囲はかなり限定されるものと推察される。種類としては液体油ゲル化剤と粉末油ゲ

ル化剤に大別され、日本国内では海防法施行規則第33条の第１号に基づいて によ表３－２－18

うに規格が定められている。現時点で承認されている両ゲル化剤の一覧を に示し表３－２－19

た。
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表３－２－18 油ゲル化剤の規格

種類
液体油ゲル化剤 粉末油ゲル化剤

規格

動粘度 0.5 mm /sec以下（30℃） －２

Ｂ重油ゲル化能 ３ ／1 以上 ３ ／1 以上à à à à

生成ゲル化物 分散、回収が容易であること 分散、回収が容易であること

焼却 有毒ガス発生少量なるもの 有毒ガス発生少量なるもの

引火点 61℃超 61℃超

残留能 海中残留なし 海面に浮くこと

ｽｹﾚﾄﾈﾏ･ｺｽﾀﾂﾑ
100ppm以上 100ppm以上

１週間死滅濃度

ﾋﾒﾀﾞｶ24時間
3000ppm以上 3000ppm以上

半数致死濃度

表３－２－19 国内において型式承認済みの液体・粉末油ゲル化剤

液体油ゲル化剤（平成８年４月１日現在） 粉末油ゲル化剤（平成８年４月25日現在）

承認日 型式（種類） 承認日 型式（種類）型 式 承 認 番 号 型 式 承 認 番 号

S59.03.26 P-440 ﾈｵｽｼﾞｪﾘｰﾛｯｸ H08.02.22 P-526 ｱﾙﾌｧｹﾞﾙ-1000

S59.03.26 P-441 KSWｹﾞﾙ H08.02.22 P-527 ｱﾙﾌｧｹﾞﾙ-1650

S59.05.10 P-442 ﾄｰﾎｰｶｸﾀｽｹﾞﾙSOG-001 H08.04.09 P-528 ｹﾞﾙｶｸﾘｰﾝGP-100

S62.07.29 P-456 ｼﾞｪｯﾄｹﾞﾙSG-100 H08.04.09 P-529 ｹﾞﾙｶｸﾘｰﾝGP-100S

S62.07.29 P-457 ﾄｰﾎｰｶｸﾀｽｹﾞﾙSOG-100 H08.04.09 P-531 ﾛﾝｸﾞｸﾘﾝS-110

H04.05.29 P-500 ﾈｵｽｼﾞｪﾘｰﾛｯｸS-100 H08.04.09 P-532 ﾛﾝｸﾞｸﾘﾝS-110

H05.11.19 P-513 ﾈｵｽｼﾞｪﾘｰﾛｯｸS-200 H08.04.25 P-534 ｶｸﾀｽｵｲﾙﾊｰﾄﾞﾅｰZ-1

H08.04.25 P-535 ﾛﾝｸﾞｸﾘﾝS-112

（出典：海上防災ハンドブック、1996年、海上災害防止センター、海上防災事業者協会）

(4)生物分解剤

流出油等の有害汚染物質で汚染された環境を微生物を用いて修復する技術は、バイオレメデ

ィエーションと呼ばれている。石油分解微生物は、その餌料となる油分及び窒素やリンといっ

た栄養塩が十分あれば増殖して、油を水と二酸化炭素に分解して無害化する作用を持っている。

元来、海洋は自然浄化能力を備えているが、栄養塩の不足等により環境修復には長期間を要す

るため、自然界に存在する微生物が油を分解しやすいように、不足する栄養塩を散布して油の

分解速度を速めることにより、修復に要する期間を短縮するのがバイオレメディエーションで

ある。近年バイオレメディエーションが注目されるようになるにつれ、これを促進するための

栄養塩薬剤である生物分解促進剤が開発されてきた。

これらのうち代表的な製品について に示した。同表中、Inipol EAP22は、1978表３－２－20

年、フランスで発生したAmoco Cadiz号油流出事故後、Elf Aquitane社により開発された親オレ
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イン系栄養塩剤である。Inipol EAP22は、三価リン酸塩と尿素で構成され、油中への混入を促

進するために界面活性剤とオレイン酸を含有している。この生物分解剤は、Exxon Valdez号流

出事故でCustomblen（アンモニア硝酸塩、カルシウムリン酸塩及びアンモニアリン酸塩で構

成）とともに使用され、その後もいくつかの事故での使用実績を持っており、世界における標

準的な生物分解剤として知られている。

Oppenheimer社の生物分解剤は、1990年のMega Borg号原油流出事故、日本では、Nakhodka号

重油流出事故において兵庫県の海岸地帯で実際に使用されている。Nakhodka号事故における効

果はまだ明らかではないが、Mega Borg号事故では有効性が確認されており、EPAに商品登録さ

れている。

また、Alpina Ambiental S.A.社のOIL GATORは、自然発生の有機物と栄養塩を含んだ廃棄物

の再利用から生まれた油処理剤で本来土壌中の油の生物分解に応用されていたが、海面の流出

油にも応用可能な製品であるとともに、毒性のない処理剤として知られている。

生物分解剤は、その効能の発揮に時間がかかるものであるというイメージが強いが、これら

の栄養塩薬剤を油の流出エリアに散布することによる炭化水素の速やかな減少が確認されてお

り（Prince, 1993）、今後の流出油処理手法における新たな方向性のひとつを示すものである。

表３－２－20 生物分解促進剤の仕様（例）

メーカー Elf Atochem Elf Atochem BioGee Inter- Oppenheimer
national Inc. Biotechnology,

Inc.
国名 フランス フランス アメリカ アメリカ

形式名 Inipol EAP22 Customblen BioGee HC The Oppenheimer
Formula

分類 生物分解剤 生物分解剤 生物分解剤 生物分解剤

形態 液体 液体 緑色液体 灰色粉末

比重 0.98 1.07 － 2.5

毒性 無毒 無毒 無毒 無毒

生物分解性 生物分解性 生物分解性 生物分解性

使用量 － － 1gal.／ －â
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表３－２－20 生物分解促進剤の仕様（例：続き）

メーカー Alpina Ambiental Integrated
S.A. Environmental

Services, Inc.
国名 アメリカ アメリカ

形式名 OIL GATOR INTEGREEN
Oil Degrader

分類 生物分解剤 生物分解剤

形態 茶色粉末 液体

比重 1.25 －

毒性 無毒 無毒

生物分解性 生物分解性

â使用量 － 1gal.／
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3.2.7 まとめ

流出油防除は、その形態・原理から主として、機械的回収、化学薬剤による処理、現場燃焼に

大別することができる。機械的回収については、オイルフェンス及び油回収装置がその代表的な

ものとして挙げられるが、Nakhodka号事故のような荒天時の外洋において、実質的な回収作業は

困難な状況である。

Lunel(1997)は、一般論として海上における機械的回収では、流出量の10％程度が回収率の上限

であると指摘している。特にオイルフェンスについては、流出油の流動性・分散性という観点か

ら、オイルフェンスそのものとして物理的・力学的に堅牢な製品を開発すれば解決できるという

問題ではない。

一方、化学薬剤による処理としては、分散処理剤によるものが、最も効率よく、これを初期対

応に使用することが、最良策と考えている機関も少なくない。しかしながら、分散処理剤使用に

際しては、水産生物や水生生物等、海洋の生態系に対する影響を指摘する声も大きく、今後はこ

れの使用に対する規定を明確化するとともに、毒性の程度を一般に広く知らしめ、これの使用に

対する啓蒙を行うことも必要である。

欧米諸国においては、分散処理剤使用について、地域毎に事前協議を行い、使用の承認を受け

ている国が多いが、日本においてこういった論議は皆無であり、今後の油防除体制を策定する際

には是非考慮したい点である。

また、近年においては、バイオレメディエーションによる流出油の分解に関する論議が盛んで、

いくつかの生物分解促進剤が開発され、実際の油流出事故でその成果が確認されており、使用し

てから効果の現れるまでの時間がそれ程かからず、防除手段のひとつとして効率的であるとの報

告もある。しかしながら、特定の薬剤による特定の油分解生物の活性増加が他の海生生物に与え

る影響を指摘する声もあり、生態学的見地からの研究が必要であると思われる。

最後に現場燃焼については、各国とも研究・開発段階であることが多く、本項にその項目を設

けて論議することはできなかったが、特にアメリカとカナダにおいては、処理・廃棄問題に煩わ

されることなく、短時間で流出油の大部分を除去できる効果的な手法として認識されている。燃

焼が熱的に生態系に与える影響や燃焼時に発生する煙の毒性等に対しては、実質的にも感覚的に

も多くの問題を抱えているが、特にカナダにおけるヒアリング調査の中では、実施の許可、燃焼

実施方法、燃焼処理可能条件、効果の有無、煙の毒性、燃焼コントロール等、多角的な観点から

規定を設けている点が説明され、積極的に取り組んでいるように見受けられた。
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3.3 防除資機材の配備状況

海外及び日本国内における油防除資機材の配備状況について、既往文献の収集、国内外の専門

家、研究機関、回収業者、等を対象としたヒアリングを実施し、各国における防除資機材の配備

状況を主にその配備のコンセプトの観点からとりまとめた。また、 USCG:United米国沿岸警備隊（

States Coast Guard）や （MSRC:Marine Spill Response Corporati海洋油流出事故対策株式会社

on）等は、インターネット上で防除対策チームの配備状況等を紹介しているので、これらも参考

にした。

3.3.1 アメリカ

アメリカにおける流出油防除資機材の配備状況は、USCG、MSRC、民間流出油対応組合の配備状

況と言い換えることができる。USCGの担当区域及びMSRCの配置については、3.1.1項で示したとお

りであるが、ここでは、これらのうち、ヒアリング調査とインターネット経由で収集したMSRCの

防除資機材配備状況について各支所別に一覧にした（ ）。MSRCは、この配備により表３－３－１

事故通報受信後、２時間以内の出動、24時間以内に事故現場に到着することを目標としている。

全体の配備状況を見ると、オイルフェンスについては、Sea SentryⅡとSlickbarが多い。また、

油回収装置については、全体の半分近くの支所がTransrec 350を配備しており、荒天時の外洋に

おける防除対応を想定していることがうかがわれる。

バージ、タグボートの類は、ほとんどの支所が所有しているが、回収油貯蔵施設は主として対

応アラート支所（responder）を中心に配備されている。

昨年実施した海外ヒアリングにおいてMSRCの担当者からは、MSRCの新しい営業品目としての

「すべての規模の油流出への対応」には、荒天時の外洋の条件を含んでいるとの回答を得た。

表３－３－１ 海洋油流出事故対策株式会社（MSRC）流出油防除資機材配備状況
(Marine Spill Response Corporation, 1997)
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表３－３－１ 海洋油流出事故対策株式会社（MSRC）流出油防除資機材配備状況（続き）
(Marine Spill Response Corporation, 1997)
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表３－３－１ 海洋油流出事故対策株式会社（MSRC）流出油防除資機材配備状況（続き）
(Marine Spill Response Corporation, 1997)
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表３－３－１ 海洋油流出事故対策株式会社（MSRC）流出油防除資機材配備状況（続き）
(Marine Spill Response Corporation, 1997)
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3.3.2 イギリス

Oil Spill Servicイギリスにおける防除対応実施機関は、主として流出油対応センター（OSSC:

e Center H.M.Coastguard Marine Survey Organiza-）、沿岸警備隊（HMCG: :）、海洋調査協会(MSO:

)である。これらのうちHMCGの配置状況を図３－３－１に示す。tion

海洋救難調整センター及び海洋救難地域センターは、イギリス本土海岸線に比較的均等な間隔

で配置されており、その間隔は最も長いものでも200km程度である。これは、言い換えれば各セン

ターの出動範囲を沿岸に限った場合、防除対応のための移動・航行距離が100km程度で済むことに

なり、即納性の観点からは、非常に有効な配置状況といえる。

ヘリコプターを含む航空機の駐留基地は５ヶ所であるが、HMCGのヘリコプターは、要請があれ

ば直ちに捜索・救難支援に出動できる体制を採っており、通報を受けてから昼間は15分、夜間は

45分以内に離陸できることを目標としている。

また、航空機については、48時間で14,000ｔの流出油を処理する能力を備えた分散処理剤散布

用航空機、及び側方監視レーダー、赤外・紫外線ラインスキャナを装備した分散剤散布作業の管

制機を配備している（Gainsford, 1997）。

図３－３－１ 沿岸警備隊（HMCG）配置状況
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3.3.3 ノルウェー

ノルウェーにおける流出油防除対応は、機械的回収が基本原則となっており、化学的な方法は

補助的なものと考えられている。このため対応作業は、可能な限り汚染源に近い場所で行う必要

があり、国家の緊急防災計画は、居合わせた船舶や環境関係業務の専従ではない人に大きく依存

している。

油流出事故発生通報後の対応時間は、24時間以内と定められており、これは特に影響を受けや

すい区域の場合には、１時間以内に油の防除作業を開始することとなっている（Schive, 1997）。

ノルウェーの国家緊急防災システムは、汚染管理防止法に従い３本の柱から成っている。すな

わち

民間の対応準備

自治体の対応準備

政府の対応準備

民間の対応準備に最も貢献しているのは、精油所、石油化学、及び化学工場並びに沖合石油産業

である。これらの石油関連会社は、石油生産設備における油防除作業、重大事故に対する一般対

応準備及び陸地近くでの掘削作業に対する対応準備のために、約26,000ｍのオイルフェンスと65

基の油回収装置を備えている。

また、自治体においては、ノルウェーの海岸線を51の対応準備区域に分割し、それぞれの担当

自治体が緊急防災計画を備えており、対応資機材については全体で70,000ｍ以上のオイルフェン

スと約300基の油回収装置が利用可能である。

SFT指導下における政府の緊急防災計画は、流出源が不明または事故原因者が対応不可能な重大

な流出事故の場合に実行に移される。対応準備として配備されているシステムは、40,000ｍ以上

のオイルフェンス、約100基の油回収装置である。また、ノルウェー沿岸警備隊の船舶６隻、流出

事故対応専用船舶４隻、監視用航空機フェアチャイルド・マリーン111B及び動員可能な船舶に関

するデータバンクが利用可能である（Nerland, 1997）。

このデータバンクには、民間の船舶約200隻が登録・管理されており、事故発生時時には国家政

策を優先させることができる。

Norwegian Cleanノルウェー石油理事会や環境省などでは、ノルウェー海洋石油業者協会（NOF:

O）の防除活動基準を次のように定めている（RodalSeas Association for Operating Companies

1997）。

(a) 8,000 /日の油流出に対して、防除資機材の25%が24時間以内に使用可能になること。â

(b) 8,000 /日の油回収に対する残りの防除資機材が48時間以内に使用可能になること。â

ノルウェー汚染管理局（SFT）および職員を配置した補給基地を に示す。図３－３－２
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図３－３－２ ノルウェーにおける流出油緊急防災計画統括機関の配置
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3.3.4 カナダ

図３カナダにおけるカナダ沿岸警備隊（CCG: ）の支所配置は、3.1.4項、Canadian Coast Guard

に示したように、全体的に南側に偏った配置をとっている。これは、米加両国領海境界－１－６

を越境するような油流出事故に対応するるためである（Canadian Coast Guard, 1997）。現在、

カナダとアメリカの共同緊急防災計画においては、流出油事故あるいは油膜の漂流範囲がカナダ

とアメリカ両国に影響を及ぼすような流出事故における両国共同の防除対応について調和・整合

を図るために普段からCCGの各支所が米国沿岸警備隊（USCG）と共同で活動することになっている。

カナダにおける油防除資機材に関する配備状況については、公開資料が少なく、わずかにカナ

ダ沿岸警備隊の機動配備状況がわかっているにすぎない。ここでは、CCGの保有する船舶、航空機

のうち代表的なものについて列挙した。これらのうち固定翼機のDe Havillandは、救難調整セン

ターを駐留基地としているが、その高い機動性から哨戒空域は、カナダ全土となっている。

表３－３－２ カナダ沿岸警備隊の主要な機動船舶、航空機

名 称 規 模 駐留地 哨戒区域
＊

中・大型船舶 排水量 母港 哨戒海域

Arrow Post 239.0 Prince Rupert, B.C. Queen Charlotte Islands
Northern Mainland

Bartlett 1317.0 Victoria, B.C. Pacific Region

Gordon Reid 879.6 Victoria, B.C. West coast of Vancouver Island
Queen Charlotte Sound
and Hecate Straits

John P.Tully 2198.9 Patricia Bay B.C.. Offshore/Nearshore West Coast

Sir Wilfrid Laurier 3812.1 Victoria B.C. British Columbia
Arctic Waters

Tanu 753.7 Patricia Bay, B.C. All BC waters and offshore

Vector 516.0 Patricia Bay, B.C. All BC coastal waters

W.E.Ricker 1104.5 Nanaimo, B.C. All BC and foreign waters

小型船舶 排水量 母港 哨戒海域

Atlin Post 57.0 Patricia Bay, B.C. Cape Lazo to Cape Beale

Chilco Post 57.0 Port Hardy, B.C. Queen Charlotte Islands
Northern Mainland

Comox Post 57.0 Tashis B.C. West Coast Vancouver Island

Estevan Reef 52.0 Victoria B. C. West Coast Vancouver Island

Kitimat II 57.0 Prince Rupert, B.C. Northern British Columbia

Lewis Reef 52.0 Prince Rupert B.C. Northern mainland Coast

Mallard 14.8 Powell River, B.C. SAR stand by for the
northeast Strait of Georgia

Manyberries 25.0 Vancouver B.C. SAR standby for Burrard Inlet
Howe Sound and south central
Georgia Straight.

* 船舶の排水量はトン（T）、航空機の出力は馬力（hp）
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表３－３－２ カナダ沿岸警備隊の主要な機動船舶、航空機（続き）

名 称 規 模 駐留地 哨戒区域
＊

小型船舶 排水量 母港 哨戒海域

Osprey 14.8 Vancouver, B.C. SAR stand by for Burrard Inlet
Howe Sound and
South central Georgia Strait

Point Henry 55.0 Prince Rupert, B.C. Chatham Sound,Dixon Entrance

Point Race 55.0 Campbell River, B.C. Northern Georgia Strait
North of Campbell River

Robson Reef 52.0 Port Hardy, B.C Central Coast

Skua 14.8 Saltspring Island B.C SAR stand by for southern
Gulf Islands and Georgia Strai

Sooke Post 59.0 Port Hardy, B.C. Patrol area covers the Central
Coast of BC.

Swift 30.0 Vancouver B.C. SAR standby for Burrard Inlet
Howe Sound and
south central Georgia Straight

Bamfield 11.0 Bamfield, B.C. SAR standby for 30 mile radius
of Bamfield including
Barkley Sound

Kestrel 20.0 French Creek, B.C. SAR standby for Georgia Strait
from Nanaimo northwest to
Denman Island

Port Hardy 11.0 Port Hardy , B.C. SAR standby for the Queen
Charlotte Strait from
Alert Bay northwest to
Cape Caution

Tofino 11.0 Tofino, B.C. SAR standby for a 30 mile
radius from Tofino
including coastal Inlets

ホバークラフト 排水量 母港 哨戒海域

Hovercraft 045 8.5 Richmond B.C. Southern portion of
the Strait of Goergia
including the Gulf Islands

Hovercraft 039 8.5 Richmond B.C. Southern portion of
the Strait of Goergia
including the Gulf Islands

ヘリコプター 出 力 駐留基地 哨戒空域

Sikorsky S-61N 1500×2 Prince Rupert, B.C. Pacific Region

Bell 212 1800 Victoria Pacific Region

Messerschmitt-BB 420 Victoria(3)
Prince Rupert(1) Pacific Region

固定翼機 出 力 駐留基地 哨戒空域

De Havilland 620×2 Rescue Co-ordination Anywhere
Centre

* 船舶の排水量はトン（T）、航空機の出力は馬力（hp）
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3.3.5 日本

現在、国内における流出油防除資機材は、海上保安庁の保有するものの他、海上災害防止セン

ター保有資機材、海防法に基づき船舶保有者等に保有が義務づけられた資機材、石油コンビナー

ト等災害防止法に基づき石油コンビナート等の事業者が保有する資機材等、以下の項目に分類さ

れる。これらは、海上保安庁を含め、主に石油コンビナート等、事業所の集中する地区で備蓄が

進められてきた。以下、この状況について機関毎に記した。

(1)海上保安庁

タンカー入港隻数、危険物取扱量等を勘案し、油流出事故発生の可能性が高い港湾を管轄す

る部署に配備しており、オイルフェンス、油回収装置、油回収艇、油防除艇、オイルフェンス

展張艇、高粘度油回収ネット、分散処理剤空中散布装置、分散処理剤、油吸着材の配備を進め

ている。

(2)海上災害防止センター

船舶所有者への排出油防除資機材保有義務と油回収船配備義務を代行する海防法第42条の36

第１項第３号及び同法第39条の３の業務を実施するため、全国33の資機材備付基地に所要数量

のオイルフェンス、油処理剤、油吸着材、油ゲル化剤及び油回収船等11隻を配備している。

(3)海防法に基づく資機材の備え付け

海防法第39条の３に基づき、総トン数150トン以上の特定油を積載したタンカーの船舶所有者

及び係留施設の管理者、船舶から陸揚げまたは船舶に積載する特定油500kL以上を保有すること

のできる施設の設置者が、その船舶の総トン数または施設の規模に応じた所要数の排出油防除

資機材を保有しなければならない。

(4)石油コンビナート等災害防止法に基づく資機材の備え付け

石油コンビナート等災害防止法に基づき自衛防災組織の設置が義務づけられている特定事業

者が、同法第16条第４項に基づき、オイルフェンス及び油回収船、オイルフェンス展張船等を

その事業所の規模に応じた所要数を保有している。

(5)国家石油備蓄基地に係る広域協同防災体制の資機材

国家石油備蓄基地においては、海防法及び石油コンビナート等災害防止法に基づき排出油防

除資機材を備え置いているが、各基地の立地する周辺海域は、気象、海象条件が厳しく、また、

海上交通環境の整備も十分でないところから、海上保安庁の指導により、基地へのタンカーの

入出港にあたっての事故対応として、近隣の基地が共同で防災基地を設けることにより、防災

体制の充実強化を図っており現在、函館、佐世保、鹿児島に防災資機材を搭載した防災艇を配

備し、海上災害防止センターにその管理、運用を委託している。

(6)石油連盟による油濁防除資機材基地

大規模な油流出事故が発生した場合、船会社や石油会社等の災害関係者及び関係国政府の要

請に応じて貸し出すことを目的として、大型オイルフェンス及び油回収装置を中心とした資機
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材の備蓄基地を、国内に６ヶ所、海外に５ヶ所開設している。

(7)港湾建設局が保有する油回収船

運輸省設置第44条第１号の３の規定により、港湾建設局は海洋汚染の防除を実施するため、

第５港湾建設局（名古屋）の清龍丸（油回収装置を有する浚渫船、約3500t）を最大とし、その

他７隻の油回収船を各地に配置している。

(8)港務局（港湾管理者）の備える資材

港湾区域内に流出した油の防除のため、港湾法第12条第６号に基づき港湾管理者がオイルフ

ェンス、薬剤等の資材を保有しているケースがある。

(9)漁港管理者の保有する資材

漁港改修事業の一環として、漁港における汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業を施

行するため資材を保有しているケースがある。

(10)防災事業者が保有する資機材

海上災害防止センターの契約防災措置実施者等の防災事業者が、オイルフェンス、油処理剤

等の資機材を保有している。

(11)流出油処理剤懇話会の保有する油処理剤

流出油処理剤懇話会は、油処理剤の製造元、販売会社をメンバーとする団体であり、各地区

に油処理剤等を配備しており、事故発生時には、要請に応じて各社協力し、必要な油処理剤等

を現場輸送する体制としている。

(12)地方自治体

消防機関等が、オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等を保有しているケースが多い。

これら各機関が、全国に保有する資機材の数量は、 のとおりである。表３－３－３
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表３－３－３ 排出油防除資機材保有状況（平成８年度末）

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ 油処理剤 油吸着材 油回収装置 油回収船
機関名

(ｍ) (kL) (kg) (基) (隻)

海上保安庁 25,350 162 12,180 35 8

海上災害防止センター 54,480 218 105,950 0 11

海上保安庁以外の公官庁 259,050 707 211,030 9 14

その他 1,000,840 2,269 695,140 213 65

合計 1,339,720 3,356 1,024,300 257 98

※平成８年度末、海上保安庁把握分
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そのほか海上災害防止センターでは、有害液体物質の流出事故の際、作業者の安全を確保する

ため、 に示した資機材を の５ヶ所に配備している。表３－３－４ 表３－３－５

表３－３－４ 有害液体物質等作業出動機材一覧

（出典：海上防災ハンドブック、1996年、海上災害防止センター、海上防災事業者協会）

表３－３－５ 配備地区一覧

地 区 配備箇所

横 浜 上野マリンサービス（株） 京浜営業所

四日市 伊勢湾防災（株） 四日市統括防災センター

神 戸 上野マリンサービス（株） 神戸営業所

宇 部 西部マリンサービス（株）

水 島 日東運輸（株） 水島営業所

（出典：海上防災ハンドブック、1996年、
海上災害防止センター、海上防災事業者協会）
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3.3.6 まとめ

今回調査対象とした海外の防除対応機関についてみると、アメリカでは民間油防除機関MSRCで

さえ、その基地の半分以上にTransrec. 350を配備する等、外洋への対応を意識していることがわ

かる。事実MSRCは、規模によらない対応を営業品目のひとつとして打ち出している。

イギリスやノルウェーでは、自国の海岸線形状を考慮して対応基地を等間隔に配置したり、ま

た航空機等による高い機動力を確保する等、油防除に対する初期対応の重要性を認識しているこ

とがうかがわれる。

カナダについては、CCGがアメリカに匹敵する機動性を確保しており、その船舶や航空機だけで

なく、調査対象機関中唯一ホバークラフトも配備していた。またアメリカと共同緊急防災計画を

策定して共同防除体制を構築している。

我が国における油防除資機材は、海上保安庁、海上災害防止センター、タンカー等船舶所有者

に始まる等多くの関係機関において、平成８年度末現在、オイルフェンスの総延長約1340km、油

処理剤3356kL、油吸着材約1024ｔ、油回収装置257基、油回収船98隻となっているが、その多くは

瀬戸内海をはじめとした港湾区域を中心にに配備されており、静穏海域を対象としたものが多い。

大規模油田を抱えている欧米諸国の配備状況は、油防除資機材の絶対性能が高いこと、防除基地

の設置位置と対応時間が効率的であること、及び人員・資機材輸送やモニタリングのための機動

力が大きいこと等から大規模流出事故を想定しているようで、我が国が流出油防除体制を確立す

る上で参考にする点は多い。
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3.4 防除資機材の運用方法

油回収装置および油回収船は、単体でなくシステムとして運用されることがほとんどである。

そこでこれらの運用形態について文献調査および国内外の専門家、研究機関、回収業者、等を対

象としたヒアリングを実施し、現状についてとりまとめた。

3.4.1 沖合作業

海面の油の拡散を抑制し、回収しやすいように集束・保持する作業には、オイルフェンスが必

要不可欠である。沖合における油回収装置の稼動はオイルフェンスの展張状況に依存する。ここ

では主として船舶によるオイルフェンスの展張形態、デザイン、曳航、機動性等について調査し

た結果について記す。

(1)複数船舶による作業

流出油の拡散を防止し、収集率を向上させるために長い（300ｍ以上）オイルフェンスを２隻

の船舶で展張する（ ）。展張形態は主としてＵ、Ｖ、Ｊ字形態となるが、回収装図３－４－１

置は展張したフェンスとともに曳航するか、オイルフェンス後方に別の船舶により配置する。

この手法に適したオイルフェンスのデザインは、テンションメンバをオイルフェンス布地と

離して、ブライドルもしくはスカートの下のネット部でオイルフェンスに取り付けたものであ

る（ ）。これによりオイルフェンスを曳航時も垂直に保持し、かつ海面の波動に図３－４－２

追随させることができる。一方、中央部あるいは水線部にテンションメンバを取り付けたオイ

ルフェンスは、水面と平行になりやすい。

この稼動形態のうちＵ字型曳航の場合においては、奇数個のスパンでオイルフェンスを形成

し、Ｕ字に展張したフェンスの先端部から油が逃げることを防ぐ。また、曳航中のオイルフェ

ンスに急激な応力がかからないようにオイルフェンス両端と船舶の間の曳索長を十分にとる必

要がある。

曳航中のオイルフェンスを正規の位置と所定の速度に保持するためには、船舶の機動性が重

要となる。２隻の曳船は、少なくとも油を囲い込んだ状態で維持可能な最大速度でオイルフェ

ンスを曳航するのに要する動力の半分を備え、低速時の機動性が良好である必要がある。
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図３－４－１ オイルフェンスの展張形態（ａ:Ｖ字形展張、ｂ:Ｊ字形展張、ｃ:Ｕ字形展張）

図３－４－２ テンションロープを本体から離した衝立式オイルフェンス（石油連盟、1997）
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(2)単独船舶による作業

複数船舶によるオイルフェンスの展張、曳航作業の調整は非常に難しく、実際の流出油対応

への実績は少ない。これに対し、小規模ながら１隻の船舶と回収装置で構成される対応システ

図３－４ムは海況３までの条件下では比較的良好に作動するとされている。このシステムは、

に示すような油収集、凝集用の短いフレキシブルオイルフェンス、油をかき寄せるための－３

アームまたは吸着モップ、油を吸い上げる高性能ポンプまたは油回収装置、および回収油貯蔵

タンクから構成されており、複数船舶による複雑な作業に比べて実施しやすいが、油掃集幅に

限度があり、これはほぼ船幅の長さとなる。

海洋工学連絡会(1997)より引用図３－４－３ １隻回収システムの概念図

以上、流出油の機械的回収作業における防除資機材の運用方法について記述したが、破砕波

図３－４－４の有義波高が3.5～４ｍを超える場合、機械的回収作業の効率は急激に低下する。

は、有義波高と機械的回収作業の効率の関係を表した有効性評価曲線である（Rodal, 1997）。

この曲線から推察すると有義波高４ｍ前後で回収効率がほぼ０になることがうかがわれる。

破砕波が発生すると、流出油はほとんど海面から姿を消し、海中に取り込まれる。油が比較

的大きな油滴に分裂した場合、これは波高とほぼ等しい水深まで潜行する。この場合、油滴は

天候回復とともに海面に再浮上する可能性がある。油滴径が小さい場合には、自然に海中に拡

散する。またこれらにの現象加え、破砕波が発生するような条件下では、波動によって流速が

増大するため、海面上及び海面付近に残っている油分をオイルフェンスに取り込んで回収する

ことは、不可能である。
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図３－４－４ 有義波高と機械的回収の効率の関係（Rodal, 1997）

現在、荒天時の外洋において事実上唯一のシステム形態として単独船舶で稼動可能と言われ

ているFrank Mohn Flatoy AS(Framo)社のFRAMO/NOFO Transrec. System 350の稼動形態につい

て に、また同じく仕様について にそれぞれ示した。図３－４－５ 表３－４－１

このシステムは、堰・吸引式、ディスク式、ベルト式の各油回収装置を回収パッケージとし

て用いており、オイルフェンスで包囲した流出油を回収、移送、貯蔵するものである。堰・吸

引式油回収装置には回収油の切断機を備えた移送ポンプを装備しており、回収した油は浮力の

ある移送ホースを通じて回収船上の貯蔵タンクに移送される。回収船には、移送ホースドラム

・ウィンチ、エマルジョンブレーカーが装備され、また、動力供給中断の事態に対応できるよ

うに予備のディーゼルパワーパックを搭載している。

流出油の回収率は、堰・吸引式、ディスク式、ベルト式併せて740 ／h、回収効率の確保のâ

ために移送ホースは６インチの内径を有し、これに対応すべく移送ポンプの吸引負圧は280bar

となっている。

に示したように、有意波高3.5ｍ、風速30ノットの条件下を２ノットで曳航しつ表３－４－１

つ稼動が可能で、荒天時の外洋における最も効率的な稼動形態のひとつであると思われる。
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図３－４－５ FRAMO/NOFO Transrec. System 350の稼動形態

表３－４－１ FRAMO/NOFO Transrec. System 350の仕様諸元

回収効率 稼動条件 クレーン性能 移送ホース ホースドラム 吸引性能

堰・吸引式 有義波高： 最大懸架重量: 全長： 巻取容量： 最大流量：
350 ／h ～3.5ｍ 2.0トン 96ｍ楕円断面 96ｍ 295 ／分â ç

ディスク式 風速： 最大延腕長： 総重量： 最大張力： 最大吸引圧：
40 ／h ～30ﾉｯﾄ 7.25ｍ 2950kg 3000kg 280barâ

ベルト式 曳航速度： 限界張力： 巻取速度：
350 ／h ～２ﾉｯﾄ 3000kg ３rpmâ

気温： 構成：
合計： -30～50℃ (1)油圧ﾎｰｽ

740 ／h 水温： (2)通電ｹｰﾌﾞﾙâ
-1～40℃ (3)ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ

ﾌﾞﾚｰｶｰﾗｲﾝ
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(3)分散処理剤の散布

分散処理剤の散布方法は、主として分散処理剤の種類、流出規模・場所、および散布用プラ

ットフォーム（船舶、航空機）の調達可能性により決定される。 に分散処理剤散表３－４－２

布システムの種々の例を示す。

表３－４－２ 分散処理剤散布システムの例と比較

散布システム 分散処理の 最大散布率 最大油処理率
長 所 短 所

（ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ） タイプ ( ／分) (ｔ／時)ç

BACK PACK UNITS 炭化水素型 2.5 0.3 軽量、高携帯性 搭載量と散布率
（携帯型） 安価、入手容易 に限度あり

濃縮型 2.5 3

FIRE MONITORS 濃縮型 10～70 1 大抵の船舶で 油掃集率に限度
（船舶） 使用可能 あり、分散処理

の消耗大

WARREN SPRING 炭化水素型 90 10 比較的安価、ほ 油掃集率に限度
OFFSHORE SPRAYING とんどの船舶に あり、攪拌板が
EQUIPMENT 濃縮型 9.0 10 設置可能 取扱難い、船首
（船舶） 設置は不可

WARREN SPRING 炭化水素型 32 4 比較的安価、 油掃集率に限度
INSHORE SPRAYING 15PS程度のｴﾝｼﾞﾝ あり、船首設置
EQUIPMENT 濃縮型 3.2 4 付の大抵の船舶 は不可、ポンプ
（船舶） 船首に設置可能､ 流量一定

海岸防除に使用
可能

SPRAYING 濃縮型 220 70 比較的安価、 高散布率のため
EQUIPMENT FOR 大抵の船舶船首 処理剤の消耗大
NEAT CONCENTRATE に設置可能､海岸 の可能性あり
（船舶） 防除に使用可能

PIPER PAWNEE CROP 濃縮型 120 40 迅速な対応、 搭載量と持続時
SPRAYING AIRCRAFT 高処理率、 間に限度あり、
（航空機） 断片化した油膜 単発機のため沿

に正確に散布可 岸水域のみ適す
能、整備不良の
飛行場での離着
陸可能

DOUGLAS DC6 濃縮型 400 320 迅速な対応、 高価な専用機、
SPRAYING AIRCRAFT 高処理率、 流出位置標定の
（航空機） 非常に大規模な 時間、長い滑走

流出にのみ適す 路・航空機の運
航管理等が必要

※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成
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①船舶

分散処理剤散布作業に用いる船舶は、専用の大型船から必要により散布装置を装備する小

型船舶まで様々である。作業規模が大きくなると小型船舶はその貯蔵性能から適当ではない。

船舶の貯蔵設備に限度がある場合には、濃縮型分散処理剤を使用することが最良である。し

かしながら流出油が流出源から離れて移動するようになると、いかなる船舶であっても、油

層に向けての操船は上空の航空機からの誘導に頼る場合が多い。

専用の散布装置が利用不可能な場合には、消火ポンプとホースを使用することもできる。

しかしながら、炭化水素溶剤ベースの分散処理剤は、事前に水で希釈されると界面活性剤の

効果がなくなるので、この場合に使用してはならない。一方、濃縮型分散処理剤はエダクタ

ーで海水中へ混合されるが、ポンプ流量もしくは過剰水量の排出によって排出量を調節して、

分散処理剤の濃度を10％にする必要がある。これらの手法は、限られた範囲における小規模

の流出の処理に適している。

専用散布装置のひとつとして、船舶に搭載した散布ブームから分散処理剤を散布する場合

は、 に示すように処理対象の油層中を表面攪拌板で曳航して必要な混合を行う図３－４－６a

ことができる。この散布装置の稼動時においては、通常分散処理剤を定量散布するため、油

に対する処理剤の比率の変更は、船舶の速度を変えるか、散布ブームを一部停止することに

よって調節する。攪拌板は通常散布ブームに取り付けて曳航するが、船舶の設計上、散布ブ

ームは船央または船尾に取り付けることが多いため、船首波の影響を受けやすい。

濃縮型分散処理剤は、希釈せずに使用した方がより効果的であり、このとき混合エネルギ

ーが少なくて済むため、適応性が高くなり油の処理率が高くなる。また、 のよ図３－４－６b

うに散布ブームを船首に搭載できるので、船首波による問題を解決し、散布時の高速航行が

可能である。さらに大抵の船舶は船首側のフリーボードが大きいため、散布ブームを長くす

ることにより掃集幅を大きくし、処理率を向上させることができる。

※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成

図３－４－６a 典型的な専用散布装置 図３－４－６b 無希釈の濃縮型
の稼動形態 分散処理剤散布装置

表面攪拌板

タンク

散布ブーム

タンク

散布ブーム



－94－

②航空機

航空機による分散処理剤の空中散布には、迅速性、監視の優位性、高処理率、処理剤の適

正使用、分散処理剤処理の評価、等、多くの利点がある。空中散布に適するのは未希釈で散

布する濃縮型分散処理剤だけであるが、これは波動による混合のみで処理剤を適用するため

であり、従い有効搭載量が最大限に活用できることになる。

航空機はその規模、形式が様々であるが、いずれの機種においても油処理作業に稼動する

ためには天候による制約を受ける。航空機の安全運行、流出油の視認等に必要な視界の確保

だけでなく、この手法が波動による流出油の分散という原理に基づいているため、海面が平

穏な条件下では効果がない。

ヘリコプターおよび単発・双発・４発の固定翼航空機はそのほとんどの種類が分散処理剤

の空中散布に使用可能である。

(4)作業コントロール

海上における流出油処理作業においては、船舶の移動と作業のコントロールおよび油層が最

も厚い区域で作業が実施できるように手配することである。一般的にこの問題への対応策は海

上と航空機間の通信によって解決できる。特にヘリコプターの使用はその機動性に加え、対象

区域上空でホバリングできること、また固定翼機と異なり長い滑走路を必要としないため対象

区域から近い基地から対応できる点が長所とされている。

3.4.2 沿岸作業

(1)発生源の包囲

油の流出中の船舶、施設等の発生源の近隣区域でオイルフェンスを展張し、流出油を包囲す

る、また作業中のタンカーの周囲にオイルフェンスを展張する等の対策は、沿岸域において海

岸漂着を防止する場合等には有効な手段である。しかしながらオイルフェンスの常時展張は気

象、海象等に制限を受けるため実際的ではない。また、展張位置が流出源に近すぎると火災等

の事故を誘発する可能性もある。さらに流出油が自然に消散するような状況下での展張は、wa

ter in oilエマルジョンの生成を助長する可能性も含んでいる。このように沿岸域における発

生源包囲を目的としたオイルフェンスの展張には、その状況に応じて展張の適・不適を判断す

る必要がある。

(2)影響を受けやすい地域の保護

沿岸域における流出油対応においては、海岸が近い場合が多いので、流出油の海岸漂着の影

響を受けやすい地域を保護する必要がでてくる。入江、湿地帯、アメニティ地域、取水口等、

すべてを保護することが望ましいが、これが不可能な場合には、保護対象区域の優先順位を考

えて展張計画を立案する。オイルターミナル等、固定施設では流出源、規模、油種等を予測す

ることが可能であるため、前もって展張計画を立案しておくことは重要かつ効果的である。

(3)油の進路変更

影響を受けやすい地域の保護を実施するに際して、水流が強く、流出油の包囲、回収が困難

な場合には、オイルフェンスを用いて油の進路を変更、比較的静穏な海域へ誘導後回収する方
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法がある。 に示すように油のくぐり抜けを防止できるオイルフェンスの展張角度表３－４－３

は、流速とともに減少するが、進路変更は可能であるため、流向に対して直角に展張すること

が不可能な場合には、効果的な対応策である。

表３－４－３ 流速に対する油のくぐり抜けを防止できる
オイルフェンスの展張角度

＊流 速 最大展張角度

(kt) (m／s) (度)

0.7 0.35 90
1.0 0.5 45
1.5 0.75 28
2.0 1.0 20
2.5 1.25 16
3.0 1.5 13

＊ くぐり抜け速度0.7ktに基づいた
計算結果（石油連盟、1997）

(4)オイルフェンスの係留

オイルフェンスの性能は、流速に対する最適偏向角度の維持によって発揮されるため、その

係留を正しくする必要がある。最適偏向角度を維持しつつ、ポケット部が生じないように滑ら

かに展張するためには、複数点による係留が必要になる場合が多い。しかしながら複数点係留

は練度の高い技術を必要とする作業であり、緊急時には実際でないことが多い。オイルフェン

ス維持に適する係留設備の選択は、そのときの流速に対する最適偏向角度と海底質に対するア

ンカーの把駐力（ ）により選択することができる。海底の底質が砂層や泥層であ表３－４－４

る場合には、ダンフォースタイプアンカー（ ）が効果的であるが、岩礁の場合に図３－４－７a

は、フィッシャーマンズタイプ（ ）のほうがよい。図３－４－７b

表３－４－４ 海底質によるダンフォースタイプアンカーの把駐力

把駐力(kg)
アンカー重量(kg)

泥 砂 粘土

15 200 250 300
25 350 400 500
35 600 700 700

※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成
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※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)より引用

図３－４－７a 図３－４－７b
ダンフォースタイプアンカー フィッシャーマンズタイプアンカー

時間があればコンクリートブロックを投入して確実な係留点とすることが望ましいが、この

ときコンクリートブロックの大気中における重量は、最低でも予想負荷の３倍を確保し、浮力

による海水中の重量減少に抗する必要がある。オイルターミナル周辺等、流出事故の危険性が

高い地域では、係留に適する要所に恒久的な係留点を設置しておくことが望ましい。

いずれの係留方式についても、予想される水深、うねり、潮位差にあった長さの係留索を選

ぶ必要がある。係留索が短すぎるとオイルフェンスが水中でうまく浮かず、また波によって係

留索に急激な力がかかって係留装置からはずれる可能性が考えられる。逆に係留索が長すぎる

と展張形態の制御が困難になる。これに対する索として、(1)アンカーと索の間にバラスト用の

チェーンや錘を取り付けることにより、アンカーの把駐力を向上させる、(2)オイルフェンスと

アンカーの間に中間のブイを置くことによりフェンスの水没を防ぎ、急激な力による加重を吸

収する、(3)係留索に錘を取り付けることにより、係留索にゆるみが生じたときに水面に浮上す

るのを防止する、等がある。これらの策を施した代表的な係留設備について に示図３－４－８

す。

※石油連盟翻訳、海洋流出油対応(1997)を参考に作成

図３－４－８ 代表的な係留設備

海底

チェーン

ブイ

係留索

バラスト

バラスト

オイルフェンス

アンカー

海面
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干満のある水域で、オイルフェンスを恒久的に設置してある、または展張の頻度が多くなる

可能性がある場合には、スライディング式係留設備の設置により潮位が変動してもオイルフェ

ンスと陸地の間を常に密封しておく必要がある（ ）。図３－４－９

図３－４－９ スライディング式係留設備のオイルフェンス－陸間の接続部（石油連盟、1997）

入江の干潟等、干潮時にオイルフェンスが岸に取り残されるような場所では、このような条

件に対応できるタイプのオイルフェンスを使用する。 は、その一例である。これ図３－４－10

は充気式浮体チューブ下部にバラストとして水平２連タイプの導水管を取り付けたものである

が、係留点で海底に打ち込んだ杭に取り付けられた中空のフロートによって潮位の上下動に対

応している。

図３－４－10 干潟用オイルフェンスの一例（Exxon Production Research
Company, Oil Spill Response Field Manual(1993)より引用）
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3.4.3 検査とメンテナンス

オイルフェンスの展張形態は、風、波、海流、潮汐等とともに変化する。係留状況は頻繁に点

検し、再調整することがオイルフェンスの性能維持のために必要である。

包囲した油と瓦礫については、オイルフェンスの性能が低下することを防ぐため直ちに除去す

る必要がある。また、気温の日較差が大きいような条件下では、充気式オイルフェンス中の空気

の膨張、収縮を考慮して気室からの空気の充排気を行うことが必要である。さらに海上交通の安

全性確保という観点から船舶への告知や警告灯の設置等の対策をとることが望ましい。明るい色

彩のオイルフェンスは視認性が高く、夜間においても灯火で確認しやすい。

使用後のオイルフェンスは洗浄する必要があり、通常はスチーム洗浄、油処理剤によって行う

が、化学薬品を使用した場合には、これによりオイルフェンスの布地が損傷していないか確認し

ておくことが重要である。オイルフェンスの保管については、直射日光を避け、要請に対し直ち

に使用できるように修理・保守を行う。

油回収装置の稼働時には、油が集油部に集まっていること、および収集効率を低下させるよう

な瓦礫が集積していないことを確認するために監視が必要である。高性能を維持するためには、

流出時の状況や油種に適合し、また油が集油部に入る速度にマッチするように回収速度を調節す

ることが必要である。油が少量の場合には、間欠的な回収、あるいはロープモップを使用する等、

必要以上に水を回収しないようにすることが望ましい。

使用後は、油回収装置を洗浄・オーバーホールして、磨耗・損傷を確認し、必要であれば修理

する。油回収装置に付着した油は炭化水素溶剤等で除去することができるが、吸着モップおよび

プラスチックディスクは、洗浄剤等を用いず軽油で洗浄するとよい。またこれらの樹脂製部品は、

長期間直射日光に当たると劣化するので、保管場所に注意する必要がある。

3.4.4 まとめ

以上、外洋で油流出事故が発生した場合における防除資機材の運用は、沖合作業と沿岸作業に

分かれる。沖合では、船舶、オイルフェンス及び油回収装置で構成される油回収システムによる

機械的回収と航空機、船舶等による分散処理剤散布が主となる。しかしながら、特に荒天時の外

洋における初期対応では、機械的回収はほとんど不可能である場合が多く、分散剤散布が検討さ

れるが、これについても航空機の安全航行等の確保が必要になる。また、沖合作業では、船舶、

航空機、作業員間の通信手段を確保し、作業の効率化を図ることが重要である。

沖合での回収・防除が不可能で、かつ流出油が沿岸に向かって漂流しているような場合には、

沿岸海域を保護する必要が生ずる。まず、流出油の接近により、これの影響を受けやすい地域を

オイルフェンスの展張により防御する。この時、水流が強い等の理由により油の保護区域到達前

に包囲、回収が無理な場合には、オイルフェンスによる油の進路変更を試みる。このような沿岸

におけるオイルフェンス展張においては、展張区域の底質に応じた係留設備を用いる必要がある。
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3.5 研究開発動向

油処理は、化学剤等による化学的な処理と物理的な処理、いわゆる回収とに大別される。本節

ではこれらの双方に関する最近の研究動向について調査した結果についてとりまとめた。

3.5.1 油処理剤

国内における油処理剤には、作用機構の異なる種々の薬剤があるが、現在国内では、形式承認

を受けたゲル化剤と乳化分散処理剤のみが使用を認められている。このうち乳化分散処理剤は油

膜に散布後、攪拌の必要があるが、海外においては攪拌を必要としない自己攪拌型乳化分散処理

剤も使用されている。

ここでは、これらをはじめとした種々の油処理剤とその油種別効果や海象条件等への適応に対

する研究動向について学術論文の検索や研究機関に対するヒアリングを実施した結果についてと

りまとめた。

分散処理剤の適用については、効果大としながらも国によって取り組みの積極性が異なる。

これは主としてその効果と生態系への影響について賛成派と反対派に分かれることによるが、

双方その効果と安全性について明示できていない点に起因している。

Calhoun et al.(1997)は、メキシコ湾における分散処理剤適用規制の作成について述べてい

る。彼らは分散処理剤散布が、メキシコ湾内における大規模流出事故に対する実行可能な第一

の手段であると認識しており、第６管区地域対応チームとこれの担当区域の自治体が認定した

油流出事故対応の際の分散剤散布、現場燃焼及び機械的回収を早急に決定できる新しい規定に

ついて紹介している。

この規定においては、初期対応における分散処理剤散布の決定と方法について、離岸距離、

水深、風速、油種、API値、比重、油性として分散しやすいか、分散試験の必要／不要等、多く

の条件を組み合わせて判断できるようになっている。これにより、地域毎の分散処理剤の使用

種類、使用量、使用方法とこれに対する効果が評価できれば、分散処理剤使用のみならず、こ

れの防除資機材としての役割付けが明確になるものと思われる。

また、Hanzalik and Hereth(1997)は、油流出事故対応時における分散処理剤の標準的運用方

法について述べている。彼らは現時点の分散処理剤がメキシコ湾において効果的かつ準備可能

な防除資機材であるにも関わらず、防除対応の指揮系統において分散処理剤散布に関する標準

的な作業説明や運用方法の記述がない点を問題としてとらえ、実際的な分散処理剤散布作業の

モデルを開発している。

すべての分散処理剤散布に応用できるこのモデルは、分散剤散布作業に含まれる責任所在と

人員の現場調整を表現するだけでなく、作業のあらゆる立場における責任を明確に識別するこ

とができる。

このモデルを用いることにより、人員や資機材の現場調整・管理、通信の円滑化が図れるだ

けでなく、対応に関する民間組織と政府機関の間の意見の食い違い等を最小限にとどめること

ができる。これらの調整・管理は迅速な対応が必要とされる分散剤散布作業において、機材及

び人員配置の効率化に大きく貢献することが期待される。

生態系への影響については、合衆国沿岸警備隊のWolfe et al.(1996)が、分散処理剤の使用

が海洋生態系の食物連鎖における生物への影響について、生態系末端の油分解生物の活性変化
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により、これを摂取する上位種が影響を受ける点や分散油の性状変化による毒性の観点から言

及している。

彼らの研究によれば、分散処理剤の添加により油分解生物の一種 によるIsochrysis galbana

Ｃの取込が抑制される可能性はあるが、それにも関わらず の生息しない
１４

Isochrysis galbana

条件下で Ｃが減少するのは、光学的分解、これと連鎖しない他の油分解生物による分解等、１４

他の要因によるものであり、さらなる研究の必要性を説いている。

また、Swannel et al., (1997)は、海洋における油の生物分解に対する分散処理剤の影響に

ついて、いくつかの条件下で検討を行っている。彼らは、フェーズ・ドップラー・パーティク

ル・アナライザとチャンバー・スライド法という手法で油滴サイズと微生物の定量を行い、海

水中において油分解生物が油の分散を促進することにより、油滴平均サイズの減少と油滴数の

増加、及び窒素とリンの供給が油分解生物の成長や活性化につながるという結果を得ている。

これは、波動等により物理的に分散された油滴が、海面の油膜と再び合体することなく、さら

に分散していく可能性を示唆するものである。

また、この状況下で分散処理剤を添加すると、さらに物理的な分散を助長し、分散油滴数が

増加したが、硫黄生成物等、毒性を伴った二次生成物は確認できなかったとのことである。こ

れは言い換えるならば、分散処理剤散布による油の分散促進は、生物分解を促進すると言うこ

とになる。

分散処理剤の研究については、近年、その効能よりも環境への影響に主眼が置かれるように

なっており、この環境への影響については、水産生物への毒性よりも油分解生物の活性変化が

生態系に与える影響についての研究が最近関心を集めている。

このように研究段階のものも多いが、多くの機関では少なくとも分散処理剤の効果について

認めており、今後の緊急防災計画の中におけるこれの使用方法や効果及び生態系への影響の評

価方法について研究の方向が向きつつあるようである。

3.5.2 防除資機材

油回収装置は、主として付着式、堰式、吸引式、ネット式に大別される。これらの各装置につ

いては、その回収能力、操作性、運搬性に多くの改良が加えられてきたが、外洋域では、海象条

件が厳しいため、油回収装置の機能が著しく低下する場合がある。

ここでは、今後の資材の運用システムの検討を鑑み、従来の防除資機材の研究に加え、外洋域

に対応できる防除資機材に関する研究動向について、学術論文および研究機関へのヒアリング等

をもとに情報を整理した。

荒天時の外洋における機械的回収に限界があることは、本調査研究における国内外のヒアリ

ングから明らかになってきた点である。しかしながら、即応性の観点から考えれば機械的回収

が可能であれば、それにこしたことはないが、近年においては、流出油の機械的回収に関する

研究は少ない。その中で、合衆国沿岸警備隊では、大流速用オイルフェンスの開発を進めてい

る（Swift et al., 1996）。このオイルフェンスが本調査研究で対象とするような外洋に対応

可能であるかどうか興味深いところである。彼らの論文で紹介されているオイルフェンスは、

従来の平面で構成されるオイルフェンスのスカートに水抜き用のアウトレットを設けたバリア

のようなものであり、元来２次元構造であるものをフレキシブルな材質の使用によりバリアの
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形態にしたもので、水槽実験による結果では、従来のオイルフェンスの３倍の流速まで包囲し

た油を保持できたとのことであった。

合衆国沿岸警備隊におけるヒアリングでは、本年度には稼働試験にはいるとのことであった

ので、改めてその開発進行状況と成果について情報を収集することが望まれる。

流出油に限らず、複雑な構成の固体内に存在あるいは浸入した高分子化合物の抽出の一方法

として、マイクロ波による抽出方法がある。

Environment Canadaのマイクロ波応用過程部門においては、流出油に浸された砂の浄化にマ

イクロ波を用いる方法の研究を行っている。この手法は、物理的に連続で抽出可能な形態を持

った油混入物（ここでは油と砂の混合物）にマイクロ波を照射して分離後、非含水性媒体の中

に油分を抽出するもので、抽出装置はマイクロ波照射装置、溶媒、冷却器、供試体収納器、抽

出後の貯蔵器等の複数段階から構成されている。ヒアリングの際に対応してくれた担当官の話

では、この装置で１時間に１ｔの汚染砂の処理が24時間連続で可能とのことであった。

は、これを従来の蒸気による抽出手法と経費の面から販売価格の相対値として表３－５－１

比較したものであるが、マイクロ波による手法は、従来の手法に比較して処理過程にかかる費

用と人件費が半分程度となっている。

表３－５－１ マイクロ波処理と従来の処理手法による経費の比較
（Environment Canada, 1996）

手法 従来手法
マイクロ波処理

項目 （蒸気抽出）

販売価格 1.00 1.00

材料費 0.46 0.46

処理費用 0.24 0.13

人件費 0.11 0.055

貯蔵・類別費用 0.0075 0.0075

正味利益 0.18 0.35

3.5.3 流出油拡散漂流シミュレーション

油流出事故が発生したとき、時事刻々と変化する油膜の位置、形状あるいは性状を予測・計算

することは、効果的な防除対応資機材・対応方法の選択や防除対応チームの配置を考える際に極

めて重要であり、過去から近年にいたるまで、これに関する研究が盛んである。従来のシミュレ

ーションモデルでは、二次元のものが主流であり、流況シミュレーションモデルの改良型といっ

た感があったが、最近では、多くの時空間的パラメータを考慮した実際的なものになりつつある。

国内では、流出油の素過程や性状あるいは、気象条件の変化を考慮し、これのデータ入力、計

算、出力をGraphical User Interface(GUI)で操作できるものも開発されてきている（シップ・ア

ンド・オーシャン財団, 1997、他）。こういったシミュレータでは、潮流、海流、吹走流等を含

む流況予測、予測対象海域の風の場の予測、油性変化（風化）の予測、油の移流拡散予測等を統

合した実際的なものになりつつなる。

海外でも、計算速度の向上と精度の制御を目的とした実際的なシミュレータの開発は進んでい
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る。ヒアリングで訪ねたNOAAでは、計算速度を向上させる際に如何に精度を下げずに済ませるか

といった研究も実施されていた。

一例を挙げるならば、地形入力用のサブルーチンに沿岸線のデータがないが、その海岸線が一

定の長さ以上でその距離が直線的で長い場合には、自動的にデータを配置する、また、河川があ

る場合、その河川に仮想的に石（スケール）を置いて、それがあてはまらない河川は、自動的に

削除して一定以上の大きさの河川のみ計算条件として残す、等、計算のポイントやグリッド間隔

を自動的に設定し、与えられた仕様に整合しないデータは除外することにより計算速度を向上さ

せる手法が検討されている。しかしながら、現時点では、これによる計算速度の向上が計算精度

に具体的のどの程度影響を与えるかについては、定量的には評価できていない。

また、防除体制の項でも述べたように、最近は、漂流油の拡散シミュレーションだけでなく、

防除対応のシミュレータも開発されつつある。これは、入力した流出事故、気象・海象、防除対

応資機材とその配置・運用・管制等の条件のもとでオペレータの決定する防除実施行動がどのよ

うな結果に終わるかをシミュレートするもので、今後、実際の事故発生時において、あらゆる条

件下における防除実施体制、資機材、手法を決定するためのツールになるだけでなく、現場指揮

官等、防除実施当事者の訓練用にも生かされていくであろう。

3.5.4 その他

最近の流出油処理に関する研究開発は、処理効率の良い手法のひとつとして現場燃焼が注目を

集めつつある。また、流出油処理の手法や機材、化学薬剤といったハード面だけでなく、自然環

境保護を含む油防除訓練や防除の際の安全衛生、さらに防除対応結果の収支評価といったソフト

面にも目が向けられつつある。

外洋における大規模流出油の処理については、現場燃焼の効果が唱えられてきたが、大気や

生態系、またイメージ的な問題等、二次的な多くの問題を抱えており、推奨する国はあまりな

いが、現場燃焼の実験・研究は比較的多く行われてきている。Buist et al.(1997)は、アラス

カ原油の何種類かとこれの生成したエマルジョンに対して、現場燃焼を実施した結果について

述べている。彼らは、Drift Rivber原油、Endicott原油、Pt.McIntyre原油及びIF-30燃料油に

対して含水率と波の峻度を変化させてその燃焼率を測定した結果、峻度の増加は含水率の低い

エマルジョンに対しては燃焼率をそれ程変化させないが、高含水率のエマルジョンの燃焼率を

低下させると報告している。また、発火しないような含水率の高いエマルジョンについては、

ある程度の波立ちのある条件下でエマルジョンブレーカーEXO 0894の添加により容易に発火す

るという結果を得ており、波立ちによる混合がエマルジョンブレーカーが有効に作用するため

に必要であると強調している。従来エマルジョンはその難燃性から現場燃焼による処理は困難

とされてきたが、これの可能性が見いだせれば、油流出事故の処理における大きな難題のひと

つであるエマルジョンの処理への貢献が期待できる。

Lambtom and Cavanaugh(1997)は、油流出防除へのあらゆる天候・地形条件下の対応準備につ

いて提案している。この論文では、冬季の対応訓練についてふれており、氷上における機材の

扱いや人員の行動について氷の厚さの穿孔確認を複数箇所で行い、純水氷の厚さ、タイプ、色

彩等で強度を評価する方法、海氷による油回収装置の拘束時への対応、低温時の樹脂製防除資

材の取扱等、極低温下における防除活動の特殊性について実務と安全衛生の面から述べている。
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こういった対応を含め、全天候・全地形条件対応準備を、緊急防災計画として整備するプロ

ジェクトが現在進行中で、その費用は高額となることが予想されるが、公共安全と、環境保護

の観点からこれを完成させることが急務であるとしている。

また、Alyeska Pipeline Service社のHillman(1996)の論文では、Exxon Valdez号流出事故の

過去を持つプリンス・ウィリアム湾の野生生物保護を目的とした油防除計画、訓練、及び設備

の必要性と概要について紹介している。

これによれば、Alyeska Pipeline Service社は、アラスカのパイプラインやプリンス・ウィ

リアム湾で油流出事故が発生した場合の早急な対応と野生生物の保護を目的とした対応準備を

しており、パイプライン沿いやValdezの、流出油対応だけでなく、野生生物の捕獲、救助、保

護のための資機材を段階的に配置すると共に、野生保護局等、環境関連機関に捕獲許可を得た

要員や油に汚染された野生生物の救護の技術者も確保している。

さらにアメリカのNOAAでは、沿岸海域の油汚染感度地図（Sensitivity Map）を作成しており、

その沿岸域が油に対してどの程度敏感か階級分けを行い、油流出事故発生時の防除対応に役立

てている。

このマップは、地形条件、野生生物、人間の生活形態の３種類の情報が含まれており、地形

条件の情報においては、その地域の開放／閉鎖性や基盤地質、水象等、また野生生物の情報で

は、重要種生息域、絶滅種生息域、月毎の生息数、営巣状況、抱卵・孵化状況等の情報、さら

に人間の生活形態では、沿岸域の利用状況（アクアカルチャ、公園、マリン・サンクチュアリ、

取水域、商業／遊漁業）等に関する情報がそれぞれ全米のほとんどの地域にわたって詳細に作

成されている。

油流出事故が発生した場合には、このマップを参照して、対応策を考えることになっている。

一例を挙げると、分散処理剤使用に際し、当該海域内に遊漁区域がある場合には、漁業種類の

リストを表示する、あるいは各季のいつ頃に漁が盛んであるかについて示す等、かなり実戦的

なものとなっている。

また、ヒアリングでNOAAを訪問した際には、特に最近では油に汚染された微生物を魚介類が

摂取することによる、生体内蓄積が注目されつつあり、これに関して海産物に含まれる油の汚

染について再検討する研究が始められようとしている（Mearns et al., 1997）とのことで、こ

れに関連して油流出事故発生後の海産物の汚染程度を示すガイドラインを作成していた。

防除対応チームの作業中における健康管理と安全衛生の必要性を説き、これの実施方法につ

いて紹介している研究もある（Cantwell, 1997）。この研究では、回収機材の運用や流出油膜

への接近時の注意事項等に関する物理的な安全管理だけでなく、作業員が回収作業にあたる際

の、流出油の揮発性成分による中毒防止や肉体的・精神的疲労の管理、作業員のローテーショ

ン等についても詳細に述べており、Nakhodka号事故における海岸での防除作業中に作業者が死

亡、あるいは受傷したといった事実を勘案すれば、今後これに関する研究の重要度はさらに増

大するであろう。

流出油防除は、事故発生の際には必然的に発生する作業であるが、これにはその統括・指揮、

資機材、輸送、人員、連絡・広報、等のために莫大な費用がかかる。今後この費用の運用、捻

出、また責任所在等について考えるとき、防除対応における費用の管理と防除の効果の評価は

重要である。

合衆国沿岸警備隊（USCG, 1996）では、これの評価・管理手法について研究を行っているが、
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Nakhodka号事故で多くのボランティアに依存した我が国においても、こういった研究は今後必

要になるであろう。
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4. 流出油拡散漂流シミュレーションの研究

4.1 概要

油流出事故発生の初期に、沿岸あるいは保全水域への油の漂着及び汚染範囲等を推定し、的確

な対応に資するために、わが国の外洋に面した沿岸海域を対象とした流出油の挙動・性状変化を

予測する必要性から、（財）シップ・アンド・オーシャン財団では、平成３年度から５年度に亘

って、日本財団の補助事業として「大規模油流出事故対応の防除技術・資機材の研究開発」を行

ったが、その中で「流出油拡散漂流シミュレーションシステム」ＯＳＳＳ（Oil Spill Simulati

on System） を開発・製作し、実用に供してきた。

本年度は、その後当財団の研究で明らかになった油の風化モデルに関する新しい知見 を導入１）

し、対象海域として新しく対馬海峡海域を加え、更にコンピュータ関係ハード・ソフト環境の進

歩を考慮して、このシミュレーションシステムの改良を行った。

研究の内容は次のとおりである。

（１）対象海域の追加。

（２）パーソナルコンピュータの採用と利用効率の向上。

（３）風化モデルの改良に伴うプログラムの変更。

（４）システムの有効性の検証。

以下にこれらについて従来のシステム（以下旧システム）からの変更点を中心として説明する。

なお、旧システムの内容は前記研究開発の各年度報告書に記載されている他、それらを取りまと

めた「まとめ」 に新しい風化モデルの解説と共に概要が述べられている。２）

4.2 対象海域

対象海域として、従来の四国・紀伊水道海域、相模湾・伊豆大島海域に加えて、新しく対馬海

域を加えた。

4.3 システムの構成

本システムは、現時点で広く普及していると考えられるWindows95(Microsoft社の登録商標)を

搭載したノート型のパーソナルコンピュータ（以下パソコン）を中心として構成した。その外観

を に示す。図４－１

図４－１ システムの外観
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本システムの基本的な作業の流れを に示す。システム①は、潮流・海流・風による流図４－２

れからなる流況予測プログラム②と、それら流れの地域特性であるデータテーブル③によって構

成される拡散漂流プログラム④の部分と、油の物性変化を予測する風化モデル⑤の部分で構成さ

れている。

事故が発生⑥したときには、発生日時、流出油量、油種⑦を入力し、さらに気象・海象のデー

タ⑧を入力することによって、流出油の拡散漂流・性状変化を予測しディスプレーに表示する⑨。

なお、拡散漂流プログラム等、旧システムからの変更がない部分の内容については本報告では

記述していない。

図４－２ システムの基本構成
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4.3.1 パソコン機種の選定

旧システムの開発時点（平成３年）ではパソコンでは性能が不十分であったので、エンジニア

リング・ワークステーション（ＥＷＳ）を中心とした機器構成を選択したが、現在ではパソコン

の性能も格段に良くなっているので、充分に目的の機能を発揮する事が出来る。

パソコンの選定基準として

i) 市場占有率の高いアーキテクチャであること、

ii) ストレスなく拡散漂流シミュレーションプログラム（以下プログラム）を実行出来る程

度の速度を持つこと、

iii) 使用環境を選ばず、扱いやすいこと、

等が考えられる。i)については、IBM DOS/V 互換機が適当と考えられる。ii) については、現時

点で最速のものを選択することで、従来のプログラム（以下旧プログラム）と同程度の速度が得

られることが分かった。iii)については、場所を取らず、現場等での使用も可能となるノート型

パソコンが望ましい。

通常ノート型パソコンは速度、画面表示、拡張性の点でデスクトップ型パソコンに劣ると言わ

れることが多いが、速度、拡張性については、今回の使用範囲においては問題ない。画面表示に

ついては、必要に応じて CRTを接続出来るので、これも問題ない。

上記内容を勘案した結果、以下の機能を満たすパーソナルコンピュータを選択した。

ＣＰＵ： Pentium 233MHz ,MMX

メモリ： 144MB

画 面： 1024×768dot, 16bit color

4.3.2 使用言語の選定

旧プログラムは、計算本体部分はFORTRAN言語により、画面表示部分は C言語とMotif library

により構築されている。本年度はパソコン上での構築作業となるが、FORTRAN 言語についてはパ

ソコン上で問題無く使用出来ることが確認出来ているため、計算本体部分はFORTRAN 言語により

構築した。

画面表示部分については、ウインドウシステムが異なるため、旧システムと同様の構成は不可

能である。パソコンは旧プログラムで用いたUNIXよりもGUI(Graphical User Interface) が優れ

ており、 GUI開発環境においてもUNIXよりも短期間で開発が可能となる環境が多数準備されてい

る。

以上のことから

計算本体部分： DIGITAL Visual Fortran 5.0

画面表示部分： Borland Delphi 3.0

を用いることとした。

4.3.3 基本ソフト（ＯＳ）の違いによる機能変更点

今回使用可能なＯＳはWindows NT、Windows 95であるが、Windows NTは必要以上に機能が高い

面がある。一方Windows 95はプログラム実行という本来の目的のみを考えれば十分な機能を持っ

ており、また現時点でWindows NTよりも広く普及していると考えられる。したがって、使用OSは

Windows 95とした。
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旧プログラムで用いたUNIXは完全なマルチタスクOSであるのに対して、Windows 95は擬似マル

チタスクである等の相違があり、プログラム開発段階では十分その相違点を把握し変更を加える

必要があったが、プログラム運用段階での相違はなく、従って機能変更点も発生しなかった。

画面表示部についても、現時点ではUNIXよりもパソコンの方が開発、機能ともに優れており全

く問題ない見通しだったので、旧プログラムのメニュー選択について整理検討を行った。

プログラムにおける全メニュー（旧プログラムとほぼ同じ）を に示す。図４－３

条件 画面モード 実行 オプション

ファイル 粒 子 追 跡 開始 物 性 モ ニ タ ー

時 間 流速ベクトル 中断 粒 子 移 動

位 置 風速ベクトル 終了 粒 子 指 定

気 象 海 岸 格 子 拡 大 表 示

海 象 プロッター出力

油の物性

読 込 粘 度

保 存 読込ファイル設定 含 水 率

削 除 見掛け密度

流 出 開 始 日 時 移 動 範 囲

流 出 終 了 日 時 大,中,小

予 測 終 了 日 時 移 動 元

変 更 開 始 日 時 東経,北緯

移 動 先

ポ イ ン ト 経 度 , 緯 度 東経,北緯

範 囲

左下経度,緯度 指 定 粒 子

海 域 周 辺 の 右下経度,緯度 東経,北緯

風 向 , 風 速

50～300％

海 流 パ タ ー ン

風 圧 係 数 出 力

偏 向 角 開 始 日 時

拡 散 係 数 終 了 日 時

水 温 時 間 間 隔

流 出 油 量

粒 子 の 個 数

乳化と蒸発のタイムラグ

動 粘 度 の 参 照 温 度 モ ル 重 量

乳 化 の 係 数 K , K 重 量 比１ ２

コ ン ポ ー ネ ン ト 数 動 粘 度

密 度

飽和蒸気圧算定時の係数 a,b,c

図４－３ プログラムにおける全メニューの一覧
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4.3.4 パソコン画面の設計

プログラム起動からの作業の流れを に示す。プログラムの基本的な流れには旧プログ図４－４

ラムからの変更はないが、データの入力方法等については、なるべく誰にでも分かりやすく扱え

るように改良を加えた。

図４－４ 作業の流れ
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プログラムを起動すると に示すような起動画面が表示されるので、対象海域を選択す図４－５

る。選択した対象海域は斜線で示される。

画像データ提供：東京大学生産技術研究所(第5部村井・柴崎研究室)

図４－５ プログラム起動画面（対馬海域を選択した状態）

ある海域を選択すると例えば のように対象画面が表示される。この画面は計算条件設図４－６

定から計算終了まで常に表示されている。なお画面上部中央のボタンにより図面倍率を５０％か

ら３００％まで５０％刻みで変更が可能である。
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図４－６ 計算結果表示画面（対馬海域の例）

以下、 の作業の流れに従って、次々に必要な入力画面が表示される。それぞれの入力図４－４

画面はできるだけ作業負担が軽くなるように工夫されている。例えば気象情報設定画面での入力

作業は相当煩雑になると思われるが、 はこれを簡単に行うための気象情報入力補助画面図４－７

の例で、同心円中の希望の位置でマウスをクリックするだけで風向、風速を入力でき、その値は

画面右側に表示される。勿論、直接キーボードからの入力も可能である。
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図４－７ 気象情報入力補助画面
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また、風化モデルの計算に必要な物性に関するパラメータは、あらかじめ入力した油種を選択

することにより自動的に設定される。

計算結果の表示等については後に４．５で述べる。

4.3.5 プリンタ出力の設計

プリンタへの出力は次の２種類がある。

(1) 画面上の図をそのまま出力 → 画面ハードコピー

(2) 解像度の高い出力 → プリンタ用出力プログラムによる印刷

画面ハードコピーはWindows 95が用意している機能であり、パソコンのディスプレイに表示さ

れている画面をそのままプリンタに出力するものであるが、解像度は低い。専用プログラムによ

る出力は旧システムでも用いられていた方法で、高い解像度を要求される「漂流状況図」（粒子

位置、流速ベクトル、風速ベクトル、等）の印刷に用いられる。

どちらの方法を用いるかはメニューで選択できる。

4.4 風化モデルの改良

海上に流出した油は、揮発成分が直ちに蒸発し始め、それにやや遅れていわゆる乳化が始まる。

流出油の防除対策を施す上で、これらの油の風化による粘度の変化、体積変化等は防除資機材の

選択や使用タイミングの判断にかかわる重要な情報である。ＯＳＳＳでは、この物性変化予測を

拡散漂流経路予測と同時に行うようになっている事が一つの特長である。

旧システムの開発以後、当シップ・アンド・オーシャン財団の研究によって、この風化につい

て新しい知見が得られた 。１）

本年度の研究は、この新しい風化モデルをシステムに取り入れる事も目的の一つであるので、

これについて述べる。

4.4.1 従来のモデル

旧ＯＳＳＳの風化計算では、図４．８に示すように蒸発率の計算で得られた無水油の粘度・密

度に含水影響の修正を施して含水油の粘度・密度を求め、これから得られるシュミット数を蒸発

計算に饋還 して計算を進めている。また、含水率は、含水遅れ時間以後は蒸発率、物性変化とa

は無関係に一定の飽和含水率と海象のみに関係する微分方程式によって計算される（図の がce

無い）。
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ＯＳＳＳ風化計算原油ﾃﾞｰﾀ

周 囲 条 件 予 測 値

風 速 風 化 油b a

無 水 油 含 水 油

蒸発率計算 蒸発率、 蒸発率、 蒸 発 率

粘度、密度 粘度、密度

気 温 含 水 率

含水遅 蒸 発 率
粘 度

含 水 率

密 度

c d

波 況 含水率計算 含 水 率

e

図４－８ 原油風化モデルの構築

.4.2 風化モデルの改造4

しかし、これまでに、原油の風化試験の解析結果から、

①蒸発量は含水現象に関係なく無水油の組成のみで決まる。

②無水油の粘度と密度は蒸発による組成変化によって決まる。

③含水油の粘度と密度は無水油に含水影響の修正を施すことによて求められる。

④含水率の計算には蒸発率の値が必要である。

等のことが示されている 。１）

これらを考慮すると、風化計算において風化原油の粘度、密度を求めるには、図４．８に示す

ように無水油の範囲で粘度、密度を蒸発率の計算に饋還 し、得られた無水油の粘度、密度に別b

に求めた含水率による修正 を施すことになる。含水率は、これとは独立に時間とともに変化すd

る蒸発率を含水のシミュレーション式に入力 して求めることになる。計算された含水率はシミc

ュレーション式内で計算に饋還 されている。e

旧システムの風化計算では、含水率計算が独立でその結果を蒸発率計算に取り入れる操作にな

っていたが、今回の結論では、蒸発率計算が独立でその結果を含水率計算に取り入れる操作にな

る。
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4.4.3 計算式

(1) 蒸発率の実験式

Rasmussen によると初期（散布）油量をw [g/m ]、蒸発成分F2の時刻t までの蒸発量をq[g/３） ２
０

m ] として、蒸発率Q を、
２

０Q=q/w

とすると、蒸発方程式は、

dQ m
=k ･f (T )･X･ｍ Ｐ Ｃ

０dt w

ただし、

m : F2のモル質量 [g/mol]

k : F2の質量輸送係数 [m/s]ｍ

X : F2のモル配分比

T : 周囲温度 [ﾟC]Ｃ

f : 飽和蒸気圧の影響を表す関数 [mol/m ]Ｐ
３

となる。ここで蒸発時定数T をＱ

w /m０

T =Ｑ

k ･f (T )ｍ Ｐ Ｃ

とおくと、実験結果から得られた蒸発率Q は、図４．９に示したように、

t =t/T として、ほぼ＊
Ｑ

＊Q=A+Blogt

の形で表される。

図４－９ 蒸発率の無次元経時変化 （筑波研H5年度オマーン原油）１）



－115－

一方海域では、実験と異なり油膜が重力・表面張力・海水の乱れ等により広がり、表面積は増

加し厚みが減少する。その効果は、結果的に蒸発時定数が変化すると見なせばよく、

A(t)ｔ

t =∫ dt , A(t):油膜の広がり率
＊

Ｑ
０ T

とすればよい 。A(t)については、Fay の理論式より求めるものとする。１） ４）

(2) 含水率の方程式

含水率Y は、蒸発率Q 及び蒸発率速度dQ/dt によって支配され、パラメータとして、飽和含水Ｗ

率Y 、含水速度K 、油層厚さh 及び油膜の広がり率A(t)を含む次の式で表される。Ｓ ０

dY 1 K dQＷ

= { (Y -Y )X (1-Y ) +(1-Y )Y ･A(t) }Ｓ Ｗ ＰＱ Ｗ Ｗ Ｗ
２

dt 1-Q h dt０

K については、実験データを元にK∝U で近似するものとし、h , A(t) については、蒸発率と２
０

同様に Fay の理論式より求めるものとする。４）

(3) 蒸発による動粘度の変化

無水油の動粘度νは蒸発による組成変化によって決まり、次式で表される。

Ｑν (Q)=ν (Q=0)･βｏｉｌ ｏｉｌ

T [ﾟC] 0 5 10 15 20 25 30Ｃ

β(T ) 1.153 1.142 1.131 1.122 1.114 1.106 1.098Ｃ

(4) 乳化による動粘度の変化

含水油の粘度η(Y )は無水油の粘度η (Y =0)に含水影響の修正を施すことによって次のようＷ ｏｉｌ Ｗ

に求められる。

Ｗ2.5Y
η(Y )=η (Y =0)exp( )Ｗ ｏｉｌ Ｗ

Ｗ1-0.654Y

ν(Y )=η(Y )/ρＷ Ｗ

ν(Y ): 含水油の動粘度Ｗ

ρ : 含水油の密度
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4.4.4 風化モデルの仕様

以上の検討結果に基づき、風化モデルの入出力仕様を以下のとおり定めた。

(1) 入力項目

・流出油種（物性に関するパラメータは予めデータベース入力された油種を入力すれば自

動的に設定される）

・流出油量 [kL]

・含水遅れ時間（defaultは0.0）

・気温 [℃]、水温 [℃]

・風の時系列（漂流予測部分と共通）

・計算時間及び出力間隔（漂流予測部分と共通）

(2) 出力項目

以下の２項目について計算結果が画面にグラフとして表示されると同時に各表のようなデ

ータとしてファイルに保存される。

・流出油全体の物性に関する項目

時刻 蒸発量[t] 残存量[t] 体積[kL]

1997/1/1 13:00 20.00 50.00 100.00

1997/1/1 13:10 22.00 48.00 120.00

… … … …

・各粒子の物性に関する項目

時刻 粘度[cSt] 含水率[%] 密度[kg/m ]
３

1997/1/1 13:00 20.00 50.00 100.00

1997/1/1 13:10 22.00 48.00 120.00

… … … …
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4.4.5 計算結果の例

上記の風化モデルによる計算結果の例を に示す。図４－１０

図４－１０ 蒸発率の経時変化の例

本年度のモデルでは風速が大きくなるにしたがって蒸発率も大きくなるという妥当な結果が得

られている。ただし、乳化は、油水界面への活性剤の浸透に時間がかかり、そのため流出開始か

ら１時間程度経ってから始まるという実験事実があるので「含水遅れ時間」というパラメータは

本年度も用いている。

その他の項目に関する計算結果についてもほぼ妥当な値が得られている。
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4.5 システムの検証

本システムの妥当性検証のために、平成 9年 4月に対馬沖で実際に発生した油流出事故の観測

データによる検証を行った。

図４－１１本システムによる、前記風化モデルも含めた、拡散漂流シミュレーションの結果は

のように画面に表示されるほか、油の性状変化のグラフ等も表示可能である事は旧システムと同

様である。

以下に検証の方法と検証結果を述べる。

図４－１１ 油の拡散漂流の計算値の表示例
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4.5.1 流出事故の概要

油流出事故は平成 9年 4月 3日に発生し、事故後の浮流油位置は同月 7日 15:00～13日 8:00

までのデータが不等間隔で得られている。 に視認された日時と浮遊油の位置のうち、図４－１２

主要なものを示す。

図４－１２ 対馬沖の浮遊油の主要視認位置

4.5.2 海上風の設定

予測計算を行う際には海上風を設定する必要がある。本システムを用いて対馬海峡での予測を

行う場合には若宮灯台での観測風を用い、入手出来ない場合には地域気象観測所である厳原の観

測風を代用することとしている。

実際の災害発生時には将来の風は入力不可能なため、通常は現在の風が変わらずに吹き続ける

等の仮定のもとに計算を行う。将来の風を設定する方法のひとつに気象庁が配信する GPV(Grid

Point Value)データを利用する方法がある。このデータは毎日 9時、21時における観測風を初期

値として51時間後までを計算したものである。

GPV データの使用可能性も考慮し、予測計算には に示した上記３種類の風データ図４－１３

（若宮灯台、厳原、 GPV）を用いた。 GPVデータは粒子投入位置に最も近いメッシュ値を取り出

し、 9時、21時のデータは初期値（観測値）を与え、その間の12時間は最新の予報値を与え、時

系列データとして編集した。
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図４－１３ 風速ベクトル
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4.5.3 予測計算条件

予測計算は、油塊を代表する粒子を適当な位置に投入し、以後のこれらの粒子の動きを追跡計

算した結果を観測値と比較する事によって行った。

表４－１ 表４先ず に示す条件で計算した結果を基本ケースとし、次に調整可能なパラメータを

に示すように変更して、計算値の観測値に対する近似度が向上するかどうかを検討した。－２

表４－１ 予測計算条件（基本ケース）

計算期間 1997/4/7 15:00 ～ 4/13 8:00

粒子投入位置 東経 128度34分、北緯34度14分～

東経 128度36分、北緯34度16分で

囲まれる矩形範囲

風圧係数 0.029

水平拡散係数 0.0 cm /s２

粒子投入個数 9 個

海上風 同期間における若宮燈台観測風、

厳原観測風

GPV 予報値

の３ケース

表４－２ 変更したパラメータ

項目 設定値

①風圧係数 1.5 倍

②風速 2 倍

③水平拡散係数 1.0×10 cm /s
６ ２
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4.5.4 計算結果の例

に若宮灯台の風を用い、 の基本ケース、 のケース①、②、③につ図４－１４ 表４－１ 表４－２

いて計算した結果を示す。油は全ての計算ケースで上島西岸を北東に進み、34°30'Nを越えた付

近から東へ向かっている。最も移動速度が速くなるのはケース②の場合で、4/11 0:00の時点で1

30°15'を越えている。

には厳原の風を用いた結果を示す。基本ケース、ケース①、③の4/10の時点の位置図４－１５

をみると実際の漂着地点からはやや距離がある。ケース②は4/10の時点で漂着地点に最も近く、

9:00に最初の漂着が見られる。

には GPVの風を用いた結果を示す。全てのケースで上島西～北岸に漂着している。図４－１６

ケース①、②の場合は実際よりも漂着時刻は早く、ケース②では4/9 16:00 に最初の漂着が見ら

れる。ケース③は最も観測値に対する近似度が良く、 の観測値に見られるのと同様に、図４－１２

上島西～北岸に漂着している。時刻は4/10 4:00 に最初の漂着があり、12:00 の時点で９個の粒

子のうち５個が漂着している。漂着時刻には多少の遅れがあるが、漂着位置はほぼ再現されてい

ると言える。

GPV データを用いた場合のケース③が最も良好な近似を示した。これは通常では観測されてい

ない現場付近の海上風が、予報値ではあるが得られたためと考えられる。このことは、本システ

ムが予めデータベースとして準備している流れ場（海流、吹送流、潮流）は概ね妥当なものであ

り、観測値の計算による再現性を左右するのは入力データである海上風の設定であることを示唆

している。本システムの仕様では若宮灯台の風を用いることとしているが、これは流動テーブル

作成時点においては GPVが存在しなかったためであり、現状では GPVデータは非常に有用である

と考えられる。
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図４－１４ 若宮灯台の風を用いた計算結果（上から基本ケース、ケース①②③）
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図４－１５ 厳原の風を用いた計算結果（上から基本ケース、ケース①②③）
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図４－１６ GPVの風を用いた計算結果（上から基本ケース、ケース①②③）
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4.6 成果

ワークステーションを使用した既存のシステムを改良して、ノートパソコンを用いた流出油拡

散漂流シミュレーション・システムを開発した。本研究で得られた成果の要点は次のとおりであ

る。

(1) 汎用性・携帯性の拡大

Windows95 を搭載したパソコンで動作するようにシステム開発したことにより、旧システ

ムに比べて飛躍的に汎用性が増し、インストール用CD-ROMさえあれば広く普及しているパソ

コンで容易に取り扱えるようになった。ノート型のパソコンでも使用できるので、携帯性が

格段に向上した。同時に、データの入力方法等を改善し、特に訓練を受けなくても誰もが使

えるように配慮した。

(2) 風化モデルの厳密化

実験値の理論的解析に基づく風化モデルを採用した事により、より厳密さを増した物性変

化予測が可能になった。

(3) 物性パラメータ設定の迅速化と拡張性確保

従来油種ごとに複数の物性パラメータを入力していたものを、より簡便に油種のみ選択す

れば良いように変更したため、流出油の物性変化予測がより迅速に行えるようになった。ま

た、新しい油種の物性パラメータが得られれば、データベースに追加して行けるよう拡張性

を確保した。

(4) 現場データの検証による信頼性の向上

本システムの対象海域で実際に発生した油流出事故のデータによる検証を行ったことによ

り、実際の海域で発生した油流出事故を再現し得るものであることを確認した。

(5) 他海域データテーブル利用の発展性確保

本システムが対象とした相模湾・伊豆大島、四国・紀伊水道、対馬海峡の３海域以外の場

所についても、日本水路協会が保有する海域データテーブルが存在する海域については適用

可能であるような汎用性、発展性を確保した。
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4.7 今後の課題

本研究に関連して、流出油拡散漂流シミュレーション分野の今後の課題として、次のような研

究対象が挙げられる。

(1) 分散処理剤による防除効果のシミュレーションと性能試験

分散処理剤による防除効果をモデル化し、海上残油量の経時変化グラフ等で視覚化して効

果的な分散剤使用の意志決定に資する情報を提供することが重要と考えられる。

そのためには、モデル化した分散効果のパラメータを性能試験等によって得る必要がある。

油が含水すると急速に防除効果が低下すると考えられるので、単純な処理能力値ではなく、

含水（風化）の段階に応じた防除効果のデータを得る必要がある。

(2) 爆発限界ガスの広がりのシミュレーション

平成 9年 7月の東京湾におけるダイヤモンド・グレース号の座礁・原油流出事故の際に懸

念されたように、原油等の揮発性成分の多い油の流出事故発生直後の現場近傍では、流出油

から蒸発したガスが爆発限界を越える濃度になっている可能性があり、防爆対策を施してい

ない内燃機関を搭載した船舶等で近寄ることが危険な場合が考えられる。事故直後にどこま

で現場に安全に近寄れるかは、防除作戦効果を大きく左右する要因であり、現場の気象・海

象条件による爆発限界ガスの広がりの予測が必要と考えられる。

(3) リアルタイムデータ入力

海上保安庁では、本モデルで行っているようなデータベース中心の流動予測とは異なるリ

アルタイム性を強化した流動予測システムを整備中である。また気象庁の GPVは、沿岸海域

の細かな流動予測に用いるためには空間的解像度に課題はあるものの、予測に欠かせない海

上風の予報値を現業体制で配信している。

これらの海象・気象データを流出油の拡散漂流シミュレーションに入力できるようにして

行くことは、リアルタイム性を増し、予測精度を向上させるためには重要である。
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5. 結言

以上の調査、研究結果を総括し、海象条件の厳しい外洋域における油流出事故に対応した具体

的な防除資機材の選定および運用システムの可能性についてに検討を行った。また、外洋におけ

る油流出事故に対して、防除資機材、運用形態を含み今後実施すべき研究・開発とその方向性に

ついて検討した。

5.1 調査研究のまとめ

大規模油流出事故の防除体制、および防除資機材に関する今回の調査および専門家の国際会議

を通じて得られた知見を要約すると以下のとおりである。

5.1.1 荒天時における機械的防除

油回収船および回収機器は多種、多様のものが存在し、それぞれ特徴を持っているが、何れも

波高が高くなると回収性能が著しく低下する。現存するものでは、ノルウェーのFramo Transrec

Systemが最も大波高で使用できるようであるが、これについても有義波高2.5m以上になると急速

に性能が低下し、波高４ｍ以上では事実上回収不可能である。

荒天時の防除作業に豊富な経験を持つノルウェー、イギリス、アメリカ等の関係者の話を聞い

ても、波高２～３ｍ以上の荒天では機械的回収を断念し、回収船や回収装置を待避させて、比較

的静穏な条件下でのみ出動する体制を採っている。

我が国で外洋において対応可能な防除資機材は、運輸省港湾建設局の清龍丸と目下計画中の海

鵬丸の代船のみであるので、これを活用する他は、むしろ静穏になった時の迅速な現場到達、防

除資機材の待避場所の選定、効率的な連絡方法の確立が必要であるとの感触を得た。

またオイルフェンスについては、種々のものが実用化されているが、定置式のものを除き、回

収パッケージとしてはNOFO Transrec System 350で用いているものが、またオイルフェンス単体

では、RO-CLEAN DESMI社のRO-BOOM 3500が、それぞれ最も大波高に耐えるものであるが、波高４

ｍ以上では使用できないと言われている。

5.1.2 分散処理剤による処理

分散処理剤は原油や軽質油には極めて有効であるが、油流出後時間がたつと油が水分を含んで

高粘度化し、分散処理剤の効果は急速に低下する。従って、油流出後、一刻も早く分散処理剤を

散布する必要がある。

一方、分散処理剤の海中生物に対する毒性は種々研究され、また毒性の低い、いわゆる第三世

代の分散処理剤が開発されており、ほとんど無害であると言われているが、漁業者や環境保護団

体を完全には納得させ得るに至っていないのが現状である。結局分散処理剤の使用と効果評価は、

未処理の流出油と分散処理剤のどちらが海中生物に対して有害かという判断にかかっている。

分散処理剤の使用については、積極的な国（イギリス）から消極的な国（ノルウェー）まで国

によって方針が異なるが、流出事故が発生してからこれの使用について関係機関と協議している

と分散処理剤使用の機会を逸してしまうので、イギリス、アメリカ等では地域別に事前協議をし

て承認を得ておき、事故発生の際には、現場調整官が使用を決定できるようになっている。また、

フランスにおいては離岸距離に応じて使用できる分散処理剤のの量を決めている。我が国でも分
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散処理剤の使用について、何らかの形で地域別に事前協議を行い、合意が得られるようなシステ

ムが確立されることが切望される。

分散処理剤を使用するかどうかの判断は、流出した油のその後の漂流方向の判断に大きく左右

される。流出油が陸岸に漂着する可能性があるならば、一刻も早く分散処理剤を散布し、機械的

回収と相まって陸岸に漂着する油量を極力少なくしなければならない。また、分散処理剤は使用

するタイミングによってその効果が大きく変わってくる。

これらの見地から、油の漂流方向と油膜の拡散予測および分散処理剤の効果がわかるシミュレ

ーターが開発されれば、現場指揮者が分散処理剤使用の判断をするのに極めて大きな助けとなる

ことが期待できる。

ノルウェーではこの種のシミュレーターに、オイルフェンスの展張の効果や、機械的回収の効

果を加味したシミュレーターを持っていて、訓練用に広く用いている。

また、原油が流出した場合、初期の段階では爆発の可能性があるため、現場に迂闊に接近でき

ず、対応が遅れることもあるため、ガス濃度の爆発限界を示すことの出来るシミュレーターの開

発が望まれる。

5.1.3 陸岸での回収

陸岸に漂着した油は必然的に含水、高粘度化しているので、高粘度油への対応が不可欠である。

高粘度油用の油回収装置は、モップタイプのものからスクリューポンプタイプのものまで多種存

在し、また新たな開発の計画もあるので、それらの性能に応じて適材適所の配備を図るとともに、

その数量や配備箇所等をデータベース化しておき、地形や底質に応じて適当なものを選び、効率

的に輸送して使用できるようにすることが必要であると思われる。

また、ナホトカ号事故の経験では、バキュームカー、消防車、ガット船等が大変役に立ったと

いうことなので、これらの装置の地域的な配備状況をあらかじめデータベース化しておき、有効

に活用することが望ましい。

なお、微生物による自然浄化を促進する方法も有効であると言われる反面、肥料として栄養塩

を散布することの海中生物に対する影響を危惧する意見もあり、この点についてなお一層の研究

が行われ、実用化されることが望まれる。

5.1.4 流出油拡散漂流シミュレーションシステム

本研究では油流出事故が発生したとき、時々刻々変化する流出油の位置や油の正常を予測する

ことは、効果的な防除対応を考える際に極めて重要である。

ワークステーションを使用した既存のシステムを改良し、更に油の風化に関する新しい知見を

取入れて、ノートパソコンを用いた流出油拡散漂流シミュレーション・システムを開発した。主

な特長は次の通りである。

(1)ノートパソコンを使用して、携帯性を高めた。

(2)プログラムをCD-ROMに格納し、一般のパソコンに読み込んで使用出来るようにした。

(3)データの入力方法等を改善し、特に訓練を受けなくても誰もが使えるようにした。

(4)最新の実験結果を用いて、原油の風化モデルを大幅に書き変え、より実際に近い状況をシミ

ュレート出来るようにした。
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(5)種々の油種に対応できるように、新しいデータが得られた場合の追加が容易に出来るように

した。

(6)新しく対馬海域の海象・気象データを追加し、実際の経過と比較・検証して、満足出来る結

果が得られた。

5.2 今後の研究・開発に対する提言

冬季の日本海を想定した大規模油流出事故の防除体制の強化方針については、既に運輸技術審

議会で審議され、平成９年12月には報告が出されており、今後の体制の整備と大型回収船を含む

防除機器の開発、整備計画に官民協力して取り組む機運にあるので、ここではその一環として、

シップ・アンド・オーシャン財団として実行可能と思われる開発事項の提言を行う。

5.2.1 荒天時の流出油防除のシナリオの予想

冬季の日本海を想定した場合、2.2節、 及び で示したような類似した表２－２－１ 表２－２－２

海象条件下で発生したイギリスのSea Empress号、およびナホトカ号の事例でもわかるように、荒

天時における機械的な流出油の回収は極めて困難であることが予想される。

従って、荒天時の流出油防除のシナリオ（方針）としては次のように考えるのが妥当であろう。

(1)可能な限り早期に、沖合いで分散処理剤による分散を図る。そのため、地域別に事前協議が

出来るようなシステムの確立が望ましい。

(2)波高４ｍ以上の条件下では、現存の回収資機材では回収が極めて困難であり、また非能率的

であるので、回収船や回収資機材は荒天中は待機して、比較的静穏（例えば波高２ｍ以下）

な海象条件の時だけ使用するのが能率的であると思われる。従って、海象条件が静穏になっ

たら素早く能率的に稼動できるような体制の確立が必要である。なお、冬季（12～１月）の

日本海における有義波高0.75ｍおよび1.75ｍ（最大波高それぞれ約1.1ｍおよび2.5ｍ）以下

の日数の割合は、それぞれ0.1および0.44程度であり、待避場所から素早く現場に駆けつけ

て稼動することが要求される。

(3)油流出発生位置および気象・海象によっては、沿岸漂着は避けられない。従って、油の漂流

予測を行って対策を講じるとともに、オイルフェンス等により漂流方向の誘導または制御を

行い、沿岸漂着を極力避ける。そのためには、大波高に耐えるオイルフェンスの開発とその

展張方法（例：斜め展張等）の確立が必要と思われる。

(4)海岸に漂着した油は必然的に高粘度化しているので、高粘度油への対応が必要であるが、高

粘度油用の回収装置の配備の充実とともに、ナホトカ号事故の際に役に立ったバキュームカ

ー、ガット船、消防ポンプ、等がより効率的に利用できるような体制を整備することが望ま

しい。また、Exxon Valdez号の事故の際に見られるように、高温、高圧水による洗浄が見た

目にはきれいでも、結果的に生態系の回復を遅らせたと言った報告に鑑み、結果的に生態系

あるいは環境に対する被害を少なくするような防除措置を講ずる必要があると思われる。ま

た、微生物による自然浄化の促進について、今後の研究に注目していく必要がある。
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5.2.2 流出油の拡散漂流予測と防除処置の効果に関するシミュレーターの開発

2.2.2項に示すSea Empress号の実績を見ても、分散処理剤による分散は特に原油の場合極めて

有効である。また、分散処理剤の使用は一刻も早い方が有効で、油が含水すると急速に効果が低

下する。従って、分散処理剤の使用の決定は一刻も早くなされなければならない。

一方、分散処理剤の使用については、漁民や地区団体の反対が予想されるので、流出油が沿岸

に漂着、あるいは漁業環境に影響を与える可能性がないときには、これを使用せず、自然分散に

まかせるに越したことはない。

従って、流出油が今後どのように漂流し、陸岸に漂着する可能性の有無を予測することは、現

場指揮者が分散処理剤使用の決断を下す上で極めて重要である。また、分散処理剤をどの時期に

使用したらどれほどの効果があるかが分かれば極めて有力な指針となるであろう。また、原油の

場合、流出直後には爆発の危険性から現場に近寄れず、対応が遅れる状況もあり得るので、近接

可能距離の程度について知る必要がある。

このような見地から、次のような機能を持つシミュレーターを開発することが望ましい。

①流出油の時々刻々の拡散状況と、爆発限界の拡散を、油種、気象、海象に応じて表示

する。

②分散処理剤の効果を、油種、気象、海象、使用時期、使用量等をもとに残油量として

表示する。また、その時点における分散処理剤の効果率（gr.あたりの有効処理量等）を示

す。

③シップ・アンド・オーシャン財団で行ってきた流出油の漂流シミュレーションに必要

に応じて潮流を始め、気象や海象のリアルタイムデータを入力できるようにして精度を高

め、残油の時々刻々の拡散漂流範囲を示す。

④シップ・アンド・オーシャン財団で行ってきた流出油の風化シミュレーションを用いて、

残油の含水率と粘度の時々刻々の変化を示す。これは、分散処理剤の効果に反映すること

が出来るだけでなく、機械的回収装置の選択の指針となる。

このようなシミュレーターは、単に事故発生時に役立つだけでなく、対応訓練、資機材の整備や

動員計画の策定にも大いに効果を発揮するものと期待される。

5.2.3 船舶による強制分散の効果の研究

Sea Empress号の例では自然分散が14％と報告されている。これは波浪と潮流によるものと推察

されるが、ナホトカ号の場合、巡視船が航行し、航跡波で強制分散を図ったことが報告されてい

る。この場合、分散した油がどうなるのか、すなわち油は単に油滴となって一時的に海中に潜り、

再浮上して油塊となるのか、充分細かい油滴になって海中に浮遊し、やがて微生物によって自然

浄化されるのかを明らかにするとともに、いかに細かい油滴にするか、つまり低速でスクリュー

で攪拌するのがいいか、高速で引き波を立てるのがいいかについて調査研究しておくことは有意

義であると思われる。
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5.2.4 流出油の陸岸への漂着を防止する方法の研究

陸岸に漂着した油の回収、防除は、ナホトカ号の経験でも分かるように極めて困難であり、陸

岸に漂着することを極力防止する必要があることは論を待たない。冬季の日本海を想定した場合、

非常に困難であると思われるが、ナホトカ号事故の時にも原子力発電所の取水口を流出油から守

った例もあり、海岸全体は無理であるとしても、特に保護すべき地域への漂着を防ぐような手段

は開発可能と思われる。これは具体的には、高波高に耐える特殊なオイルフェンスとその展張方

法の開発になるであろう。

5.2.5 微生物による自然浄化の促進に関する研究の追跡と問題点の洗い出し

海岸に残留した油は、いずれ微生物によって分解、浄化されるが、適当な肥料を与えて微生物

を活性化し、浄化を促進しようとする研究は既にシップ・アンド・オーシャン財団を始め複数の

機関で実施され、有効であるとの報告が出されている。しかしながら、その評価は必ずしも確定

せず、また使用する肥料の影響に対する危惧の念も完全には拭えないのが現状である。これにつ

いての結論の方向性は、流出油がそのまま残存するのと、肥料を散布するのとどちらが海中生物

にとって有害であるかの判定にかかっている。この点について、何種類かの生物を対象に精密な

試験を行い、正確な判定がなされ、微生物による浄化の促進法が公正な評価を得られるようにす

ることが望ましい。

5.2.6 分散処理剤の処理効果と生物に対する影響の調査研究

分散処理剤そのものの毒性については、既にかなり研究され、また毒性の極めて低い、いわゆ

る第三世代の分散処理剤が開発されていることは前述のとおりであるが、分散処理剤で処理され

た油がどのような性状を持ち、どのようにして浄化されていくのか、その過程と生物に対する影

響について調査、研究を行うことは、今後分散処理剤の使用を容易にする上で必要であろう。

5.2.7 在来船の流出油回収船への転用

Nakhodka号の事故では、ガット船、バキュームカー、消防ポンプ等、既製の船舶あるいは機器

が、流出油の回収に役立ったことが報告されており、これらの船舶あるいは機器の配備状況を把

握して有効利用することが望ましいことは前述の通りであるが、一歩進んで、多数存在する在来

特殊船に簡単な装置を付加することにより、有事の際に流出油回収船に転用できればさらに有用

であろう。

その一例としてシップ・アンド・オーシャン財団では平成10年度より技術開発基金の補助事業

として、海砂採取船の流出油回収船への転用の研究開発に取り組むことになっており、成果が期

待される。
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