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オマーンオマーンオマーンオマーンにはにはにはには、、、、国法国法国法国法（（（（RD））））とととと省省省省令令令令（（（（MD））））のののの2種類種類種類種類のののの法法法法制度制度制度制度があるがあるがあるがある。。。。

・・・・ 国法国法国法国法はははは、、、、法令法令法令法令でのでのでのでの規制規制規制規制をををを必要必要必要必要とするとするとするとする特別分野特別分野特別分野特別分野にににに関関関関するするするする包括包括包括包括的的的的なななな

規定規定規定規定をををを定定定定めるめるめるめる。。。。

・・・・ 省省省省令令令令はははは、、、、更更更更にににに詳細詳細詳細詳細なななな規則規則規則規則をををを規定規定規定規定するするするする。。。。

環境気候省環境気候省環境気候省環境気候省（（（（MECA））））がががが所管所管所管所管するするするする国国国国のののの環境関係法環境関係法環境関係法環境関係法はははは、、、、領海領海領海領海にににに関関関関わわわわ
るるるるMECAのののの管轄権管轄権管轄権管轄権とととと「「「「船舶船舶船舶船舶からのからのからのからの汚染防止汚染防止汚染防止汚染防止にににに関関関関するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約」」」」
MARPOL 73/78をををを批准批准批准批准したしたしたしたRD25/81のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるけるけるける公海公海公海公海におけるにおけるにおけるにおける
権限権限権限権限をををを与与与与えるえるえるえる、、、、RD114/2001「「「「環境保全汚染防止法環境保全汚染防止法環境保全汚染防止法環境保全汚染防止法」」」」

国国国国のののの法令法令法令法令とととと国際協定国際協定国際協定国際協定
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整理番号整理番号整理番号整理番号 法令法令法令法令ののののタイトルタイトルタイトルタイトル

RD 25/81 船舶船舶船舶船舶からのからのからのからの汚染防止汚染防止汚染防止汚染防止にににに関関関関するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約：：：：MARPOL 73/78

RD 92/84 石油汚染災害時石油汚染災害時石油汚染災害時石油汚染災害時におけるにおけるにおけるにおける公海公海公海公海へのへのへのへの干渉干渉干渉干渉にににに関連関連関連関連するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約へのへのへのへのオマーンオマーンオマーンオマーン加盟加盟加盟加盟
（（（（1969年年年年、、、、1973年年年年そのそのそのその議定書議定書議定書議定書））））

RD 93/84 油濁損害油濁損害油濁損害油濁損害についてのについてのについてのについての民事責任民事責任民事責任民事責任にににに関関関関するするするする1969年年年年のののの国際条約国際条約国際条約国際条約およびそのおよびそのおよびそのおよびその1974年年年年

議定書議定書議定書議定書へのへのへのへのオマーンオマーンオマーンオマーン加盟加盟加盟加盟のののの許可許可許可許可

RD 92/89 大陸棚大陸棚大陸棚大陸棚のののの探鉱探鉱探鉱探鉱およびおよびおよびおよび開発開発開発開発にににに起因起因起因起因するするするする海洋汚染海洋汚染海洋汚染海洋汚染にににに関関関関するするするする議定書議定書議定書議定書のののの批准批准批准批准
（（（（23.02.89））））

RD 90/91 陸地発生源陸地発生源陸地発生源陸地発生源からのからのからのからの汚染汚染汚染汚染にににに対対対対するするするする海洋環境保護海洋環境保護海洋環境保護海洋環境保護にににに関関関関するするするする議定書議定書議定書議定書へのへのへのへの加盟加盟加盟加盟

RD 77/96 1982年海洋法年海洋法年海洋法年海洋法にににに関関関関するするするする国連条約国連条約国連条約国連条約ののののセクションセクションセクションセクション11実施協定実施協定実施協定実施協定へのへのへのへのオマーンオマーンオマーンオマーン国国国国のののの加加加加
盟盟盟盟

RD 114/2001 環境保全汚染防止法環境保全汚染防止法環境保全汚染防止法環境保全汚染防止法（（（（RD 10/82にににに取取取取ってってってって代代代代わるわるわるわる））））

批准批准批准批准されたされたされたされた条約条約条約条約

1985年年年年4月月月月24日日日日 石油汚染災害時石油汚染災害時石油汚染災害時石油汚染災害時におけるにおけるにおけるにおける公海公海公海公海へのへのへのへの干渉干渉干渉干渉にににに関連関連関連関連するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約

1985年年年年4月月月月24日日日日 油濁損害油濁損害油濁損害油濁損害についてのについてのについてのについての民事責任民事責任民事責任民事責任にににに関関関関するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約

関係関係関係関係するするするする国国国国のののの法令法令法令法令にはにはにはには以下以下以下以下がががが含含含含まれるまれるまれるまれる

slide3

RD 92/89 クウェートクウェートクウェートクウェートE&P（（（（探鉱探鉱探鉱探鉱・・・・生産生産生産生産））））議定書議定書議定書議定書のののの批准批准批准批准
海洋活動海洋活動海洋活動海洋活動―――― 海洋操業海洋操業海洋操業海洋操業はははは一件一件一件一件のみのみのみのみ

西西西西ブクハブクハブクハブクハでのでのでのでのガスガスガスガスとととと随伴随伴随伴随伴コンデンコンデンコンデンコンデン
セートセートセートセートのののの生産生産生産生産はははは、、、、海底海底海底海底パイプライパイプライパイプライパイプライ
ンンンン経由経由経由経由でででで既存既存既存既存ののののブクハブクハブクハブクハ・・・・プラットプラットプラットプラット
フォームフォームフォームフォームにににに接続接続接続接続されるされるされるされる予定予定予定予定。。。。これこれこれこれ
らのらのらのらの井戸井戸井戸井戸はははは、、、、ムサンダムムサンダムムサンダムムサンダム西沿岸西沿岸西沿岸西沿岸
沖合沖合沖合沖合いのいのいのいのアラビアアラビアアラビアアラビア湾湾湾湾にににに位置位置位置位置してしてしてして
いるいるいるいる。。。。
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オマーンオマーンオマーンオマーン：：：：国家油濁緊急時対応計画国家油濁緊急時対応計画国家油濁緊急時対応計画国家油濁緊急時対応計画
（（（（NOSCP））））

第第第第0段階段階段階段階：：：：潜在的影響力潜在的影響力潜在的影響力潜在的影響力があるががあるががあるががあるが措置措置措置措置をををを必要必要必要必要

としないとしないとしないとしない油流出油流出油流出油流出。。。。汚染者汚染者汚染者汚染者がががが管理管理管理管理するするするする。。。。

第第第第1段階段階段階段階：：：：地元地元地元地元リソースリソースリソースリソースでででで処理処理処理処理されるされるされるされる100トントントントン

未満未満未満未満のののの油流出油流出油流出油流出。。。。

第第第第2段階段階段階段階：：：： NOSCPのののの援助援助援助援助をををを必要必要必要必要とするとするとするとするでででであろあろあろあろ

うううう中間中間中間中間レベルレベルレベルレベルのののの油流出油流出油流出油流出。。。。油油油油のののの流出量流出量流出量流出量はははは一般一般一般一般
的的的的にににに100からからからから500トントントントンのののの範囲範囲範囲範囲となろうとなろうとなろうとなろう。。。。

第第第第3段階段階段階段階：：：：地元地元地元地元のののの対応能力対応能力対応能力対応能力をををを超超超超えるえるえるえる油流出油流出油流出油流出
（（（（500トントントントン以上以上以上以上））））でででで、、、、直直直直ちにちにちにちに国外国外国外国外リソースリソースリソースリソースからのからのからのからの

援助援助援助援助をををを必要必要必要必要とするとするとするとする。。。。
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オマーンオマーンオマーンオマーン国国国国にはにはにはには、、、、1,700kmをををを超超超超えるえるえるえる壮観壮観壮観壮観かかかか

つつつつ独特独特独特独特なななな海岸線海岸線海岸線海岸線があるがあるがあるがある。。。。浜辺浜辺浜辺浜辺ははははオマーンオマーンオマーンオマーンのののの

経済経済経済経済とととと伝統伝統伝統伝統にはにはにはには不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、産業産業産業産業

をををを伴伴伴伴うううう大型港湾大型港湾大型港湾大型港湾（（（（ソハールソハールソハールソハール、、、、サララサララサララサララ、、、、ドキュムドキュムドキュムドキュム）、）、）、）、

大型大型大型大型のののの脱塩脱塩脱塩脱塩プラントプラントプラントプラント（（（（バルカバルカバルカバルカ、、、、ソハールソハールソハールソハール）、）、）、）、ホホホホ

テルテルテルテル、、、、漁港漁港漁港漁港およびおよびおよびおよび水産養殖水産養殖水産養殖水産養殖プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの建建建建

設設設設をををを含含含含めてめてめてめて、、、、そのそのそのその海岸線沿海岸線沿海岸線沿海岸線沿いはいはいはいは急速急速急速急速にににに開発開発開発開発

がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。敏感敏感敏感敏感なななな生物生息地生物生息地生物生息地生物生息地やややや経済的経済的経済的経済的

にににに貴重貴重貴重貴重なななな沿岸沿岸沿岸沿岸インフラインフラインフラインフラはははは油流出油流出油流出油流出によってによってによってによって侵侵侵侵ささささ

れやすいれやすいれやすいれやすい。。。。

ソハールソハールソハールソハール工業地帯工業地帯工業地帯工業地帯のののの海水取海水取海水取海水取・・・・排水排水排水排水システシステシステシステ
ムムムム（（（（SWIRS）：）：）：）：1,400万万万万m3/日日日日をををを超超超超えるえるえるえる冷冷冷冷
却却却却・・・・脱塩用脱塩用脱塩用脱塩用のののの海水海水海水海水をををを必要必要必要必要とするとするとするとする、、、、20のののの工業工業工業工業
プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト用運河用運河用運河用運河。。。。

油流出油流出油流出油流出によるによるによるによるリスクリスクリスクリスク大大大大



港湾開発港湾開発港湾開発港湾開発のののの影響影響影響影響
環境問題環境問題環境問題環境問題

生物生息地生物生息地生物生息地生物生息地のののの喪失喪失喪失喪失、、、、浸食浸食浸食浸食、、、、バラストバラストバラストバラスト水水水水（（（（外来侵食生物外来侵食生物外来侵食生物外来侵食生物）、）、）、）、

防汚防汚防汚防汚塗料塗料塗料塗料、、、、油油油油そのそのそのその他他他他のののの流出流出流出流出、、、、海運事故海運事故海運事故海運事故

主要主要主要主要なななな観光観光観光観光、、、、居住地域居住地域居住地域居住地域、、、、計画計画計画計画:

ラスラスラスラス サワディサワディサワディサワディ

イイティイイティイイティイイティ
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ブルーシティブルーシティブルーシティブルーシティブルーシティブルーシティブルーシティブルーシティ



オマーンオマーンオマーンオマーンのののの海岸線海岸線海岸線海岸線、、、、特特特特ににににアラビアアラビアアラビアアラビア湾岸湾岸湾岸湾岸はははは、、、、世界的世界的世界的世界的にににに有数有数有数有数のののの観光資源観光資源観光資源観光資源をををを
持持持持っているっているっているっている。。。。

それらはそれらはそれらはそれらは:

1. ラスアルハッドラスアルハッドラスアルハッドラスアルハッドととととマシラーマシラーマシラーマシラー島島島島のののの海亀海亀海亀海亀のののの営巣営巣営巣営巣ビーチビーチビーチビーチ

2. バールバールバールバール アルアルアルアル ヒクマンヒクマンヒクマンヒクマン のののの渡渡渡渡りりりり鳥鳥鳥鳥のののの営巣地営巣地営巣地営巣地

3. ザトウザトウザトウザトウ鯨鯨鯨鯨のののの集団繁殖海域集団繁殖海域集団繁殖海域集団繁殖海域

4. バールバールバールバール アルアルアルアル ヒクマンヒクマンヒクマンヒクマン のののの独特独特独特独特ののののサンゴサンゴサンゴサンゴ礁礁礁礁

5. マングローブマングローブマングローブマングローブのののの繁繁繁繁るるるる湿地帯湿地帯湿地帯湿地帯

重要重要重要重要ななななアオウミガメアオウミガメアオウミガメアオウミガメ生息区域生息区域生息区域生息区域からからからから凡凡凡凡そそそそ30kmののののタンカータンカータンカータンカー航路付近航路付近航路付近航路付近
をををを示示示示すすすすラスラスラスラス・・・・アルアルアルアル・・・・ハッドハッドハッドハッドのののの地図地図地図地図 。。。。 slide10



バチナバチナバチナバチナ沿岸沿岸沿岸沿岸をををを通通通通るるるるタンカータンカータンカータンカーのののの往来往来往来往来にににに由来由来由来由来するするするするタールボールタールボールタールボールタールボール

(2002年以前年以前年以前年以前)
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浜辺浜辺浜辺浜辺ののののタールタールタールタール調査調査調査調査
巻巻巻巻きききき尺尺尺尺とととと目印棒目印棒目印棒目印棒をををを使使使使ってってってって、、、、1メートルメートルメートルメートル幅幅幅幅のののの細長細長細長細長いいいい区画区画区画区画をををを任意任意任意任意にににに3ヶヶヶヶ所選所選所選所選ぶぶぶぶ。。。。干潮標干潮標干潮標干潮標

からからからから、、、、ラベルラベルラベルラベルをををを貼貼貼貼ったったったった小小小小さなさなさなさなプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック袋袋袋袋ににににピンセットピンセットピンセットピンセットででででタールボールタールボールタールボールタールボールをすべてをすべてをすべてをすべて
集集集集めめめめ、、、、砂砂砂砂をををを取取取取りりりり除除除除いていていていて試験室試験室試験室試験室でででで秤量秤量秤量秤量するするするする（（（（海岸海岸海岸海岸1メートルメートルメートルメートルあたりのあたりのあたりのあたりのグラムグラムグラムグラム）。）。）。）。

海洋汚染監視海洋汚染監視海洋汚染監視海洋汚染監視プログラムプログラムプログラムプログラム
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タールボールタールボールタールボールタールボール密度密度密度密度のののの監視監視監視監視
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タールボールタールボールタールボールタールボールののののレベルレベルレベルレベルはははは、、、、1980～～～～1997年年年年のののの高高高高レベルレベルレベルレベル（（（（上上上上ののののグラフグラフグラフグラフ））））からからからから
減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありにありにありにあり2006/2007年年年年ののののレベルレベルレベルレベルはははは殆殆殆殆どどどどゼロゼロゼロゼロであったがであったがであったがであったが、、、、ムサンムサンムサンムサン
ダムダムダムダムではではではでは依然依然依然依然としてとしてとしてとして大大大大きなきなきなきなタールボールタールボールタールボールタールボールをををを見見見見かけることもありうるかけることもありうるかけることもありうるかけることもありうる。。。。

slide13

番号番号番号番号 法令法令法令法令ののののタイトルタイトルタイトルタイトル

RD25/81 船舶からの汚染防止に関する国際条約MARPOL 73/78

付属書I-V 13-06-84に加盟

MARPOL 73/78管理計画管理計画管理計画管理計画のののの主主主主なななな要素要素要素要素

• 付属書付属書付属書付属書I-V廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適切適切適切適切なななな受入施設受入施設受入施設受入施設のののの設置設置設置設置

• 海海海海、、、、特特特特ににににアラビアアラビアアラビアアラビア海沿岸海沿岸海沿岸海沿岸のののの特定特定特定特定海域海域海域海域におけるにおけるにおけるにおける廃棄物放出廃棄物放出廃棄物放出廃棄物放出をををを厳禁厳禁厳禁厳禁

• 法令順守法令順守法令順守法令順守、、、、監視監視監視監視およびおよびおよびおよび施行施行施行施行
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オマーンオマーンオマーンオマーンののののアラビアアラビアアラビアアラビア海沿岸海沿岸海沿岸海沿岸にににに関関関関するするするするIMO（（（（国際海事機関国際海事機関国際海事機関国際海事機関））））のののの特定特定特定特定海域状態海域状態海域状態海域状態

2004年年年年10月月月月 MEPC/52にてにてにてにて批准批准批准批准。。。。受入受入受入受入れれれれ施設施設施設施設についてのについてのについてのについての合意後合意後合意後合意後、、、、
特定海域特定海域特定海域特定海域のののの全面的設定全面的設定全面的設定全面的設定 slide15

オマーンオマーンオマーンオマーンにおけるにおけるにおけるにおける避難場所計画避難場所計画避難場所計画避難場所計画

船舶間船舶間船舶間船舶間のののの移送移送移送移送またはそのまたはそのまたはそのまたはその
他可能他可能他可能他可能なななな方法方法方法方法がががが許許許許されるされるされるされる
比較的敏感度比較的敏感度比較的敏感度比較的敏感度のののの低低低低いいいい海域海域海域海域
にににに、、、、現在現在現在現在までにまでにまでにまでに6ヶヶヶヶ所所所所のののの避避避避

難場所難場所難場所難場所がががが提案提案提案提案されているされているされているされている。。。。
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MARPOL 73/78規則規則規則規則10、、、、付属書付属書付属書付属書I（（（（特別海域特別海域特別海域特別海域））））

・・・・ 総総総総トントントントン数数数数がががが400トントントントンをををを超超超超えるえるえるえる船舶船舶船舶船舶のののの、、、、特別海域特別海域特別海域特別海域におけるにおけるにおけるにおける油油油油またはまたはまたはまたは油油油油のののの混合物混合物混合物混合物
のののの放出放出放出放出をををを禁止禁止禁止禁止するするするする。。。。

・・・・ これはこれはこれはこれはクリーンクリーンクリーンクリーンまたはまたはまたはまたは分離分離分離分離バラストバラストバラストバラストにはにはにはには適用適用適用適用されないされないされないされない。。。。

・・・・ 航行中航行中航行中航行中のののの船舶船舶船舶船舶のののの機械室機械室機械室機械室からのからのからのからの処理済処理済処理済処理済みみみみビルジビルジビルジビルジはははは、、、、含油量含油量含油量含油量<15ppm以下以下以下以下でででで、Ｉ、Ｉ、Ｉ、ＩMO

承認承認承認承認ののののオイルフィルタオイルフィルタオイルフィルタオイルフィルタ機器機器機器機器をををを使用使用使用使用しているしているしているしている場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、これをこれをこれをこれを放出放出放出放出してもよいしてもよいしてもよいしてもよい。。。。

・・・・ 総総総総トントントントン数数数数がががが400トントントントン未満未満未満未満のののの船舶船舶船舶船舶についてはについてはについてはについては、、、、排水中排水中排水中排水中のののの油含有量油含有量油含有量油含有量がががが15ppm以下以下以下以下
でないでないでないでない限限限限りりりり、、、、油油油油 またはまたはまたはまたは油混合物油混合物油混合物油混合物のののの放出放出放出放出をををを禁止禁止禁止禁止するするするする。。。。

・・・・ オマーンオマーンオマーンオマーン国政府国政府国政府国政府はははは、、、、船船船船またはそのまたはそのまたはそのまたはその航跡付近航跡付近航跡付近航跡付近のののの目目目目にににに見見見見えるえるえるえる如何如何如何如何なるなるなるなる油油油油のののの痕跡痕跡痕跡痕跡もももも
調査調査調査調査するするするする義務義務義務義務があるがあるがあるがある。。。。

・・・・ 受入施設受入施設受入施設受入施設がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、港湾廃棄物港湾廃棄物港湾廃棄物港湾廃棄物・・・・受入施設受入施設受入施設受入施設はははは入札中入札中入札中入札中であるであるであるである。。。。2008年末年末年末年末まままま
でにはでにはでにはでには稼働予定稼働予定稼働予定稼働予定。。。。

Slide17

既存既存既存既存のののの受入施設受入施設受入施設受入施設

「「「「東岸地域受入施設東岸地域受入施設東岸地域受入施設東岸地域受入施設」（」（」（」（ECOREF））））

1990年以来年以来年以来年以来フジャイラフジャイラフジャイラフジャイラでででで稼働稼働稼働稼働しているこのしているこのしているこのしているこの施設施設施設施設はははは、、、、20,000m²のののの敷地敷地敷地敷地ででででスススス

ラッジラッジラッジラッジととととオイリーオイリーオイリーオイリー水水水水（（（（スロップスロップスロップスロップ））））をををを処理処理処理処理することがすることがすることがすることが出来出来出来出来るるるる

保持保持保持保持タンクタンクタンクタンクとととと大型容器置場大型容器置場大型容器置場大型容器置場 油水分離油水分離油水分離油水分離プラントプラントプラントプラント
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MD法令法令法令法令2005にににに基基基基づきづきづきづきMRMEWR（（（（地方自治環境地方自治環境地方自治環境地方自治環境
水資源省水資源省水資源省水資源省、、、、現在現在現在現在ののののMECA））））はははは下記下記下記下記をををを要求要求要求要求したしたしたした

・・・・ すべてのすべてのすべてのすべての石油石油石油石油・・・・ガスガスガスガス産業産業産業産業におけるにおけるにおけるにおける会社会社会社会社はははは、、、、第第第第2段階段階段階段階のののの流出対応流出対応流出対応流出対応
能力能力能力能力へのへのへのへの最低限最低限最低限最低限ののののアクセスアクセスアクセスアクセスをををを有有有有することすることすることすること。。。。

・・・・ 第第第第2段階段階段階段階のののの対応能力対応能力対応能力対応能力をををを持持持持つつつつ新新新新たなたなたなたな緊急時対応緊急時対応緊急時対応緊急時対応センターセンターセンターセンター（（（（環境対環境対環境対環境対
応応応応センターセンターセンターセンター））））のののの設立設立設立設立。。。。これらこれらこれらこれらセンターセンターセンターセンターはははは、、、、石油会社石油会社石油会社石油会社、、、、港湾港湾港湾港湾、、、、電力電力電力電力・・・・
脱塩脱塩脱塩脱塩プラントプラントプラントプラントおよびそのおよびそのおよびそのおよびその他油流出時他油流出時他油流出時他油流出時にににに被害被害被害被害をををを受受受受けけけけ易易易易いいいい場所場所場所場所へへへへ
援助援助援助援助をををを提供提供提供提供するするするする、、、、民間部門民間部門民間部門民間部門がががが支援支援支援支援するするするするセンターセンターセンターセンターになるになるになるになる。。。。入札入札入札入札のののの
結果結果結果結果、、、、サービスサービスサービスサービス提供会社提供会社提供会社提供会社ののののClean GlobeととととPESCOのののの2社社社社がががが選選選選
定定定定されたされたされたされた。。。。

slide19

港湾廃棄物港湾廃棄物港湾廃棄物港湾廃棄物のののの収集収集収集収集とととと処理処理処理処理にににに関関関関するするするする全体的全体的全体的全体的なななな原則原則原則原則

– 含含含含油廃棄物油廃棄物油廃棄物油廃棄物のののの最初最初最初最初のののの処理施設処理施設処理施設処理施設ををををサララサララサララサララにににに建設建設建設建設するするするする。。。。

– 廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの受入受入受入受入はははは、、、、出入出入出入出入のののの多多多多いいいい港港港港ではではではでは船船船船からからからから受入受入受入受入れれれれタンクタンクタンクタンクへへへへ、、、、それそれそれそれ
以外以外以外以外ではではではではタンクローリータンクローリータンクローリータンクローリー、、、、コンテナコンテナコンテナコンテナ、、、、廃棄物収集容器廃棄物収集容器廃棄物収集容器廃棄物収集容器によるによるによるによる。。。。

– 廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、他他他他のののの港港港港からからからからサララサララサララサララまたはそのまたはそのまたはそのまたはその他認可他認可他認可他認可されたされたされたされた処理処分施処理処分施処理処分施処理処分施
設設設設にににに輸送輸送輸送輸送するするするする。。。。

– 使用使用使用使用するするするする港港港港：：：：サララサララサララサララ、、、、ソハールソハールソハールソハール、、、、ミナミナミナミナ・・・・スルタンスルタンスルタンスルタン・・・・カブースカブースカブースカブース、、、、ミナミナミナミナ・・・・アアアア
ルルルル・・・・ファールファールファールファール、、、、カルハットカルハットカルハットカルハット（（（（スールスールスールスール）、）、）、）、ドキュムドキュムドキュムドキュム。。。。

– システムシステムシステムシステムははははMARPOL 73/78条約条約条約条約のののの要件要件要件要件にににに基基基基づくづくづくづく。。。。

– 容量増加容量増加容量増加容量増加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、ソハールソハールソハールソハール等等等等でででで同同同同じじじじ構想構想構想構想をををを実施実施実施実施されうるされうるされうるされうる。。。。

– サービスサービスサービスサービスはははは年間年間年間年間24時間時間時間時間・・・・365日利用可能日利用可能日利用可能日利用可能。。。。
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• 船船船船がががが着桟着桟着桟着桟中中中中にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを収集収集収集収集するするするする。。。。

• 錨泊中錨泊中錨泊中錨泊中のののの船船船船からのからのからのからの収集収集収集収集ははははオプションオプションオプションオプションであるであるであるである（（（（計画料計画料計画料計画料
金金金金にはにはにはには含含含含まれないまれないまれないまれない）。）。）。）。

船船船船からのからのからのからの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの受入受入受入受入

受入施設受入施設受入施設受入施設

錨泊中錨泊中錨泊中錨泊中のののの船船船船からからからから
のののの収集収集収集収集

着桟着桟着桟着桟中中中中のののの船船船船からのからのからのからの
収集収集収集収集 slide21

•上上上上のののの写真写真写真写真はははは、、、、有害藻類有害藻類有害藻類有害藻類ブブブブ
ルームルームルームルームとととと屡屡屡屡々々々々呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる
赤潮赤潮赤潮赤潮をををを示示示示すすすす。。。。

有害藻類有害藻類有害藻類有害藻類ブルームブルームブルームブルーム（（（（HABs））））

•下下下下のののの写真写真写真写真はははは、、、、2001年年年年11月月月月
ににににオマーンオマーンオマーンオマーンののののアラビアアラビアアラビアアラビア海沿海沿海沿海沿
岸岸岸岸でででで大量死大量死大量死大量死したしたしたした魚魚魚魚、、、、アオウアオウアオウアオウ
ミガメミガメミガメミガメおよびおよびおよびおよびイルカイルカイルカイルカにににに含含含含まままま
れていたれていたれていたれていた渦鞭毛虫類渦鞭毛虫類渦鞭毛虫類渦鞭毛虫類ののののカレカレカレカレ
ニアニアニアニア・・・・セルフォルミスセルフォルミスセルフォルミスセルフォルミス(バラバラバラバラ
ストストストスト水水水水からかからかからかからか??)。。。。
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船舶輸送船舶輸送船舶輸送船舶輸送ではではではでは

・・・・ 世界世界世界世界のののの商品商品商品商品のののの90%以上以上以上以上がががが移動移動移動移動しししし、、、、
・・・・ 年間年間年間年間30億億億億トントントントンまでのまでのまでのまでのバラストバラストバラストバラストがががが移送移送移送移送されされされされ
・・・・ 年間年間年間年間、、、、7,000種以上種以上種以上種以上のののの微生物微生物微生物微生物、、、、植物植物植物植物およびおよびおよびおよび
動物動物動物動物をををを運運運運びびびび、、、、そしてそしてそしてそして

・・・・ そのそのそのその数数数数もももも伝播伝播伝播伝播スピードスピードスピードスピードもももも増増増増しているしているしているしている！！！！

slide23

バラストバラストバラストバラスト水水水水のののの移送移送移送移送
出発港出発港出発港出発港：：：：

貨物貨物貨物貨物のののの陸揚陸揚陸揚陸揚げとげとげとげと

バラストバラストバラストバラスト水水水水のののの取込取込取込取込みみみみ

到着港到着港到着港到着港：：：：

貨物貨物貨物貨物のののの積込積込積込積込みとみとみとみとバラストバラストバラストバラスト水水水水のののの
放出放出放出放出

• 実質的実質的実質的実質的にににに、、、、すべてのすべてのすべてのすべての海洋種海洋種海洋種海洋種にはそのにはそのにはそのにはその生涯生涯生涯生涯
ににににプランクトンプランクトンプランクトンプランクトンのののの段階段階段階段階があるがあるがあるがある。。。。

• したがってしたがってしたがってしたがって、、、、潜在的潜在的潜在的潜在的ににににバラストバラストバラストバラストにににに取取取取りりりり込込込込まままま
れてれてれてれて製品製品製品製品のののの積込積込積込積込みみみみ時時時時（（（（ソハーソハーソハーソハールルルルのののの海域海域海域海域））））にににに

放放放放出出出出されされされされ得得得得るるるる。。。。
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• ROPME海域海域海域海域（（（（特特特特ににににアラビアアラビアアラビアアラビア湾湾湾湾））））はははは、、、、ここここここここ数数数数

年間有害年間有害年間有害年間有害なななな赤潮赤潮赤潮赤潮のののの被害被害被害被害をををを被被被被っているっているっているっている（（（（クククク
ウェートウェートウェートウェート1999年年年年、、、、2001年年年年）。）。）。）。

• これらのこれらのこれらのこれらの種種種種のいくつかはのいくつかはのいくつかはのいくつかは、、、、バラストバラストバラストバラスト水水水水でででで持持持持
ちちちち込込込込まれていたまれていたまれていたまれていた可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。

• アラビアアラビアアラビアアラビア湾湾湾湾はははは、、、、生態学的生態学的生態学的生態学的にににに高高高高いいいい感受性感受性感受性感受性をををを
持持持持ったったったった閉鎖系閉鎖系閉鎖系閉鎖系であるであるであるである。。。。

• したがってしたがってしたがってしたがって、、、、特特特特にににに生物学的侵入生物学的侵入生物学的侵入生物学的侵入をををを受受受受けやすけやすけやすけやす
いいいい。。。。

• オマーンオマーンオマーンオマーン沿岸沿岸沿岸沿岸のののの海水海水海水海水もももも受受受受けやすいがけやすいがけやすいがけやすいが、、、、湾湾湾湾
よりはよりはよりはよりは開放的開放的開放的開放的であるであるであるである。。。。
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• 船舶船舶船舶船舶ののののバラストバラストバラストバラスト水水水水およびおよびおよびおよび沈殿物沈殿物沈殿物沈殿物のののの取締管理取締管理取締管理取締管理にににに関関関関
するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約 （（（（IMO；；；；MEPC51/2）。）。）。）。

• バラストバラストバラストバラスト水水水水ののののリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理（（（（各区域各区域各区域各区域）。）。）。）。

• 港湾港湾港湾港湾のののの実地踏査実地踏査実地踏査実地踏査（（（（各区域各区域各区域各区域）。）。）。）。

• IMOバラストバラストバラストバラスト水指針水指針水指針水指針のののの訓練訓練訓練訓練。。。。

• 法令順守法令順守法令順守法令順守のののの監視監視監視監視とととと執行執行執行執行にににに関関関関するするするする訓練訓練訓練訓練とととと制度制度制度制度。。。。

• MARPOLとととと同等同等同等同等のののの重要重要重要重要さでさでさでさで採択採択採択採択するするするする。。。。
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