
  
  バラスト水管理条約とその問題点

  誌名 日本プランクトン学会報
ISSN 03878961
著者名 福代,康夫

都丸,亜希子
大村,卓朗

発行元 日本プランクトン学会
巻/号 54巻1号
掲載ページ p. 50-54
発行年月 2007年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



50 日本フoランクトン’γ会報第 54巻第 l号（2007)

バラスト水管理条約とその問題点

福代康夫九都丸亜希子・大村卓朗

東京大学アジア生物資源環境研究センタ一 千1138657東京都文京区弥生 11 1 

Ballast Water Management Convention and its inherent problems 

Y ASUWO FUKUYO*, AKIKO TOMARU AND T AKUO OMURA 

Asian Natur.αJ Environmental Science Center, Yayoi 1-1 1, Bunkyoぬu,Tokyo 113-8657, j.αpan 

* Correspondingαuthor: ufukuyo@mail. ecc. u伺tokyo.αC田jp

Abstract International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 

was adopted at the diplomatic conf巴renceheld on 9 13 February 2004 to prevent the potentially devastating 

e仔ectsof the spr巴adof aquatic organisms carried by ships' ballast water. As of October 2006 only 7 countries 

ratified the convention, although 30 countries are necessary for effective entry into force. The most important 

decisive factor for the ratification is availability of ballast water treatment systems that terminate or decreas巴

the number of organisms in discharged ballast water. 

Ballast water exchang巴 ofmore than 95% of its volume at high sea is a useful temporary method until 

treatment systems aie developed and巴quippedon ships. Availability of appropriate area for the water 

exchange is a serious problem for ships operating for short distances such as between Japan and Korea or in 

EU area. 

Regulation D-2 in the annex of the convention describes allowable number of organisms in discharged 

ballast water as follows: 1) less than 10 viable organisms p巴rcubic meter greater than or equal to 50 

micrometers in minimum dimension, 2) less than 10 viabl巴organismsper milliliter less than 50 micrometers 

in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometers in minimum dimension; and 3) less than 

1 colony forming unit (cfu) toxicog巴nicVibrio cholerae (01 and 0139), less than 250 cfu Escherichia coli, and 

less than 100 cfu intestinal Ent巴rococciper 100 milliliter. The regulation, especially criterion 1), is difficult to 

evaluate using conv巴ntionalplankton technology, as it allows very small number of individuals per cubic 

meter. Instead, th巴criterion2) is too lax and may not be effective to prevent transfer of harmful microalgae, 

consid巴ringtremendous amounts of water brought in by ballast tanks. Two new concepts for planktology, i.e. 

“viable”and “minimum dimension”give practical difficulty for interpretation of the regulation and inv巴ntion

of ballast water treatment systems. 

Land based and onboard tests ar巴requir巴dfor development and approval of the treatment system. For one 

land-based experim巴ntinventors must prepare more than 400 cubic meters water containing more than 

10,000 individuals per cubic meter greater than or equal to 50 micrometers in minimum dimension, and 1,000 

individuals per milliliter less than 50 micrometers in minimum dimension and greater than or equal to 10 

micrometers in minimum dimension. Th巴r巴mustbe at leぉttwo sets of five repetition in sea, brackish or fresh 

water conditions. It is really a challenge to make such water for planktologists. 

As the indicator pathogenic bacteria ar巴includedin the regulation D-2, most treatment systems will adopt 

not only m巴chanical,but also chemical processes. Chemical substances such as chloride, hydrogen p巴roxid巴，

or ozon巴 ar巴 commonlyused for treatment. Special attention has been paid to avoid chronic and acute 

toxicity. Most systems have b巴endesign巴dto keep a certain level of chemicals in ballast wat巴rat the time of 

discharge. It means that the chemicals in the discharg巴dwater is high enough to exterminate most organisms 

in the ballast water, and additionally may cause mortality of domestic organisms in the port ar巴aafter 

discharge. Countries which participated in meetings for the Convention put more emphasis on prevention of 

an invasion via ballast water than mortality of local organisms. 

As of now no on board ballast water treatment system is approved to use in any country. Some systems will 

be operated soon in one or two years. We need to observe the effectiv巴nessof these systems carefully. 

Key words: ballast water, Ballast Water Managem巴ntConvention, ballast water management system, bioin-

vasion, transfer of aquatic organisms 
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船舶パラスト水による水生生物の拡散を防ぎ，海洋生態系の

保全を日的としたパラスト水管盟条約（InternationalConven 

tion for the Control and Management of Ships’Ballast 

Water and Sediments) (IMO 2004）は，国際海事機構（Inter-

national Maritime Organization; IMO）により 2004年2月に

採択され，現どl各凶の批准を待っている状態にある．条約の日

限jをJ能実円滑に遂行するために必要な細目を定めた 15種類の

ガイドライン（Table1）も 2007年1[1には 14まで完成する予

定であり，準備は整いつつある目なお，条約本文や各ガイドラ

インの文章と仮和訳は日本自白川品検定協会のホームページ

(http:/ /www.hakuyohin.or.jp/Ballasttop.html）からダウン

ロードできる．これらの準備とは裏腹に 2006年 10月末現在

条約を批准した同は， Republicof Maldives, Nigeria, Saint 

Christopher and Nevis, Spain, Syria, Tuvalu, Norwayのわ

ずか 7カ匡｜で， 成立に裂する批准同数 30に比べてまだまだ少

ない．各国が批准をする際に考慮する長も大きな要素は，船舶

に賂載してパラスト＊を的確に処Hllできる管理装置の開発状況

である．すなわち，パラスト水管理装置が聞発されていれば，

船品目は条約の要求する条件に対応することができるし，開発が

未完であれば，条約の窓義は尊重しでも船舶は実際には何もで

きないので，批准できない.tこだ， 2006'if. 7片に開催された国

際海事機構の向洋環境保護委員会（MarineEnvironm巴ntPro-

tection Committee; MEPC）第 55期会合では， 11本をはじめ

韓国や欧米各国が，装ii&lが完成に近いと報告しており，数年内

に批准できる可能性も大きい．本章では，条約の中の重要な事

項が条約に付随した 15のガイドラインに詳述されていること

を考え合わせ，そのガイドラインのいくつかを参照しながら，

条約の問題点，特に条約の要求するパラストノk処理と条約本来

の目的である生物拡散防止との関係についてまとめた なお，

条約に関するよめ詳しい解説については（IMO1999), 福代・

菊地（2004），菊地（2004）や Gollaschet al. (2007）を参照して

ほしし＼

1. パラスト水管理条約成立の背景

多くの大型船自IIは，貨物の多いときにばi喫水がドがり，航行

中も船位が安定しているが，貨物が少なくなると不安定になる

ため， 1'iiJ降し港で荷役と同ll:J・にパラストタンクに様ノkして喫水

を保つようにしている． このl時に取り込むパラスト水は，日合

いが 1cm程度のスクリーンを通過するので， 大きなクラゲや

；＼（＼はタンクには入り込めないが，いわゆるプランクトンや卵稚

仔は入り込む余地がある．パラスト水の量は貨物船総トン数の

約半量に；達するので， 5万トンのばら積み貨物船であれば， 2

万5千トンが最大パラストノk量になる すなわち，貨物船で運

ばれる水巨は極めて膨大で，そのi[1に赤潮；）＜や一斉放卵時の受

精卵が入り込むと， i豆ばれる生物j量は天文学的数字になる．こ

のような機会は極めてまれであるが，皆無とはいえず，実際に

パラスト水によると考えられる生物分布拡散が起こっている．

国際海事機梢が 1999年に発行した Focuson IMO (IMO 

1999）には世界で大きな問題を起こした生物として代表的な

66種が載っている．その1¥1にはコレラ菌や台、害有毒フnランク

トン，カニやクシクラゲ，さらには海藻のワカメなどがある．

これらがすべててパラスト水のみで移動拡散したとは考えられ

ず，船体表面にイ、j着，あるいは水産活動によって広域化したも

のもあるだろう．ただ，終性フoランクトンにおいてはパラスト

水が原凶である可能性が高い．

このような生物拡散を防ぐために策定されたパラスト水管理

条約には，パラスト水交換とパラスト水処理というこつの管現

}j策が書かれている 現在世界1[1のほとんどの船がパラスト水

Table 1. Guid巴lines to the Ballast Water Convention and th巴irdevelopment status. MEPC: IMO Marine 

Environmental Protection Committe巴， BLG:IMO Sub-committee on Bulk, Liquid and Fases, FSI: IMO Sub committee 
on Flag State Implementation. 

No Title 

G 1 Guideline for Sediment Reception Facilities 

G2 Guideline for Ballast Water Sampling 

G3 Guideline for Ballast Water Management Equivalent Compliance 

G4 Guideline for Ballast Water Management and Development of Ballast Wi!ter Manag巴mentPlans 

G5 Guideline for Ballast Water Reception Facilities 

G6 Guidelines for Ballast Water Exchange 

G7 Guidelines on Risk Assessments under R巴gulationA-4 

G8 Guidelines for th巴Approvalof Ballast Water Management Systems 

G9 Procedure for Approval of Ballast Water Management Systems that make use of Active Substances 

G 10 Guidelines for Approval and Oversight of Prototype Ballast Water Treatment Technology Programmes 

G 11 Guidelin巴forBallast羽laterExchange Design and Construction Standard 

G 12 Guidelin巴Sfor Sedim巴ntControl on Ships 

G 13 Guidelines for Additional Measures Including Emerg巴ncySituation 

G 14 Guidelines on Designation of Areas for Ballast Wat巴IExchange 

G 15 Guidelines for Port State Control 

Work Progress 

MEPC55 (Oct. 2006) 

BLG 11 (April 2007) 

MEPC53 (Jul. 2005) 

MEPC53 (Jul. 2005) 

MEPC55 (Oct. 2006) 

MEPC53 (Jul. 2005) 

BLG 11 (April 2007) 

MEPC53 (Jul. 2005) 

MEPC53 (Jul. 2005) 

MEPC54 (March 2006) 

MEPC55 (Oct. 2006) 

MEPC55 (Oct. 2006) 

MEPC56 (Jul. 2007) 

MEPC55 (Oct. 2006) 

FSI15 (Jun. 2007) 
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交換を実施しているが，パラスト水交換は，現在の条約規定が

もっとも遅く適応される船舶でも 2016年までしか利用できな

い判定的方法であり，それまでにはすべての船が管問装置の装

備をしてノ＼ラスト水処叫をすることが義務づけられている．

2. パラスト水交換

パラストイく交換とは航行中にパラストAくを排水し，航海水域

の船外ノkを液；）＜して交換するh法で，沿岸水を生物の少ない外

洋；J<に置き換えることにより生物量を減らし，さらに外洋の生

物は栄養指濃度の高い沿岸では生き延びられず死滅するであろ

うということで始められた．交換の方法はガイドライン G6に

定められているが， 皮すべて排水してタンクを空にした後に

改めて様ノkする方法と，タンクを空にはせずに液；）＜し続けタン

ク内の水をあふれさせることにより肯き換える方法があり，ど

ちらもパラスト水量の 95%以上を交換しなければならず，後

者はタンク容積の 3倍量以上の水をタンクに通水することで

も良いと条約で規定されている．また，パラスト水交換は慎重

に行わないと船体に損傷を与える可能性があるので，その設計

や建造に関する規定がガイドライン Gl1に定められている．

パラスト水交換のできる海域は沖合い 200海里以遠で水深

200 m以深に限られているが，航路卜jここのような海域がない

場合には；）＜深 200m以深で沖合い 50海里以速の海峡で交換

をできる ただし，このために船が迂回をする必要はない．航

路上に水深 200m以深の海域がない場合には，ガイドライン

Gl4に従い国の指定した海域でうと換をすることとなっている．

しかし，この指定海域を定めることは容易で、はない．例えば，

パラスト水により運ばれた生物が多種多様に排出されても定着

することがないこと，減水しでも他海域に定前するような生物

がいないことが要件になるが， 50海里以内の海域で，船舶の航

行に遅延をきたさないような大きさをもっこのような海域を 1

カ国が貼つけることはほぼ不可能である．大陸山の移動はさて

おき， ヨーロッパ内や日本と韓国中出向など現実的にはパラス

ト水交換の実施が難しいところは多い．

3. バラスト水処理とその基準

ノてラスト 7｝く処弾は，ノぐラスト水管Jljl装置により抜7）く時・排；）＜

H寺あるいはタンク内でパラスト；）＜を処関して水中の生物を殺滅

することを指し，その)J法はさまざまであるが，多くの装置が

物問的・機械的処理により大型の生物色薬剤を用いた化学的

処理により細菌を殺滅する仕組みになっている．

この装置で処開されたパラスト水は，その排出時に条約｜府民

書の規則 D-2頃のパラストノk排氷基準，いわゆる D2基準を満

たすことを要求される すなわち，排山時されるパラスト水中

の生物量は D2基准以下でならなければならず，この D2基市三

は次のようなものである．

1) 最小サイズ（minimumdimension）が 50ミクロン以.！・.

の増殖可能な（viable）生物（以下Lグループと略称）は

1 ma当たり 10個体未満

2) 最小サイズが 10ミクロン以上で 50ミクロン未満の増

ダ直吋能な生物（以下 Sグループと略称）は 1ml角たり

10似体未満

3) 人間の健康基i¥I¥となる指標病原菌は次の量以 F

3-1. 毒素生産性コレラ繭 0-1および0139がパラスト

;)< 100 m：当たり 1du未満，あるいは動物フ。ラン

クトン禄重 lg当たり lcfu 未満

3-2. 大腸菌がパラストぷ 100ml当たり 250cfu未満

3-3. 腸球的がパラストノk100 ml当たり 100cfu未満

この基準に記されている性物量については，きちんとした科

学的似拠があって決まったものとは言い難い．もちろん，根拠

はないわけではなく，たとえば ICESが 2003年にパラスト水

条約を審議している MEPCに提出したノてラストタンク内の生

物量調査結果（ICES 2003）などが MEPCにおける作業部会で

の議論の出発点となった． しかし，作業部会における議論がな

かなか科学的にならなかったのと同機， MEPC本会議における

討議は“thesprit of compromising，，が大いに発揮された結果，

見かけ中痛と思われる数字に決まってしまった．研究者として

は慰協に耐えないが，政治は科学とは日lj物である．

なお， LとSグループ。の生物をそれぞれ動物と柄物フ。ランク

トンと考える者もいるが，これは間違いである．水1j1の単細胞

プランクトンのほとんどは動物でも植物でもなく原斗民生物であ

るため，動物あるいは植物プランクトンに入れることはでき

ず，原生生物プランクトンとなる．このような分類学的な分け

方を必準に導入すると，どの種類が動物，どれが値物，さらに

はどれが原生生物といった細かいことまで記す必要ができ，か

えって混乱を招くことになりかねないということが，議場にい

た少数の海洋生物’y’t与の考えプjであった．大きさのみの基準の

ほうが的再定ですっきりしているのである

条約の基準は以トの各自~jに記すような実行上の困難さがある

一方，実際の／主物拡散防止策として役に立っか疑問をもたれて

いる節もある．すなわち，生物移動防l卜Aの観点からは，基準値

が大きすぎ，パラスト木rjI lこ生き残って排Aくされてもよい生物

量が多いため効果が見込めないと｝＆＼われる．例えば，パラスト

;J< 5,000トンの中罪判船では， 50μm以ヒの生物量がパラスト；）＜

1 m:1当たり 5個体とするとパラストノド全体で、は 25,000倒体，

また｜司様に lOμm以上で 50μmより小さい生物量が lml当

たり 5個体とするとパラスト水全体では 25,000,000,000個体

(250億個体〕もになる果たしてこの状態で環境保全がなしう

るかどうか非常に疑わしい． しかし現実にはそのためにたい

へんな努力と費出を費やしているという状態がある．なお，米

国はこの状況を考慮して，条約より 10～100倍厳しい独白規
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制を白内法で準備しようとしているが，まだ実現には至ってい

ない

4. パラスト水処理基準の唆妹さ

指標J1川原産iを｜徐く LとSグループの生物には最小サイズと

いう大きさ測；心法の決まりがある．これは，生物の長さ， I幅，

！デみのうち最小の部位ということであるが， この測定が平年易で

はない，当然のことながら，生物は成長にf、n、休の大きさを変

えるため，種によるサイズl天分を一律に決めておくことはでき

す，何休ζとに測定をしなければならない． しかし プJでは，

；｝＜.生生物には体の浮力を増すため多くのうた起をもつものや扇平

のものが多くち顕微鏡ドでの測定に生物体を同転させなければ

ならないなど特殊技術を要する．また，顕微鏡下の生物がSグ

ループに属するか否かは，最小サイズが 10ミクロンという計

測の難しい小さな値以とか丙かによるため，判定に悶ることも

ある SとLグループの反別は長小サイズが 50ミクロンであ

るが，この｜刊jグループ間では基準価（拍手当値）に 100万倍の迷

いがあるため，わずかの計測値の元，炉IJえは、49と50ミクロン

の差が，グルーフ。に入る性物数を変え，装置の承認の可1rrに影

響する．

；｝＜.生生物には浮遊力を哨すため群体を形成している生物も多

い. 1伺休ずつを考えれば最小サイズが 10ミクロンより小さ

い種が，数卜も集まって螺旋状群休となり，群体の最小サイズ

が 50ミクロンをmえることもまれではない．このようなJ易〆台

には，群体を 1伺休と見なしし，その群件；の最小サイズでグ

ループ分けをするような提案がとl本から IMOに提同されたこ

ともあった．

「増殖可能な」という viableという形容詞も判定が難しい言

葉である 処理装置により何らかの損傷を受けている生物が，

回復司能か不吋能かを判断しなければならず，その生物に運動

性があれば判定が谷易であるが，卵やシストといった場合には

培養を試みる以外， i正確な判定は不可能である． しかも，培養

により騨化，発穿する生物の数はJ古養条件により変化すること

が分かつており，標準状態を決めにくい難しさもある．生死判

定にはクロロフィル蛍光や蛍光色素 FDAを使う h法もある

が，完全に死んでいるものと健全なものを除いて，中山の個休

が復活するのかそのまま死んでしまうのか判断に苦しむことが

多い．

5. 排水パラスト水中の生物量測定の難しさ

処理基準のうち Lグループの生物量は lm3当たりの生物量

を規'.<Eしている． この生物量をIF.ii¥tに推定するために必要なパ

ラスト木量は要求される正確さにより異なるが，条約を補完す

るために作られたガイドライン G8によれば lm3の排山パラ

ストオくを採取することになっている. G8は装置開発のための

ガイドラインであるが，実際の排出水の分析法準にもなってい

く可能性が1l'6い．なお，排出パラスト水中の生物量を寄航同が

検査するためのガイドライン G15はまだ完成していない

問題は，基準が lm3当たり 10個体米満という彬めて少な

い個体：数になっており，そのためわずかな水量の違いや検鋭量

の迷いが結果に大きく影響することである．プランクトンの定

量では，採水あるいはネットで採取した試料からさらに代表試

料を抽出して分析し，全体匿を推定することが普通に行われて

いる．その紡果は·~;cLの幅をもった推定値であり，たとえば 1

m日当たりの生物量といっても，実際には百分のーの量を検鏡

し，山倍している．しかし，今回この条約では Lグループの生

物量を lm:1当たり 10個体以下と規定しており，従来の方法

にはないような厳密さを要求している．最小サイズとJ自由「リ能

性を判定しながら lm3 ''1たり 10個体以Fといった厳需な精

度で計数をすることは，フローサイトメーターなどの機械では

できないため，熟練した技術者が必裂である．特に，ろ過や機

械的方法で生物を除去してしまう方法ではさほど問題はない

が，力｜｜熱や紫外線照射などで殺滅する方法では死亡似体の形が

健全何休と変わらずに残るため，処理後生き残り伺体数の百十数

には非常な困難さが伴う．

6. 装置開発における試験実施の難しさ

パラストノkを処理するための装置開発においては模擬パラス

トタンクを使った陸上試験と，実用規模で装聞を耐＼ 1~. に設問し

て行う船l：試験を行い，その件能を証明しなければならない．

特に前者では Sグループのプランクトンを 1ml当たり 103個

体以上の量を入れた 400m3以上のタンク奇準備することが要

求されている． これには試算で，東京湾の春季の海水約 2,800

m3以上を何らかの方法で損傷なく濃縮する必要があるが，こ

の：；はとても実際に取り扱い可能な量ではない． そのため， 1 

ml斗たり 1os～1 06個体以とに濃密に培養した細胞を実験時

に添加することが考えられるが，濃需に上自養することができ，

しかも最小サイズが 10ミクロン以上である稲は極めて少ない．

実際に筆者もいろいろな積を対象に検討を加えたが，通常のプ

ランクトン測〉どのように体長を基準とすれば 10ミクロン以上

である積は多いが，最小サイズが必ず 10ミクロン以上となる

積でl古養できる種はほとんどなかった．現夜考えられている京fi

は10ミクロン以下になることもある種で， jj＼数時に当該穏の

み 10ミクロン以下でも百十数するといった特別な扱いを必要と

するが，装18'開発における実験要領を定めたガイドライン G8

にはこの取り扱いはもちろん記されておらずー国際的に特別な

取り扱いとして認められるか否か，今後の検討が重要である．

7. 化学的処理を行う場合の問題

薬剤lなど活性物質を，単独あるいは他の機械的方法などと併
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用してパラスト水処ffj]を行い，水中の／十物を殺減しようとする

助合には，使用する活性物質による企次的影響を以jぐ配慮が、竹

然必要である. IMOではこのためにガイドライン G9を作成

し，海洋環境保全の科学的側出に閲サる専門家会議（TheJoint 

Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environ目

mental Protection; GESAMP）に依頼して，活性物質の急性や

慢性毒性について検討を加え，その上で安全とされる物質のみ

処理法に使用することを許すようにしている．この際にまだ決

訟のついていない問題がある．排出特に環境に影響を与えない

濃度の活性物質では，細菌をすべて完全に殺すことは不可能で

あり，ノてラストタンク内で航行中に治性物質が分解されて濃度

が下がってきた局合に，生き残った細菌が再び増殖すると陥測

される これを防ぐため，排出時にも純！菌をt剛直させない量の

活性物質がパラスト水に残る方法が考えられている． しかし，

この量は時には排出水域にいる生物を殺滅することにもなりか

ねない量である．

簡単に記すと，生物を移動させないため，時には港湾の斗守物

が死んでもやむをえない量の活性物質を使う可能性が名えられ

ているということである．米国では，処間をした証拠はパラス

トノ1］＜.排出時に薬剤が残存していることとするとの考えすらあ

る．わが国のように港湾に荷役埠頭だけでなく養殖施設も共存

することの多いところでは受け入れにくい考えゐムではあるが，

生物移動を防ぐためにはここまで許されるか検討する必要があ

ろう．

パラスト水管盟条約に基づくパラスト水処国は必要で、ある．

しかしその開発には数年にわたる日数と数億にもなる多大な

資金，多くの努力が必要で、あり，実際に処理主装置が船舶に搭載

された後も多額の運転資金がかかる． この費flJは当然、運賃に転

嫁され，最終的には積荷の値段すなわち商品の値段に跳ね返っ

てくる．物価が」今がることが考えられるが， この費用は環境を

γるための費HJとしてわれわれは受け入れざるをえない．その

費用・努力に見台った環境保護の成果をねるためにも，よりよ

い処理装汽を製作することが大事と考える．
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