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はじめに

本事業は日本財団の支援を受け、アセアン地域を対象として、HNS（Hazardous and
Noxious Substances：有害危険物質）
（以下、HNS と記す。）緊急時計画策定のための支援
を行うことで海難発生時の組織的な対応体制の確立を支援し、もってアセアン地域全体の
海上防災体制のさらなる強化に資することを目的とする。
近年、アジア地域の工業化及び経済発展が著しく、今後ますます HNS の同海域内での輸
送量が増加することが見込まれる。また地球温暖化に関する意識が高まり、バイオ燃料な
どアルコール類を原料とする燃料の輸送需要も見込まれる。
こうした背景から、当協会は平成 21 年度まで「アセアン地域における海洋汚染防止体制
の強化」事業などを通じて広く HNS 流出事故対応に必要な知識の普及に努めてきた。この
結果、アセアン諸国における海洋環境保護に関する意識も向上し、各国で海洋環境保護に
関する取り組みが見られるようになった。
しかしながら急速な HNS 輸送需要の増加及びそれに伴う臨海部の産業の変化などに対
応するためには、各国において海難発生時の組織的な対応体制の確立に必要不可欠な緊急
時計画を策定し海難発生時の組織体制の整備を行うこと、また海洋環境保全の見地から
HNS が流出する海難に対し総合的な事故対応を行える専門家が必要である。
本事業では平成 22 年 11 月にフィリピンにアセアン各国の関係者を招聘して HNS ワーク
ショップを開催し HNS 緊急時計画の策定支援を行うとともに、広く関係者等に対して海洋
環境保全に関するセミナーを開催し、開催国における海洋環境保護に関する意識向上を図
った。
また、平成 23 年 1 月に HNS 緊急時計画の策定に関して具体的な計画のある諸国の担当
者を東京に招聘し、5 日間の研修を開催し、HNS 事故対応の専門家の育成支援を行った。

本書はこれらの業務の実施概要及び成果を取り纏めたものである。

平成 23 年 3 月
社団法人

日本海難防止協会
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Ⅰ

アセアン各国における事前説明及び実態調査

Ⅰ

1

アセアン各国における事前説明及び実態調査

目的
HNS 緊急時計画策定を支援するとともに HNS 事故対応体制の強化支援に焦点をあ
てた本事業では、平成 22 年 11 月にフィリピンにおいてアセアン各国（海岸線を有さな
いラオス、OPRC-HNS 議定書批准済のシンガポールを除く）の HNS 緊急時計画策定
担当者を対象とした HNS ワークショップ及び海洋環境保全セミナーを開催し、また平
成 23 年 1 月には東京において HNS 緊急時計画策定に関して具体的な計画のあるアセ
アン各国（ブルネイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ）の防除専門家を
対象に 5 日間の HNS に係る研修を実施することとしており、これら業務を円滑に進め
るためアセアン各国の担当者と面談の上、調整等を行うことを目的とした。
また、事業説明とあわせて各国の HNS 海難事故対応体制に関する実態調査（ヒアリ
ング調査）を実施し、アセアン各国の現状把握を行った。

2

アセアン各国における事前説明及び実態調査概要
2-1

ブルネイ

2-1-1

ブルネイ海事局(Marine Department, Ministry of Communication)との打合せ

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 8 月 19 日（木）

10：00～11：15

場所：ブルネイ海事局
（２）出席者
ブルネイ側：Hj Rizal Fauzan 氏 他 2 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ 油緊急時計画を策定済みで、HNS 緊急時計画についても策定の意思があり、
HNS に関するワークショップへの参加は非常に有益である。
・ ４月に IMO から講師を招いたオーストラリア主催の HNS に関するセミナーに
参加したが、油緊急時計画を HNS に発展させることについての講義はなかった
ため、今回のワークショップではぜひ扱って欲しい。特に油と HNS では指揮系
統は同様のもので対応可能だが、アクションプランは異なるため、アクション
プランに関して知識を得たい。
・ 国内 10 ヶ所の港に民間企業であるブルネイシェルの防除資機材が配置されてい
1

る。
・ ブルネイには国の直轄組織である National Disaster Management Center があ
り、スタッフは消防局(fire rescue department)から派遣されている。同センタ
ーは油流出事故対応を行っており、トレーニングも行っているが、このチーム
を HNS にも対応させるため、日本の協力によるトレーニングが必要と感じる。
・ ケーススタディや、OSRL 社(Oil Spill Response Limited)の講演は特に関心が
ある。
・ 河川など内陸部の汚染事故の対応に関しても取り扱って欲しい。
・ 油に関しても更なるトレーニングが必要と感じるので、今後も継続して欲しい。
・ 毎年続けてワークショップ等のトレーニングを行うことが重要である。
・ ブルネイのトレーニングセンターには、HNS に関する講師はいないが、シンガ
ポール等から講師を招いてのトレーニングであれば可能である。来年以降の会
場として是非検討して欲しい。
・ 現在は、防除船舶、資機材、対応人員等は海事局(Marine Department)に所属
しているが、今年の秋に全ての資機材等が港湾局(Port Department)へ移動する。
2-1-2

ブルネイ海事局における資機材視察

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 8 月 19 日（木）

11：30～12：00

場所：資機材保管倉庫内
（２）出席者
ブルネイ側：Hj Rizal Fauzan 氏 他 3 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）視察概要
資機材保管倉庫において視察を行った。倉庫は海事局から車で 5 分ほどの、港湾局
に程近い場所に位置していた。資機材は広大な倉庫の一角にまとめて保管されていた。
・ 資機材の一部はブルネイ政府で購入したものであるが、多くは OSPAR 計画に
よる油防除資機材であり、HNS 対応専用の機材は見かけなかった。
・ 各資機材は手入れの行き届いた様子であり、定期的なトレーニングが行われて
いるとのことであった。
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資機材保管倉庫

ブルネイ政府による資機材

オイルフェンス等

オイルフェンス等

OSPAR 計画による資機材

OSPAR 計画による資機材
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2-2

カンボジア
カンボジア公共労働交通省商船課(Merchant Marine Department, Ministry of
Public Works and Transport)との打合せ

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 6 月 8 日（木）

14:00～14:45

場所：カンボジア公共労働交通省商船課
（２）出席者
カンボジア側：Nhem Savong 氏、Ang Kossol 氏
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ 昨年から油流出事故に関する緊急時計画案が閣議決定待ちの状態になっており、
進展していない。
・ HNS 緊急時計画策定に関する具体的な計画はまだないが、将来策定するにあた
っての参考とするためセミナーへの参加を希望する。
・ 今年度は公共労働交通省からだけではなく、同省から 1 名、Cambodia National
Committee for Disaster から 1 名の参加を希望する。同コミッティーは首相直
轄の機関で、HNS を含む災害対応全般を担当しているが、これまでの対応は河
川に関する事項が多く、海上での災害に関するノウハウは有していない。その
ため公共労働交通省からも引き続き 1 名参加させる必要がある。
・ 今後、油に関する緊急時計画を HNS に発展させていくにあたり、どのようなこ
とが必要になるのかを知りたい。
・ 油流出事故が起こった際には軍と警察が一時的に組織を編成し対応を行うこと
となっており、政府として常設の防除隊は編成していない。
・ 油流出対応に必要な資機材に関しては、油を取扱う港に石油会社保有の多少の
防除資機材があるのみである。
・ 過去 25 年間、カンボジアは油・HNS 流出事故を経験していない。

2-3

フィリピン

2-3-1

フィリピン沿岸警備隊海洋環境保全局(Maritime Environment Protection
Command , Philippine Coast Guard：PCG MEPCOM)との第１回打合せ

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 4 月 21 日（水）

11:30～12:30
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場所：PCG Farola 基地
（２）出席者
フィリピン側：Lyndon F Latorre 氏、Atty Donette A Dolina 氏、
Eric R Ferrancullo 氏 他
日本側：志水室長、田口研究員、JICA 馬渕専門家
（３）打合せ概要
HNS ワークショップ及び海洋環境保全セミナーの共同開催機関である PCG を訪問
し、打合せを行った。
・ 2009 年に制定された PCG 新法における MEPCOM の位置づけおよび PCG に
おける海洋汚染防止体制についてのブリーフィングを受けた。
・ 当方から事業概要説明、JICA 短期専門家とのデマケーションについて説明し、
昨年度に引き続いての協力依頼を行った。
2-3-2

PCG MEPCOM との第 2 回打合せ

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 9 月 9 日（木）

10：00～11：30

場所：PCG MEPCOM 会議室
（２）出席者
MEPCOM 側：Bon Dan DChan 氏、Eduardo P De Luna Jr 氏、
Greanata D Jude 氏、Mirna L Majid 氏
日本側：志水室長、大村研究員、JICA 馬渕専門家
（３）打合せ概要
セミナー及びワークショップに関し、詳細の打ち合わせを行った。また、化学実験
室及び防護衣等の機材を視察した。
・ 実験室や防護衣は整然と整えられており、定期的な保守が行われている様子で
あったが、呼吸器に必要な部品が欠損していたり、試薬類の期限が切れている
などの不具合も見受けられた。

2-4

インドネシア運輸省海運総局(Directorate Sea and Coast Guard, Ministry of b
Transportation)との打合せ

（１） 日時・場所
日時：平成 22 年 6 月 17 日

15:30~15:45

場所：インドネシア運輸省海運総局
（２） 出席者
インドネシア側：Lusi Andayani 氏
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日本側：志水国際室長、大村研究員
（３） 打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。
先方の都合により十分な時間が取れず、実態調査は実施できなかった。

2-5 マレーシア
2-5-1 マレーシア海事局(Marine Department, Peninsular Malaysia )との打合せ
（１）日時・場所
日時：平成 22 年 8 月 17 日（火）

13：30～14：15

場所：マレーシア海事局
（２）出席者
海事局側：MOHD. Badron Ismail 氏、他 1 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ HNS 議定書批准作業の進行状況について、批准の予定はあるが、現在は国土交
通省(Ministry of Transport)及び法務局(Regal Department)と調整中であり、い
つ批准するかはまだ分からない。
・ OPRC 条約に関しては環境局が緊急時計画策定を担当し、OPRC-HNS 議定書
に関しては海事局が緊急時計画策定を担当している。
・ HNS 緊急時計画策定にあたり、良い見本となる緊急時計画が手元にないので、
緊急時計画策定マニュアルのようなものが必要と感じる。
・ HNS 緊急時計画作成時の参考とするため、ワークショップの際、日本等の緊急
時計画の写しを配布して欲しい。
・ HNS 事故対応に関し、統括機関は環境局だが、現場での実働機関は海事局であ
る。
・ 油流出事故への対応チームはあるが、HNS 流出事故への対応チームはない。油
流出事故への対応チームが将来は HNS 流出事故にも対応できるよう体制を整
えたい。
・ 港 内 及 び 陸 上 の 油 流 出 事 故 に は 消 防 局 に 所 属 す る HAZMAT (Hazardous
Materials Team)が対応し、沿岸部の油流出事故に関しては海事局のチームが対
応している。
・ 海事局の対応チームは油流出事故対応に関し米国沿岸警備隊(USCG)の 2 週間
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程度のトレーニングの受講経験もある。
・ マレーシア海上法令執行庁(MMEA)は非常に新しい機関であり、油流出事故へ
の対応は行っていないが、将来的には MMEA も対応チームを持つことになるの
ではないかと考えている。
2-5-2

マレーシア海事局における資機材視察

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 8 月 17 日（火）

14：20～14：45

場所：資機材保管埠頭及び防除船舶内
（２）出席者
海事局側：MOHD. Badron Ismail 氏、他 3 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）視察概要
本年度 1 月に開催予定の合同訓練の内容決定の参考とするため、マレーシアの現場
実働部隊のレベルを把握する目的でマレーシアの油防除資機材の視察を行った。資機
材は海事局に隣接するバース及び防除船上に保管されており、防除船舶及び資機材保
存倉庫を視察した。
・ 防除隊員は 1 チーム 12 人で、各地域に配置されており、資機材のメンテナンス
要員は、防除隊員とは別に人員が配備されているとのことであった。
・ マレーシアが経験した近年の海洋汚染事故について、油に関しては 2000 年及び
2009 年 5 月の 2 回、HNS に至っては 2006 年の 1 度のみであるとのことであ
った。
・ HNS 防除に関わる資機材は所持していない。
・ 防除船舶は双胴船で、外洋での防除作業は想定されていないようであった。
・ 陸上の資機材はコンテナ内に整然と収められ、船上の常設資機材（オイルフェ
ンス等）に関しても適切に保守整備がなされているという印象を受けた。
・ 出動経験はほとんどないということで、資機材の配置に関し実用にかなうのか
疑問に感じるところも見受けられた。
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防除基地風景（2）

防除基地風景（1）

資機材保管コンテナ内部（1）

資機材保管コンテナ内部（2）

保守整備中のオイルスキマー

防除船上のオイルフェンス
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2-5-3 マレーシア環境局(Department of Environment, Ministry of Natural Resources
and Environment)との打合せ
（１）日時・場所
日時：平成 22 年 8 月 18 日（水）

10：00～11：00

場所：マレーシア環境局
（２）出席者
環境局側：Hj. Hashim Bin hj. Daud 氏、Zulkifli Bin Din 氏、他 3 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ ワークショップ講師に関し、日本で HNS に関し深い知識を持つ会社があると思
われるので、そこからも講師を招いていただきたい。
・ 各国の現状発表が 2 日目の午後に予定されているが、2 日目の午後ではその発表
を受けて自国の問題を新たに発見したとしても解決策を見出す機会がなく、ま
たその発表に関しディスカッション等をする時間が持てない可能性がある。各
国の発表を 2 日目の午前にすれば、1 日目の午後の講義で発見した問題点等も発
表し共有することができ、また、他国の現状を知った後の講義では新たな観点
から知識を得ることも可能であるため、このようなプログラムとするのが最も
有益であると考える。
・ どの機関が HNS 緊急時計画を担当するのか未だ確定していない。
・ HNS 事故対応に関しては、現在は海事局と環境局が緊急時計画作成等を行って
いるが、将来は MMEA が対応を行うことになると考えられる。本事業に MMEA
も招聘するべきではないか。
・ HNS は非常に多くの種類があり、どのような資機材を買えばいいのかが分から
ない。油流出事故対応に関しては、日本財団より資機材の供与があったが、HNS
流出事故対応に関する資機材についても供与していただければありがたい。

2-6 ミャンマー
ミ ャ ン マ ー 海 事 局 (Department of Marine Administration, Ministry of
Transport)との打合せ
（１）日時・場所
日時：平成 22 年 8 月 5 日（火）

10：30～11：30

場所：ミャンマー海事局会議室
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（２）出席者
ミャンマー側：Myint Oo 氏、Soe Naing 氏、U Aung Moe 氏、 Toe Myint 氏
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ ミャンマーにケミカルタンカーは入港しないため、HNS 事故経験はない。油の
事故経験は過去 10 年間に 3 件ある。
・ 油流出事故対応は海事局及び政府組織の National oil spill company が行うが、
オイルスキマー、ブーム等の資機材は保持していない。
・ 現在 CLC 条約の批准を進めているところであり、HNS についてはまだまだ検
討が始まったばかりで、資機材等も保持していない。
・ 油緊急時計画はほぼ完成しているため、本年度ワークショップで油緊急時計画
をどのように HNS に発展させるのかということをテーマの一つとしてほしい。
・ 国内の機関とも知識・情報を共有するため、今後ミャンマー国内関係機関を対
象としたセミナー等の開催をぜひ検討してほしい。

2-7

シンガポール
シンガポール港湾局(Marine and Port Authority of Singapore：MPA)との打合
せ

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 6 月 16 日

10:00~11:30

場所：MPA 会議室
（２）出席者
MPA 側：Lim Kohk Cheng 氏、Victor Han 氏、Philip Yeo Hock Beng 氏
日海防側：志水国際室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。
・ HNS ワークショップについて、HNS 緊急時計画策定支援をすでに終えている
シンガポールは対象とはならないが、ASEAN 地域の各国とのこれまでの連携、
今後の協力継続のためなどの観点から、日程が合えばぜひとも参加したい。
・ 機動防除隊をモデルとした専門家の育成支援研修について、MPA からの参加を
希望する。
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2-8

タイ

2-8-1

タイ海事局環境課(Marine Department)との打合せ

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 7 月 6 日（火）

10：15～11：00

場所：タイ海事局会議室
（２）出席者
タイ側：Pakorn Prasertwong 氏、Soontharee Pirom 氏、他 3 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ HNS よりも石油の輸送量が多く、またタイ湾内にオイルリグが 2 つあることか
ら、やはり油汚染に対する関心が高い。このため、HNS 流出事故への対策は関
心事項であるものの、最優先というわけではない。
・ 油流出が起きた際、主に 5 つの機関（海事局、海軍、国家統制局、地方政府、
民間石油企業）が協力して対応し、海事局が調整を行う。この合同訓練を１年
に４回行っている。
・ 民間の油防除資機材の備蓄基地が国内に複数ある。たとえば、アンダマン海側
で事故が発生した場合には、防除隊を空路で現場に派遣すると共に、ソンクラ
ー県の資機材備蓄基地から機材を陸送で運んで対応を行うことになる。また、
当然アンダマン海側にある民間の備蓄基地も活用することとなる。
・ HNS 議定書批准の準備は順調に進んでおり、現在国内法の整備が終了したとこ
ろである。議会の承認が滞りなく進めば、予定通り 2 年後に HNS 議定書の批
准が実現する見込みである。
・ HNS 緊急時計画の策定に向けて、今後関心を持っているのは技術的な面での知
識獲得である。これまで油流出事故への対策を行ってきているので、油流出事
故対応と比較してどのような知見が必要になるかを中心に知識を獲得していき
たい。
・ 来年度事のワークショップをタイで開催するということについては、タイの年
度初めが 10 月であることから、来年度は予算が取れないため難しいが 2012 年
であれば可能であると思われる。
2-8-2 タイ海事局防除基地の視察
（１）日時・場所
日時：平成 22 年 7 月 6 日（火）

13：30～15：00
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場所：Merchant Marine Training Centre
（２）出席者
タイ側：Pakorn Prasertwong 氏、Soontharee Pirom 氏、防除隊員他
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）視察概要
本年度 1 月に開催予定の合同訓練の内容決定の参考とするため、タイの現場実働部
隊のレベルを把握する目的でタイの油防除資機材の視察を行った。資機材はサムット
プラーカーンの教育施設敷地内にあり、船舶及び資機材保存倉庫を視察した。
・ 船体には常設のオイルフェンスやスキマーが設置されており、船体・防除資機
材ともに整備の行き届いた状態であった。
・ 陸上の資機材保管倉庫には予備のスキマーや海面活性剤が整然と保管されてお
り、また、定期的な整備予定もホワイトボードに記入されているなど、資機材
の保管が適切に行われている様子がうかがえた。
・ タイ海事局では 2 隻の防除船舶（40m 級及び 30m 級）を所有している。
・ 防除隊員は 14 人で、防除隊員が乗組員として船舶の運航・整備等も行っている。
・ 防除隊は 1 チームしかなく、必要に応じて他の部署に協力派遣を要請して人員
を補っている。教育が難しく、人材が不足している。
・ 防除隊は火災・油・ケミカルに対応できるが、HNS 防除に関わる資機材は所持
していない。
・ 防除隊員は普段は船舶や防除資機材の整備作業を行っている。
・ 防除隊員に対し、外部から講師を招いての講義や内部の訓練（1 年に 4 回）も実
施している。
・ 現在、カンボジア・ベトナムとの合同訓練及び OSRL との合同訓練を企画して
いるところである。
・ タイでは現場に携わる者の多くがタイ語を使用するため、英語でのトレーニン
グは難しい。日本における機動防除隊をモデルとした専門家の育成支援研修に
あたっては、現場の者 1 人と、英語を理解できる陸上職員 1 人を参加させるの
が良いと考えている。
・ 5 日間程度であれば、数少ない防除隊員のうち 1、2 名が海外でのトレーニング
に参加することに問題はない。
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防除船

甲板上機材（オイルフェンス）

甲板上機材（オイルスキマー）

船内倉庫

陸上資機材保管倉庫内（1）

陸上資機材保管倉庫内（2）
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2-9 ベトナム
2-9-1 ベトナム海運総局(Vietnam Marine Administration)との打合せ
（１）日時・場所
日時：平成 22 年 9 月 7 日（火）

10：00～11：00

場所：VINAMARINE 会議室
（２）出席者
VINAMARINE 側：Le Tuan Anh 氏、Khuc Truong Minh 氏 他 1 名
日海防側：志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
当方より本事業の 3 年度計画についての概要及び本年度事業の詳細説明を実施し、
参加依頼を行った。また、HNS 対応組織等の現状に関して聞き取り調査を実施した。
・ 現在 CLC 条約を批准する作業を進めているところであり、油に関する国内法等
は整ってきているが、HNS に関しては HNS 議定書の批准を未だ行っておらず、
国内法整備の段階である。
・ HNS の輸送量は多くないため、HNS 議定書の批准は急を要しないことから批
准作業が進んでいない。しかしながら、将来的には HNS 議定書批准の必要があ
ると考えており、マニラでのセミナー・ワークショップには大いに関心がある。
・ 現在 VINASARCOM には英語を使用できる担当官が非常に少ないため、セミナ
ー・ワークショップに参加できない可能性もある。そのため、基本的には
VINAMARINE より 1 名、VINASARCOM より 1 名の担当官を参加させるが、
VINASARCOM が参加できない場合には VINAMARINE より 2 名を参加させ
る。
2-9-2

ベトナム国家捜索救助委員会（VINASARCOM：National Committee for
Search and Rescue）との打合せ
本年度セミナー及びワークショップに不参加であった VINASARCOM を訪問し、

本年度事業の報告を行うとともに実態の聞き取り調査を行った。
（１）日時・場所
日時：平成 23 年 2 月 17 日

8:45~10:30

場所：VINASARCOM
（２）出席者
VINASARCOM 側：Pham Hoai Giang 氏、Nguyen Thu Huong 氏、他 3 名
日海防側：杉田部長、志水室長、大村研究員
（３）打合せ概要
まず杉田部長より本事業の趣旨説明を行った。続いて志水室長より本年度ワークシ
ョップ及びセミナーの概要説明を行い、来年度の参加依頼を行った。先方からは以下
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の発言があった。
・ 日本海難防止協会の開催するセミナーには過去何度か参加した経験があるが、
2009 年以降は連絡がなかったため参加できなかった。
・ 油や HNS の事故に対応するためには、隣国との協力体制が非常に重要だと考え
る。各国との協力体制を築くためにも、来年度のワークショップ及びセミナー
には必ず参加したい。
・ ベトナムでは海の事故のうち、油に関するものが多数を占めており、また油を
生産していることから油流出事故への関心が高く、HNS に関する知識が不足し
ている。そのため今回のような HNS 対応に関するワークショップは非常に有益
である。
・ VINASARCOM は新しい機関で経験が乏しいので、各国の事故対応に関して勉
強したい。
・ ベトナムはタイ湾での油流出事故に関し、タイ・カンボジアとの協力体制を確
立している。また、フィリピンとは船舶の事故及び油流出に関し協力の契約が
ある。
・ 国内には、ハイフォン、ダナン及びバリア・ブンタウの 3 カ所に油流出事故対
応センターがあり、人材・資機材を配置している。また、油を取り扱う港には
センターの支店を置いている。現在同センターのうちハイフォンとダナンは国
防省直轄で、バリア・ブンタウは石油会社が管理しているが、将来は全てのセ
ンターを VINASARCOM が管理することになる。
・ ベトナムでは流出油の処理に関し、下記のとおり定めている。
流出量 100t 未満：汚染者が全てを処理
流出量 100t～200t：各センターが処理
流出量 200t 以上：国が処理
・ 海岸線を有する 28 州がそれぞれ油緊急時計画を策定しており、事故発生時には
まず州で対処する。対処しきれなかった場合には政府で対処することとなる。
作業にかかった費用は政府が汚染者に請求する。
・ 2015 年までの 5 カ年計画で、油・海上捜索・HNS・津波・原子力発電の問題に
ついて日本に専門家を派遣し研修を行いたいと考えており、案を政府に提出し
ているところである。
・ VINASARCOM と VINAMARINE の棲み分けについて、VINASARCOM は国
家組織で、全ての災害を管理しており、災害時には軍・政府・企業の資機材や
動力を動員する権限を持つ調整機関である。一方 VINAMARINE は国土交通省
傘下の組織であり、海洋のみを対象としている。
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Ⅱ

HNS 緊急時計画策定支援ワークショップ及び
海洋環境保全セミナー

HNS 緊急時計画策定支援ワークショップ及び海洋環境保全セミナー

Ⅱ

1

目的
アセアン諸国のうち HNS 緊急時計画の策定をする必要がある国の担当職員を対象に
ワークショップを開催し、同計画の策定を支援することにより事故対応体制の早期確立
を図るとともに、広く関係者等に対して海洋環境保全に関するセミナーを開催すること
により、開催国における海洋環境保護に関する意識向上を図ることを目的とする。

2

日程
平成 22 年 11 月 16 日（火）
午後

PCG との最終打合せ

平成 22 年 11 月 17 日（水）
午前

セミナー及びワークショップ事前準備、招聘者受け入れ準備等

午後

各国出席者来比
ホテル側との最終打合せ、会場準備作業等

平成 22 年 11 月 18 日（木）
09:00～12:00 海洋環境保全セミナー
14:00～18:00

HNS ワークショップ

19:00～21:00 日本財団主催夕食会
平成 22 年 11 月 19 日（金）
09:00～16:00

HNS ワークショップ

18:00～20:00

PCG 主催夕食

平成 22 年 11 月 20 日（土）
各国出席者離比

3

海洋環境保全セミナー
平成 22 年 11 月 18 日午前、フィリピン・マニラにおいて日本海難防止協会と PCG
の共催により、日本財団の支援を受けて、海洋環境保全セミナーを開催した。
日本及び海外からの専門家による講演が行われた。

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 11 月 18 日（木） 09:00～12:00
場所：Pan Pacific Hotel Manila ボールルーム
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（２） 参加者
本事業にてアセアン各国よりそれぞれ 2 名ずつ招聘した担当者、PCG を中心とした
民間企業も含むフィリピン各関係機関及び日本人関係者を含む約 130 名が参加した。
アセアン出席国
・ブルネイ
Marine Department, Ministry of Communication
・カンボジア
Merchant Marine Department, Ministry of Public Works and Transport
Cambodia National Committee for Disaster
・インドネシア
Directorate Sea and Coast Guard, Ministry of Transportation
・マレーシア
Marine Department, Peninsular Malaysia
Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment
・ミャンマー
Department of Marine Administration, Ministry of Transport
・フィリピン
Maritime Environment Protection Command, Philippine Coast Guard
・タイ
Marine Department
・ベトナム
Vietnam Marine Administration
（３） セミナー概要
セミナー開催に先立ち PCG Ramon C Liwag 副長官及び日本海難防止協会松浦理
事長（代読：日本海難防止協会志水知也国際室長）より開会の挨拶があり、引き続き、
Oil Spill Response Limited(OSRL)、日本環境災害情報センター、東アジア海域環境
管理パートナーシップ(PEMSEA：Partnerships in Environmental Management for
the Seas of East Asia)、日本海難防止協会の講師による講義があり、質疑応答が行わ
れた。
（イ）講演内容
OSRL Spill Response Specialist-Duty Manager

①

Lee Nai Ming 氏

題目：「Operational Integration in a Tiered Response to Oil Spills」
②

日本環境災害情報センター会長

植松一良氏

題目：「Gulf of Mexico Oil Spill 2010
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Deepwater Horizon Oil Spill」

PEMSEA Training Officer, GEF/UNEP/IMO Regional Program

③

Diana Factuar 氏
題目：「Contribution and Challenges of the Maritime Sector to Sustainable
Development of the Seas of East Asia」
④

日本海難防止協会海洋汚染防止研究部研究員

吉村杏奈氏

題目：
「Treasure Island Project - New Approach with the Purpose of Resolving
Drifted Garbage Problem and Developing Isolated Island - 」

セミナー会場

開会式
PCG 副長官

Liwag 氏
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講演 1

講演 2

OSRL

日本環境災害情報センター会長

Spill Response Specialist-Duty Manager

植松一良氏

Lee Nai Ming 氏

講演 4

講演 3
PEMSEA

日本海難防止協会

Training Officer,

海洋汚染防止研究部研究員

GEF/UNEP/IMO Regional Program

吉村杏奈氏

Diana Factuar 氏
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（ロ）質疑応答概要
【質問】2010 年メキシコ湾原油流出事故＊１においては、非常に大量の原油が流出し、
事故対応と浄化作業のために膨大なリソースが投入されたということだが、自国の石
油掘削リグで流出事故が起こった場合の対応費用を補償する枠組みはあるのか。石油
掘削リグでの流出事故は国際油濁補償基金（IOPCF）の対象外である。そのため、現
時点で何らかの枠組みがあるのか、または IOPCF で協定を取りまとめる動きがあるの
か、あるいは各国で例えば国の補償制度のようなものがあるのか。講師及び参加者の
皆さんにご回答いただきたい。
【回答】日本政府はこれまで JICA の取り組みの一環として、原油流出事故があった場
合には各国政府の要請に基づき特別救援チームを派遣してきた。場合によっては、海
上保安庁や消防庁などの政府機関の専門家も事故現場に派遣する。しかし私の知る限
りでは、金銭的支援などの目的で資金拠出を促す補償制度のようなものは聞いたこと
がない。
【回答】海上での石油の開発生産事業を対象とした補償制度がないというのはそのと
おりである。そのため、今回の米国での事故調査の結果から多くの変化が起こると考
えられる。特に今回の事故を踏まえて、同地域では次第に法案が強化されている。
【意見】例えば ASEAN 地域の政府関係者に集まってもらい、同地域の石油産出国に
おける補償制度の制定に取り組むよう提案するのが良いと考える。先日フィリピンは
ブルネイの代表者と自国の水域で資源探査を行う事業者から補償金を徴収することに
ついて議論した。民間企業が石油掘削リグで起こる不測の流出事故に備えて補償基金
に資金を拠出し、事故対応費用を確保する仕組みである。報道によると、メキシコ湾
原油流出事故では船舶だけではなく、設備も含めて莫大な資金が投入されたという。
当然、環境に対する影響も同様に甚大であるため、適切な時期に適切な対応を取るこ
とができるよう、優れた補償制度または枠組みを確立する必要があると考える。
【質問】原油流出事故への対応時の関係についての講義があったが、OSRL では HNS
の流出事故に対して、何か統合的対応を取ったことはあるか。
【回答】幸いにしてこれまで大規模な HNS 流出事故に対応したことはない。事故の一
例として、化学物質を積載した複数のコンテナを積載する船舶からの HNS 流出事故が
あった。実際に海岸に打ち上げられた一部の化学物質は、人命にかかわるおそれがあ
る非常に危険性の高いものであった。それは、事故対応者が活動を行う島で明らかに
なった。統合的対応の観点から言えば、明確な段階的対応の例がある。その後の対応
としては、インド（荷主）の海上保安部隊も直ちに現場に駆けつけ、状況を確認した。
その意味では、さまざまな利害関係者が協力することの重要性を示す事故であったが、
広域的連携は全く見られなかった。
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【意見】原油流出事故への対応には重要な課題があることを各国に再認識していただ
きたいと感じている。さまざまな利害関係者との協調的な事故対応という点から見る
と、各国で確立された事故対応体制の違いにより、多くの課題がある。政府によるリ
ソースへの投資だけではなく、さまざまな利害関係者からリソースを引き出すための
政府の安定性も課題となると考える。
【意見】日本海難防止協会が研究を行った海洋漂着ゴミの油化に関する講義があった
が、漂着ゴミはアセアン地域にとっても深刻な問題であると思われる。そのため、発
泡スチロール油化装置の導入は実にタイムリーな支援するべき動きであると考える。
＊１

2010 年メキシコ湾原油流出事故(Deepwater Horizon oil spill)

2010 年 4 月 20 日にアメリカ合衆国ルイジアナ州のメキシコ湾沖合 80km で操業してい
た BP 社の石油掘削施設「ディープウォーター・ホライズン」が爆発し、海底へと伸びる掘
削パイプが折れ海底油田から大量の原油がメキシコ湾全体へと流出した事故。原油総流出
量は約 78 万キロリットル。

4

HNS ワークショップ
平成 22 年 11 月 18 日午後及び 19 日終日、フィリピン・マニラにおいて日本海難防
止協会と PCG の共催により、日本財団の支援を受けて、HNS ワークショップを開催し
た。
日本及び海外からの専門家による講演、各国からの海洋環境保体制に関する現状報告
が行われた。

（１）日時・場所
日時：平成 22 年 11 月 18 日（木）

14:00～17:00

19 日（金）

09:00～16:00

場所：Pan Pacific Hotel Manila ボールルーム
（２）参加者
本事業にてアセアン各国よりそれぞれ 2 名ずつ招聘した担当者、PCG を中心とした
フィリピン各関係機関及び日本人関係者を含む約 30 名が参加した。
アセアン出席国
・ブルネイ
Marine Department, Ministry of Communication
・カンボジア
22

Merchant Marine Department, Ministry of Public Works and Transport
Cambodia National Committee for Disaster
・インドネシア
Directorate Sea and Coast Guard, Ministry of Transportation
・マレーシア
Marine Department, Peninsular Malaysia
Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment
・ミャンマー
Department of Marine Administration, Ministry of Transport
・フィリピン
Maritime Environment Protection Command, Philippine Coast Guard
・タイ
Marine Department
・ベトナム
Vietnam Marine Administration

（３）ワークショップ概要
18 日午後は、ワークショップ開催に先立ち日本財団長光正純常務理事（代読：日本
海難防止協会志水知也国際室長）より開会の挨拶があり、引き続き、JICA、日本環境
災害情報センター、PEMSEA の講師による講義があり、最後に質疑応答が行われた。
19 日は、午前中に各国から海洋環境保体制に関する現状報告が行われた。午後は、
PCG 及び OSRL の講師による講義の後、質疑応答及び意見交換が行われ、最後に PCG
Tamayo 長官より閉会の辞が述べられた。
（イ）講演内容
JICA 短期専門家

①

一宮剛氏

題目：「Japanese National Contingency Plan」
JICA 短期専門家

②

中里均氏

題目：「Examples of HNS Incidents」
③

日本環境災害情報センター会長

植松一良氏

題目：「Environmental Effects of Oil Spill to Marine Ecosystem」
PEMSEA Training Officer, GEF/UNEP/IMO Regional Program

④

Diana Factuar 氏
題目：「Development and Implementation of Contingency Plans for Oil Spill
Response at the Local Government Level」
⑤

Philippine Coast Guard, MEPCOM
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Acting Chief of Staff for Plans and Program

Greanata D Jude 氏

題目：「HNS Incident in the Philippines」
⑥

OSRL Spill Response Specialist-Duty Manager Lee Nai Ming 氏
題目：「OPRC –HNS Protocol and Contingency Planning」

各国現状報告 1

ワークショップ会場

ブルネイ

各国現状報告 3

各国現状報告 2

インドネシア

カンボジア
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各国現状報告 4

各国現状報告 5

マレーシア

ミャンマー

各国現状報告 6

各国現状報告 7

フィリピン

タイ
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講演 1

各国現状報告 8

JICA 短期専門家

ベトナム

一宮剛氏

講演 3

講演 2
JICA 短期専門家

日本環境災害情報センター会長

中里均氏

植松一良氏
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講演 5

講演 4
PEMSEA Training Officer,

PCG MEPCOM

GEF/UNEP/IMO Regional Program

Acting Chief of Staff
for Plans and Program

Diana Factuar 氏

Greanata D Jude 氏

講演 6

HNS ワークショップ参加者

OSRL
Spill Response Specialist
-Duty Manager
Lee Nai Ming 氏
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（ロ）質疑応答概要
・18 日午後

質疑応答概要）

【質問】日本の緊急時計画は都道府県別に作成されているのか。もしくは油流出のリス
ク別に作成されているのか。
【回答】日本では海上保安庁の管轄区域別に策定している。11 の管区海上保安部があり、
海上交通上の位置付けと海域の状態をもとに、管区を基準に 16 の地域緊急時計画を策定
している。
【質問】HNS 流出時には、日本では誰に事故対応の権限があるのか。海上保安庁の機動
防除隊がまず対応にあたるということだが、機動防除隊だけが対応するのか。海上災害
防止センター（MDPC）や船主についてはどうなのか。
【回答】海洋汚染事故対応は、もちろん汚染者に責任があるが、HNS 事故では海上保安
庁に緊急対応の責任がある。しかし、汚染者が MDPC に連絡すれば、MDPC が汚染者
に代わって事故対応を行うこともできる。
【質問】油処理剤を使用した場合と使用しなかった場合とでは、生態系に対する影響は
どう違うのか。流出油が生態系に影響を及ぼすという意味で、油処理剤を使用した方が
影響は少ないのか。
【回答】油処理剤の使用については、やはりまだ意見が収斂していないと思われる。使
用に積極的な側は、非常に有効なシステムであると考えているが、使用量が過剰であっ
たり、使用するべきでない場所で使用したりするなど、正しく使われたケースは少ない
と思われる。使用量が過剰であった場合、サンゴ礁など海底の生態系に被害をもたらす
という報告もある。
【意見】2010 年メキシコ湾原油流出事故の際には、油井から湧いている油に直接油処理
剤をかけたという報告がある。これは過去に例のない対応であり、この対応の是非につ
いては今後検証されると思われる。
【質問】この場合、湾岸諸国に対する補償はどのようになるのか。漁業補償と同じ方法
か。
【回答】油処理剤による被害については、補償制度はない。通常、油処理剤を使用する
のは政府であり、政府の責任を誰が問うのかという議論が、まだ国際的になされていな
いためであると思われる。また、アメリカとヨーロッパにおいては、地域の緊急時計画
の中で油処理剤の使用を許可する海域について沿岸警備隊とステイクホルダーの間で合
意がなされており、その仕様に従って使用している限り責任を問うことができないため、
補償の対象にはなっていない。
深海についてはステイクスホルダーがいないため、メキシコ湾原油流出事故の場合に
は現場指揮官と BP 社の担当職員が事前に協議し合意の上、油処理剤を海底で撒くこと
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となった。
【意見】インドネシアでは、主に汚染者が費用を負担する。汚染者は、流出油や油処理
剤による損失のうち環境に与えた損害を負担しなければならない。汚染者は油処理剤に
よる環境損失についても負担するべきだと考える。
【意見】油処理剤による環境被害については、油処理剤を使用した側に責任があり、汚
染者の責任であるとは私は考えてない。
【意見】流出油による損害のうち油処理剤の使用による被害については、責任の所在が
問題となる。油処理剤を使用する者が責任を負い、補償を行うというのが私の認識であ
る。責任の所在に関する国際的な合意はないが、油処理剤によって海洋環境が破壊され
た場合、汚染者に責任があるとは考えていない。
【質問】油処理剤の使用に関し、処理された油は小さな分子に分解されるが、そのまま
海底に沈むことから、フィリピンでは基本的に油処理剤の使用に消極的であり、水深 30
メートル未満での使用を推奨していない。油処理剤の使用に関し、皆さんの意見を伺い
たい。
【回答】油処理剤は常時使用できるものではない。油流出が起きた場合、海水の自然な
循環、攪拌により油が分散し、微生物により自然分解されることが最も望ましい。油処
理剤は流出油の粒子を細かくし、微生物による分解を促すことが目的である。海水の循
環のない海域で油処理剤を使用しても、油の粒子は細かくなるが濃度は変わらないため、
自然分解を促進する効果は望めない。油処理剤は海水が十分に入れ替わる場所でのみ散
布するべきである。
【意見】日本では、国の承認を取っている油処理剤でなければ使用できないこととなっ
ており、散布時には専用の散布機を使用しなければならない。散布量は流出油の約 20％
を推奨している。また、使用場所については、使用可能水域をあらかじめ決めるのでは
なく、事故現場の調査によりその都度判断し、関係者間で合意の上散布することとなっ
ている。散布禁止水域の例として、水深が 20 メートルより浅い所、湾のような閉鎖され
ている海域、プラントの取水口付近、いけすなどの漁業施設付近などがある。また、陸
岸から１海里以内では基本的に散布しないという方針である。
【質問】フィリピン沿岸警備隊は、油流出に関する緊急時計画の策定を完了している。
当然のことながら主たる目的は、大規模な油流出の脅威に対応することであるが、HNS
による汚染への懸念が高まっていることも認識している。そこで、HNS 緊急時計画につ
いて、油緊急時計画を拡大して対応するべきか、HNS 事故を対象とした緊急時計画を別
途策定するべきか皆さんの意見を伺いたい。HNS は油とは著しく性質が異なることから、
流出油に対して行う機械的回収や薬剤塗布などの分散手法は用いることができない。
HNS 汚染を対象とした緊急計画を別途策定することが適切なのか、アドバイスをいただ
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きたい。油流出に関する緊急計画はかなりのボリュームになると予想されるため、海上
保安庁の緊急時計画のように、油緊急時計画に HNS 関連の情報も追加して内容を拡大
すると、多少理解が難しくなると考えている。
【回答】いずれの方法も可能である。一方がもう一方よりも特に優れているとする理由
はなく、ニーズを満たすものは何か、どのように緊急計画を構成するのかに寄ると考え
る。HNS 急時計画の策定プロセスには、油緊急時計画の多くの原則が適用可能である。
既存の有効な対応計画と国家緊急計画を組み合わせても、ボリュームは増えるが何ら問
題はないと考える。
【回答】シンガポールにおいては、政府は油と HNS の流出事故に対し個別に 2 つの緊急
時計画を策定しているが、両者を 1 つのシンガポールモデルとして扱っている。
【意見】フィリピンやその他の国の多くの官庁にとって、同一のシステムを採用するこ
とは実に分かりやすいと思われる。
【質問】フィリピンでは油の流出事故が起きた場合、民間企業は政府の指示にしたがっ
て対応にあたる義務がある。日本で事故が起きた場合は、民間企業はどのような役割と
義務を負うのか。
【回答】海上保安庁は、海洋汚染と海上災害に関する役割を担っており、それに基づい
て油や HNS の流出時には対応に関する意思決定を行うことができる。民間部門はそれ
に協力し事故対応にあたる義務がある。対応に係る費用は汚染者が負担するため、政府
は汚染者に費用を請求する必要がある。
【意見】民間の汚染者が現地政府と共同で事故対応にあたる必要がある場合、すなわち
現地政府に連絡を取り、油流出に効率的に対処する必要がある場合、費用補償に関して
は、賠償請求の枠組みの下で最終的に汚染者が実費を払い戻すことになっている。その
ため、必ず技術的妥当性に基づいて妥当な措置であるかを評価している。
【質問】政府が民間企業を事故対応にあたらせた場合に過剰な処理が行われたとすると、
これによって増加したコストは汚染者に請求されるのか、もしくは政府の負担となるの
か。
【回答】質問にお答えするにあたり、政府と民間企業が契約期間中で業務関係にあると
する。企業は政府から支払を受ける必要があり、政府は汚染者から払い戻しを受ける。
つまり、政府は特定の民間企業と契約を結ばなければならない。この点も緊急計画に織
り込むべきである。当然、日本の海上保安庁やフィリピンの沿岸警備隊が担うような石
油に関する国家の責任についても緊急時計画に盛り込むべきである。例えば、OSRL は
シンガポール政府と直接契約を締結してはいないが、国の石油業界から資金が提供され
るため、シンガポールで起きた流出事故にも対応する。しかし、シンガポール海域で事
故が起きた場合、同国政府の港湾局（MPA）は OSRL に出動を要請することができる仕
組みになっている。支払については、OSRL は P&I クラブと契約を結んでいることとな
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る。各国の作業計画や状況によっては、政府が民間企業と直接の契約をする場合もある
と考えられる。
【質問】ベトナムでは、すべての人に事故対応の責任がある。油流出事故が起こった場
合、政府は民間企業に対し出動するよう要請する。この場合、当面の費用は政府が負担
するのか。
【回答】政府と直接契約関係にある場合はそのようになる。シンガポールの例で申し上
げたように、実際には政府は P&I クラブに対して民間企業と共同作業を行うよう指示す
る。そこで契約関係が発生し、民間企業は後払いで対応費用を回収する。
【意見】先ほどの民間部門の対応に関するコメントに付け加えたいのだが、フィリピン
では、油流出事故の対応機関の認定作業を進めている。流出事故が発生した場合、政府
は認定機関に対応を要請することができるという仕組みである。たとえば企業が HNS を
保有、保管、輸送する場合、政府はその企業に対して除去装置などの事故対処設備を用
意するように義務付けるべきだと考える。企業に対処能力があれば、油や HNS の流出事
故が発生した場合に対応を要請するだけでよい。企業は個々の事故に対応できるように
能力を確保し、組織を構成し、設備を整えるべきであると考える。
【質問】植松氏の講演において、グレン・フォード博士が野鳥の死亡に関する推計を行
ったとのことであるが、たとえば死んだ野鳥の数をどのように補正したのか教えていた
だきたい。
【回答】グレン・フォード博士は海上で発信機を付けた鳥の死体を流す実験を行い、発
見された数、腐肉食動物が食べた数、視察者が見落とした数について実験的にデータを
出し、その率を全て数式とした。博士は数学、生物学、コンピュータ、ソフトウエアに
精通しているため、様々なケースですべての係数を実験的に出しており、それをどこで
も当てはめられるようなモデルを作っている。
【質問】バイオレメディエーション（微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等する
ことにより環境汚染の浄化を図る技術）について、海洋環境に外来微生物を投入する必
要があることから、海洋生息環境や海洋資源に被害をもたらすと懸念されており、これ
まで推奨されていない。しかしバイオレメディエーションは外来微生物を投入するが、
海洋環境中の既存の微生物の油に対する強い欲求―好油性を刺激するだけであり、外来
微生物の混入によって更なる被害は生じないという説もある。流出油汚染の阻止、被害
軽減策としてバイオレメディエーションを使用することについて意見を伺いたい。
【回答】バイオレメディエーションの効果については否定的である。その理由は、特定
の場所に外から別の微生物を持ち込むと、混乱が起きる可能性があるためである。どの
ような影響があるのか分からないが、どのような環境であれ、新しい別の微生物を持ち
込んで対処することは避けたい。現地の既存の微生物を利用して、流出に対処すること
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が望ましいと考える。

・19 日午前

質疑応答概要

【質問】ベトナムの発表について、ベトナムでは 2006 年から 2010 年の間に原油の輸入
が減少したとのことだが、それはなぜか。
【回答】今般、国内のズンクワット製油所が操業を開始している。このため、原油では
なくガソリンや精製油の輸入が減少した。
【意見】これまでにベトナムで起きた原油流出事故のうち、約 70％は発生源が不明で、
誰が汚染者であるか分からない。このような問題に関し、皆さんの経験を伺いたい。ベ
トナムでは民間部門が事故対応の義務を負い、政府も同様に対応と補償を行う必要があ
る。事故の影響を軽減したいが、民間部門や政府の努力にもかかわらず、汚染者を見つ
けることができない。ベトナムの領海内で起きたある事故の際には、対応に莫大な費用
が投じられた。しかし、その財源を見つけることができない。
【意見】フィリピンでも汚染者を特定できない小規模の流出事故が非常に多く発生して
いる。汚染者を特定できない油流出事故が起きた場合、通常、沿岸警備隊が自費で浄化
作業を行うが、これは小規模な流出の場合のみである。このような汚染事故は大半が船
舶から流出したものと考えられるが、汚染者を突き止めることは非常に困難である。し
かし 1 つの提案として、特に非常に大規模な流出事故が起こり、浄化作業に莫大な費用
がかかる場合には、汚染者を特定するための調査機関を立ち上げ、少なくとも汚染者の
形跡をたどることはできると考える。
【意見】太平洋を航行中のタンカーから流出した原油が自国に漂着している可能性もあ
ると考えられる。自国の海域に入域、通過する船舶の油の形跡を辿り、漂流期間を推測
することによって、汚染者を特定することができるかもしれない。現在、この問題に対
する他の解決策はないと考える。
・19 日午後

質疑応答概要

【質問】フィリピンでは、油及び HNS 防除に必要な機材の使用について国内機関、政府
機関および企業間で協力関係があるのか。海上保安庁の経験では、日本においては状況
に応じて海上保安庁と企業が所有機材を貸し借りしている。例えば HNS 事故対応時に必
要となる検知器を消防署が所有していることがある。フィリピンでは他の機関や企業と
このような協力関係があるのか。
【回答】原油流出事故の対応では、主たる責任は汚染者にある。しかし、汚染者が所有
する機材と能力だけでは状況を阻止できない場合に、フィリピン沿岸警備隊が介入する
こととなっている。フィリピンには原油流出事故に対応する 2 つの認定機関（民間組織）
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があり、これらの機関は原油流出事故に限り対応可能である。汚染者がいずれかの組織
に連絡すると、流出事故に対応することとなっている。
原油を積載した貨物船が関連する事故が起こると、多くの場合は石油機構が関わって
くることとなる。フィリピンには、Petro Watch Philippines などが加入する石油機構が
あり、機材を保有している。そのため、加入団体が関与する事故が起こった場合、その
加入者は自社の資機材を提供して事故対応を支援することができる。
フィリピンの石油業界には多くのパートナーが存在する。LPG 船の沈没事故の際には、
Shell Philippines から支援として機材の貸与を受けた。確認されたのは LPG 船からの流
出物のみであったが、原油流出の可能性もあったため、同社は能力の範囲内で機材を提
供し、原油流出に備えて待機した。
海洋汚染に関しては、国内に非常に似通ったネットワークがある。HNS 流出事故対応
は確定されていないが、容易に他の機関の支援を依頼することができる。
【意見】重要なことは流出への対応と回収であり、また全般として協力関係が鍵となる
ことが分かった。当然のことながら官民、民間同士、政府機関同士の協力だけではなく、
可能であればより幅広い政府間の協力も重要であると考える。
今回のワークショップ及びセミナーの内容について、各国で支援、評価、審査を行っ
ていただきたい。各国が共に調査研究や審査を行い、機材の指定、グループ化を行う必
要があると考える。事故対応者が被害に遭わないよう、各種調査をもとに事故対応計画
の立案・評価を行っていただきたい。今後とも、原油流出事故や HNS 事故を削減するた
めに、良い協力関係を築き上げる機会があることを願っている。
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1

機動防除隊をモデルにした専門家の育成支援

目的
アセアン諸国のうち HNS 緊急時計画の策定に関して具体的な計画のある国の現場専
門家を対象に研修を開催し、機動防除隊をモデルとした海洋環境保全及び海上防災の見
地から総合的に事故対応を行える専門家の育成支援を行い、迅速・的確な HNS 流出事
故への対応体制の確立を図ることを目的とする。

2

各国研修生
5 か国から、各国の HNS に係る事故対応部隊の現場指揮官 2 名を日本へ招聘した、
研修を実施した。
各国参加機関名
・ブルネイ
Marine Department, Ministry of Communication
・フィリピン
Maritime Environment Protection Command, Philippine Coast Guard
・シンガポール
Marine and Port Authority of Singapore
・マレーシア
Marine Department, Peninsular Malaysia
・タイ
Marine Department

3

研修期間及び研修スケジュール

（１） 研修期間
平成 23 年 1 月 17 日（月）～21 日（金）
（２） 研修スケジュール
平成 23 年 1 月 16 日（日）
各国出席者来日
平成 23 年 1 月 17 日（月）
09:00～12:00

開会の辞、オリエンテーション

13:30～17:00

HNS セミナー

17:30～19:00

夕食会

平成 23 年 1 月 18 日（火）
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09:00～17:00

HNS セミナー

平成 23 年 1 月 19 日（水）
横浜海上防災基地における訓練
10:00～12:00 講義（事例研究等）
13:00～17:00 訓練（検知器取扱、防護服着脱等）
平成 23 年 1 月 20 日（木）
宮田工業株式会社における研修
10:00～12:00

講義（ゲル化剤、泡薬剤、散布ノズル等）

13:00～16:00

実験（HNS のゲル化、蒸発抑制、泡放射等）

平成 23 年 1 月 21 日（金）
10:00～12:00

ガデリウス株式会社における講義（防護衣等）

14:00～15:30

検討会

16:00～17:00

修了書授与、閉会の辞

平成 23 年 1 月 22 日（土）
各国出席者離日

4

研修概要

（１） HNS セミナー
セミナーは、都内ホテル（ホテルアジア会館）会議室にて 2 日間実施した。
日本海難防止協会渡辺典正専務理事による開会の辞の後、以下の講演が行われた。
（イ）講演題目
① 海上保安大学校名誉教授

古室雅義氏

題目：「Chemical Basic Knowledge about the Hazardous and Noxious Substance」
② 海上災害防止センター防災部長

萩原貴浩氏

題目：「Responding System to Oil & HNS Incidents in Japan」
③ 日本海事検定協会安全技術室検査員

山崎晃氏

題目：「SOLAS Chapter Ⅶ, MARPOL Annex Ⅲ, & IMDG Code」
④ 海上保安大学校海上安全学講座准教授

梅津隆弘氏

題目：「OPRC-HNS Protocol」
⑤ 海上保安庁警備救難部環境防災課国際係長

一宮剛氏

題目：「HNS Response in Japan」
⑥ キソー化学工業株式会社代表取締役

児玉正浩氏

題目：「Importance of Site Control – Work Zones」
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（ロ）質疑応答概要
（萩原氏講演）
【質問】原油を HNS と考える要素は何か。
【回答】原油からは様々な種類の有害な気体が発生する。そのため原油流出の事故でも、
オイルブームを展張する前にガス検知作業をしなくてはならない。IMO のトレーニング
カリキュラムの１ページ目にもそのような記述がある。
【質問】原油流出事故に対する日本のケースシナリオを教えていただきたい。
【回答】日本の場合 HNS 事故で一番怖いのは、岸に一番近い港の中での事故である。流
出量に関係なく、揮発した有害蒸気で住民の健康被害が起こる可能性があるためである。
日本の法令上は 150 トンの HNS タンカーを対象にしており、その最小値はおよそ 20 ト
ンであるため、HNS タンカーのケースシナリオとして 20 トンの油流出を想定している。
【質問】このケースシナリオでは、タンカーが運搬できる HNS の量に制限を設けている
のか。
【回答】制限は設けていない。例として、事故が起き 20 トンのベンジンが流れ、それに
対してどれだけ安全確保、消火活動、回収作業ができるかという観点から資機材や能力
の準備を始める。しかし実際の事故発生時には 20 トンに限らず 100 トン、1000 トンの
HNS が流出する可能性が高い。海上災害防止センター（MDPC）の対応能力は当初
HNS20 トンだったが、今は約 100 トン～200 トンの HNS に対処できると考えている。
油に関しては、ほとんどの基地が 1 日 900 キロリットルの油を処理する能力があり、1
日 1800 キロリットルの処理を目標としている。
【質問】MDPC に自国の対応能力を判断してもらうことはできるのか。
【回答】もちろん可能である。現在、中国や韓国から同様の依頼を受けている。
（山崎氏講演）
【質問】日本は HNS のラベリングと収納に関して世界的に適用されているシステム
（GHS- Global Harmonizing System）を導入したと理解している。この GHS を導入す
るにあたり、どのように SOLAS 条約の 7 章を同時に満たしていくのか説明していただき
たい。また、GHS と IMDG コードの関係についても説明していただきたい。
【回答】GHS も IMDG コードも国連の中で検討会が開かれており、両検討会には同じ専
門家が出席している。GHS では貨物に関る情報提供や、表示や品名の統一化を検討して
いる。IMDG コードと GHS の大きな違いは、GHS は化学薬品が製造されてから使用す
るまでを対象としており、IMDG コードについては、その中の輸送部分を対象としてい
るということである。
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（梅津氏講演）
【質問】日本は長年に渡り LNG 等を輸入しているが、これらを取り扱うに当たりどのよ
うな事前準備がなされているのか、また、どのような調整等がなされているのか解説し
ていただきたい。
【回答】日本では LNG の輸入前に、輸入する経路、輸入港、受け入れ施設等の検討委員
会を開き、そこで危険安全事項について検討がなされている。

開会挨拶

セミナー

日本海難防止協会専務理事
渡辺典正氏

講演 1

講演 2

海上保安大学校名誉教授

海上災害防止センター防災部長

古室雅義氏

萩原貴浩氏
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講演 3

講演 4

日本海事検定協会安全技術室検査員

海上保安大学校

山崎晃氏

海上安全学講座准教授
梅津隆弘氏

講演 5

講演 6

海上保安庁

キソー化学工業株式会社代表取締役

警備救難部環境防災課国際係長

児玉正浩氏

一宮剛氏
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（２） 横浜海上防災基地における研修
（イ）講義及び実習
午前中は、機動防除隊の紹介、HNS の基礎知識、HNS 漏洩事故時のゾーニングの
方法、個人保護具や検知器の取扱説明等の講義が行われた。午後は、ガスマスクや数
種類のガス検知器の取扱い実習、試薬を使用したガス検知実験、レベル A 及びレベル
C 化学防護衣の着脱訓練を行った。
（ロ）質疑応答概要
【質問】油流出等の対応時、海上保安庁と共に MDPC も対応にあたるとのことだが、ど
ちらが主導権をとるのか。
【回答】MDPC は汚染者の側で防除作業を行う。一方、海上保安庁は国の機関として、
汚染や被害の拡大を防止する。このように立場が２つに分かれている。油流出には「汚染
者負担の原則」があるため、防除作業自体は汚染者側の MDPC が主体となって行い、海
上保安庁はその作業が適正になされるようコントロールすることとなっている。
【質問】マスコミ対応については MDPC と海上保安庁のどちらが行うのか。
【回答】事故対応のうち、海上保安庁が担当している部分については、海上保安庁がマス
コミ対応を行う。
【質問】ゾーニングについて、3 つのゾーンに分けるが、ゾーンとゾーンの間の距離はど
れぐらいか。
【回答】海域にもよるが、基本的には検知された物質の濃度を基にして距離を決定する。
事故対応時、引火爆発性の危険性と毒性の危険性の 2 種類の危険性がある。事故発生の現
場から化学物質がある方向に流れ出た際、物質の種類と量によってガスの発生状況に違い
が出る。現在の日本のやり方では、まず物質の種類ごとに TLV-TWA＊1 及び TLV-STEL＊2
に基づくガス発生のシミュレーションを行い、化学物質がどのように拡散するかを推測す
る。次にシミュレーション結果から得られた制限区域を囲むように巡視船を配備しモニタ
リングを行わせ、実際の濃度を観測する。この観測の結果から得られた STEL エリア内を
立ち入り禁止区域とし、ここをホットゾーンとする。STEL エリアの外側、TWA エリア
内がウォームゾーン、その外側がコールドゾーンとなる。これがゾーニングの考え方であ
る。また、例えば船舶構造物の中で事故が起こっている場合、この構造物の中がホットゾ
ーン、船舶上がウォームゾーン、岸壁がコールドゾーンとなる。
＊1

ほとんどすべての労働者が毎日繰り返し暴露しても悪影響を受けることがない濃

度。通常 1 日 8 時間労働または週 40 時間労働での値。
＊2

１日のどの 15 分間もこの濃度を超えて暴露が続いた場合には人体に悪影響がある
濃度。
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【質問】機動防除隊が現場に到着する前に、おおよそのゾーンを決めておいて、あらかじ
め他の船舶の侵入を禁止とするのか。
【回答】事前にシミュレーションでおおよそのゾーンを決め、侵入禁止とすることがある。
【質問】ガス検知はどのぐらいの頻度で行うのか。
【回答】事故発生後なるべく早くに最初の検知を行う。その後の検知の頻度に関しては、
時間は決まっておらず、風の有無等状況により変化する。風が強くなれば汚染エリアは広
がるが、ガスが拡散するため濃度は薄くなる。
【質問】海上保安庁では、日本における HNS 輸送量のトップ 20 種のリストがあるとの
ことだが、その 20 種類すべてを検知できる検知器を所持しているのか。
【回答】海上保安庁では全ては所持していない。民間企業が所持しているので、必要な場
合にはその企業のものを使用する。

講義

実習 1
ガス検知管の取扱い
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実習 2

実習 3

表面温度計の取扱い

防毒マスクの取扱い

実習 4

実習 5

レベル A 防護衣の着脱

レベル C 防護衣の着脱
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（３） 宮田工業株式会社における研修
（イ）講義及び実習
無害屋内消火訓練施設を敷地内に有し、ゲル化剤・泡薬剤散布ノズルの開発も行っ
ている宮田工業株式会社へ赴き、講義及び実習を実施した。
午前中は、午後に使用するゲル化剤、泡薬剤、散布ノズルの説明等の講義を受講し、
研修生からはゲル化剤に対し高い関心が寄せられた。ゲル化剤製造会社（株式会社ア
ルファジャパン）の中田取締役の参加もあり、活発な質疑応答がなされた。
午後は実験場において HNS のゲル化及び蒸発抑制実験、ゲル化剤散布実習、泡薬剤
放射デモ等が行われた。
（ロ）質疑応答概要
【質問】ゲル化剤の性能について教えていただきたい。
【回答】具体的なデータはないが、使用例を挙げると、千葉県の漁港で漁船が岸壁に衝
突して燃料が流出した事故があり、事故発生から 1 日が経過していたにもかかわらずこ
のゲル化剤を使用することにより流出油をほぼ全量回収したことがある。また、九州の
小型の油タンカーが座礁して油が流出した事故があり、このタンカーを広島まで曳航し
修繕する必要があったが、タンカーには 15 メートル程の亀裂があった。そのため、ダイ
バーにゲル化剤を１キロずつ持たせて亀裂部分の下で開封させた。ゲル化剤は浮力があ
るため、亀裂部分に付着して亀裂をふさぐことができ、油流出がほとんどないまま広島
まで曳航することができた。また、ゲル化剤自体は人体には無害である。
【質問】ゲル化剤の環境への影響はあるのか。
【回答】このゲル化剤に毒性はない。毒性があるかどうか、自分自身で 10 年間実際に食
べて試しているが、健康に支障はない。魚に対しても毒性はないと思われる。
【質問】ゲル化剤が撒かれて自然に分解するまでにどれぐらいの時間が必要か。
【回答】ゲル化剤は自然分解しない。
【質問】泡消火薬剤について、泡は基本的に水が 2 割、空気が 8 割であるため、火災に
泡をかけると空気が流れ込み火災は大きくなるはずだが、なぜ御社の泡は効果的に火を
消すことができるのか。
【回答】一般的な消火薬剤は、油面に水性膜でフィルムを張り、そのフィルムの上に泡
を載せて空気を遮断し燃焼を止める。このフィルムを張るタイプは、形成されたフィル
ムの一部が放水の勢いで破れるため、泡がここから油面に溶け込んでしまい、消火の役
に立たない薬剤の量が多くなる。しかし今回使用した泡薬剤は、泡そのものに浮力を持
たせているためフィルムを張らなくても油面に対して泡が浮く。そのためロスが少なく、
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従来の泡消火薬剤に比べ消火能力が高い。
【質問】フィリピンにはこのゲル化剤を取り扱う代理店はあるのか。
【回答】フィリピンに代理店はない。
【質問】このゲル化剤を購入したい場合はどうすればよいのか。
【回答】直接ご依頼いただくか、商社経由で注文してほしい。現在一部日本の商社を通
して東南アジア地区に事業展開することを構想している。
【質問】海外での取引の実績はあるか。
【回答】韓国とシンガポールに販売している。タイ、フィリピンにも紹介した実績があ
る。

講義 2

講義 1

ゲル化剤散布機 MTGN-400 の説明

粉末ゲル化剤散布機α-JetME-1 の説明

実習 1

実習 2
ゲル化剤による HNS の蒸発抑制

ゲル化剤の散布
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実習 3

研修生及び宮田工業関係者

泡薬剤の放射

（４） ガデリウス株式会社における研修
（イ）講義及び実習
除染テント、化学防護衣等を取り扱っているガデリウス株式会社において、担当者
から化学防護服やウエットスーツ、除染テント、オイルスキマー、ブーム等に関する
説明が行われ、様々な種類の防護衣等の特徴が紹介された。研修生は気温の高い自国
でどのような装備・設備・機材が適切か考えながら聴講している様子であり、講義後
には活発な質疑応答がなされた。
（ロ）質疑応答概要
【質問】Evo（化学防護衣）の寿命はどれくらいか。また、必要となるテストの頻度、メ
ンテナンス、保証期間についても教えていただきたい。
【回答】寿命は 5～7 年が一般的で、10 年経つと素材が劣化してべたつくようになる。テ
ストは毎年 1 回すべきである。メンテナンスは修理用ユニットキットを購入し自分で行
うか、メーカーに直接メンテナンスに出すこととなる。保証期間は 1 年間である。
【質問】マレーシアのように気温が高い国ではどの防護服を使用するのが良いか。
【回答】防護服は気温の高い場所で着用すると非常に暑いので、クーリングベストを併
用すると効果的である。
【質問】防護服の最適な保管方法を教えていただきたい。
【回答】専用バックに入れる又は吊るしておくのが良い。室温は 40 度以下が望ましく、
湿度はできる限り避けるべきである。
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【質問】Vikoma のオイルスキマーは油と共に海洋ごみも回収できるのか。
【回答】3 センチ大であれば回収可能である。海草、ロープ、プラスチックなどの大きな
ごみは同スキマーでは回収できない。
【質問】同スキマーはタールボールも回収可能か。東南アジアは気温が高いため 2～3 日
で流出油がサッカーボール大の固い固まりになってしまう。
【回答】スキマーはタールボールをかき砕いて小さくすることができるので、回収可能
である。
【質問】Vikoma のブームはどのような海面状況でも使用可能か。
【回答】様々な海面状態に対して対応可能だが、流速が 2 ノット以下である必要がある。
また、ブームを使用する際は流れに対する角度が重要である。
【質問】酸に対して対応可能なブームはあるのか。
【回答】今のところない。基本的にこのブームは HNS には向かない。
【質問】クーリングベストについて説明していただきたい。
【回答】中に入っている特殊素材（TEMPTECH）が 28 度以上になると働き始め、体温
を 28 度付近で約 2 時間一定に保つことができる。使用後は常温（28 度以下）にしてお
けば再度使用できる。

講義

クーリングベストの試着
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（５） 検討会
本研修最後のプログラムとして、ホテルアジア会館会議室にて検討会及び閉会式が行
われた。
検討会においては、研修生から本研修における反省点や来年度の研修への希望事項等
について、多くの意見が出された。
検討会の後、日本海難防止協会松浦道夫理事長より挨拶があり、研修生一人ひとりに
修了書が手渡された。最後に日本海難防止協会杉田勝美企画国際部長より閉会の辞が述
べられ、本研修は終了となった。
検討会での発言概要は下記のとおりである。
【意見】現場指揮官は、防除隊に出動命令を出す前に現場の状況を正確に把握する必要
がある。特に船舶の衝突事故や座礁事故などの場合、船舶の状態が今後どうなるか、事
故船に侵入しても安全なのかを事前に知っておく必要がある。また、万が一の場合に隊
員を避難させるもしくは救助することが可能どうかわからないままに出動させるのは非
常に危険である。また、現場指揮官は、事故対応時には隊員が出動し戻ってくるまでの
所要時間を正確に判断し、もし隊員が決められた時間以内に出てこない場合には、レス
キューチームを送る必要がある。このように現場の状況を正確に把握し指揮を執るため
に、船舶構造等の知識が必要であると考える。コンテナやタンカーなど、船舶には数多
くの種類があり、それぞれ造りが異なっている。例えば機関室であれば、階段の位置は
どこか、何層に分かれておりどの経路から出入りするのかというような知識が必要と考
える。そのため、次回の研修ではサルベージについての講義を 1 日と、船舶の構造につ
いての講義を 1 日追加していただきたい。
【事務局】船舶毎に船体構造は異なるため、事故船の状況を知るという意味では、船主
から船の構造の情報を入手するという方法が最も有効ではないかと考える。一般的な造
船の知識が救助活動に役立つかについて疑問があるが、どうお考えでしょうか。
【意見】船舶の構造について基礎的な事項は理解しているが、次々に新しい種類が建造
されるなど進化が早いものであるため最新の情報を知っておきたい。大型の原油タンカ
ー等の強度、安定性、搭載設備等の知識が必要であると感じる。
【意見】消防について、一般的な基礎知識はあるが、更なる知識が欲しい。火は思った
通りに動かず状況次第で変わり、些細な火災が数分で大火災に広がることもあるため、
現場指揮官はどのように火が広がっていくのか正確に判断し、隊員の安全を確保しなけ
ればならない。火災を正確に評価するため、次回の研修では消防活動に関する講義の時
間を設けていただきたい。
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【意見】研修の内容は十分だと思われる。ただし、防除資機材取扱事業者訪問の際、例
えば個人保護装具の説明時に、より詳細な使用方法を聞きたいので、技術者にも対応を
していただきたい。今回の研修では、HNS の知識、過去の事故事例、日本における防除
活動等について講義があった。しかし、どのような種類の資機材を使い、どのように HNS
防除活動をするべきか、今まで油流出事故対応に使用していた資機材のうち HNS 事故対
応にも使用できるものがあるのか等がまだ分からない。次回の研修ではそのような詳細
を教えていただきたい。
【意見】次回は化学薬品製造会社訪問の機会を設けていただきたい。現場指揮官として、
化学薬品の製造方法、運搬方法を理解した上で防除にあたりたい。
【意見】現在自国でキャパシティビルディングを行っていることもあり、非常に有意義
な研修であったと思う。ケミカルタンカーなど HNS 運搬船の事故があった場合、事故船
から小型の船に貨物の HNS を移して流出を防ぐことがあるが、このような技術に関して
も教えていただきたい。また、事故が起きた際には、まず会議を開き、座礁した場所の
特定等を行い、対応対策を練るが、そのような段取りに関しても講義を行っていただき
たい。
【意見】現場指揮官となるためには、いくら教材を読んでも十分ではなく、やはり実際
に現場で経験を積む必要があると考えているため、5 日間では不十分だと思うが、スター
トとしてはこの研修は素晴らしいものであった。ただし現場指揮官だけでは HNS 防除は
できないため、現場管理の部分も研修に取り入れていただきたい。油流出事故対応は、
事故前の準備、防除、防除後の回収等の作業であり、その次の段階ではマネージメント
や法的な知識も必要であると考える。
【意見】IMO の油流出事故対応トレーニングマニュアルにおいては、トレーニング内容
がマネージメント、オペレーション、ビーチクリーニングの 3 種類に分かれている。HNS
トレーニングについても同様に内容が 3 種類に分かれているようであれば、今後のトレ
ーニングで 3 種類全ての内容について取り扱っていただきたい。また、
NOWPAP-MERRAC の HNS トレーニングマニュアルの内容についても取り入れてほし
い。
【事務局】NOWPAP-MERRAC のトレーニングマニュアルについては、今回が第一回目
の研修であったことから全ての内容を取り入れることはできなかったが、基本的にはこ
のマニュアルに従って計画を進めており、来年以降もこのマニュアルに基づき研修を行
っていく予定である。
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【意見】油流出の場合はオイルブーム等の資機材の保有数で対応能力は大体判断できる
が、HNS の場合は、はっきりした対応能力の判断材料がないと考える。MDPC では当初
20 トンの HNS に対応することを想定し準備を始めたとのことで、その 20 トンという指
標を決めるために 5 年間の研究と高額な費用がかかったということであった。各国でも
自国の対応容量判断の能力を構築するため、どのように研究を行い、どのようなプロセ
スで対応能力を見極めることができたかについて詳しく説明していただきたい。
【意見】今回は回収と消火活動に関する資機材を見学したので、次は検知機器について
詳しく知りたい。また、海上災害防止センターのトレーニングに参加したい。
【意見】HNS の防除に関して、フィリピンは始めたばかりである。昨年 11 月から緊急
時計画の草案を作っているところであったため、今回の研修は非常に有意義であり、HNS
緊急時計画の完成にも非常に役立つものであった。やはり油防除活動と HNS 防除活動は
異なるため、次回の研修では HNS 防除の実習を行いたい。
【事務局】普段皆各国でどのような訓練をしているのかご紹介いただきたい。通常日々
の訓練として、特に HNS 事故対応について教えていただきたい。
【意見】シンガポールでは HNS と油防除の訓練を外部の事業者に委託して行っている。
１年目が机上訓練、2 年目には機材を使用する。また、本年 4 月には HNS のセミナーと
輸送に関する会議を行う予定であり、そこでも化学薬品に対する対策や実習を予定して
いる。セミナー参加者はその演習に参加し、オイルブームの展張の仕方などを見学する
ことになっている。
【意見】フィリピンでは本年 5 月に日本とマレーシアとの演習を行うが、その中に HNS
のシナリオプランも入れる予定である。
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フィリピン・マニラにて開催した海洋環境保全セミナーにおいては、内容を HNS に限定
せず、広く海洋環境保全に係る講演会を実施し、メキシコ湾原油流出事故や海洋漂着ゴミ
問題等についても取り上げた。特にメキシコ湾原油流出事故に関しては出席者から石油掘
削リグからの原油流出事故に関する補償制度の必要性が議論されるなど非常に積極的な姿
勢が見受けられた。また、漂着ゴミの油化に関しても、東南アジア地域においても漂着ゴ
ミ問題は深刻であることから高い関心が寄せられるなど、海洋環境保全に関する意識向上
に資することができたと思料する。
HNS 緊急時計画策定支援ワークショップはアセアン各国からの招聘者及び関係者の約
30 を対象に行うことで、忌憚のない意見交換の場を設けることができた。また、各国から
の海上防災に関する現状発表を行い、地域内での情報共有を図った。
各国とも、関心の中心は未だ油への対応にあることが窺え、ほぼすべての国が油緊急時
計画を保有しているが、HNS に関する具体的な対応システムを保有している国はわずかで
あるように見受けられた。しかし HNS 事故対応への備えや OPRC-HNS 議定書の批准の必
要性は強く感じており、今後は、特に各国で策定している油緊急時計画をどのように HNS
緊急時計画に発展させるのかということについて、さらなる支援の必要があると感じた。
東京にて開催した機動防除隊をモデルとした専門家の育成支援については、アセアン 5
カ国から各国 2 名の現場指揮官を招聘し、5 日間の研修を行った。講義は HNS トレーニン
グマニュアルに則って行い、研修生は皆非常に真摯に取り組み、活発な質疑応答がなされ
た。HNS 事故対応は各国においてまだまだ新しい分野であることが窺えた。実習において
は、研修生は自分の現場指揮官という立場から、自国での対応方法、使用資機材について
非常に真剣に考え、発言や質問をする姿が見受けられた。防護衣の着脱訓練等の実習では、
国の区別なくお互い協力し合う姿が印象的であった。自ら進んで参加し、多くを学ぼうと
いう非常に積極的な参加姿勢が見られた。
最終日の検討会ではほぼ全員が発言し、本年度の研修の評価や来年度の研修に関する希
望事項等を述べるなど、本研修のような実働訓練の継続的な実施が必要であると感じた。
アセアン地域においては各国とも HNS 緊急時計画策定を計画している段階であるため、
本事業は各国の HNS 緊急時計画策定の一助となったものと考えられる。各国からは同様の
セミナー・ワークショップ及び実働訓練の継続を望む意見も多数あり、本分野に対する関
心の高さが窺え、今後の更なる支援の必要性を感じた。
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