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 全国の一級河川で発生する水質事故は直近3年平均で年間1230件ほど報告され、そのうち概ね

8割が油流出事故となっている。燃料油は生物への毒性があり、比重が軽く拡散しやすいため、

極力発生源近くで除染を終えることが望ましい。油事故に対しては一般的にはオイルフェンス

が多用されるが、小水路では逆に使い勝手が悪く、現場での油膜回収効率はそれほど高くない

場合がある。ここではでは昨年、今年と比較的大規模に発生した油流出事故に対し、油事故専

門家の助言に基づき、小河川に適応した簡易で効率的な油膜回収手法を実施したので、手法の

概要を報告するとともに、今後の課題を述べる。 
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1. はじめに 

 北海道内の融雪期における油流出事故が多いことはよ

く知られている。燃料油に含まれる炭化水素には生物に

対する毒性が高いものがあり、特に卵や稚魚への影響が

大きいとされる。融雪期はサケマス稚魚の降海時期と重

なることから、まず事故直後の油膜の流下・拡散をいか

に迅速かつ効率的に行うかが重要となる。油事故の通報

直後は河川管理者主導で事故対応を進めることとなるが、

流速が30cm/s以上の時はオイルフェンスが役に立たない

ことや、油吸着材を用いる場合は油膜を十分に濃縮する

必要があるといった、油事故処理のノウハウを河川管理

者が必ずしも十分に理解していない場合がある。次章か

ら北海道における油事故の特徴について概説し、近年発

生した油事故事例、油事故専門家から得られた助言によ

り現場で実施した簡易な油膜回収手法、地元での事故防

止に関する啓発活動についての事例紹介をする。 
 

 

2. 油流出事故の状況 

 国土交通省が公表している一級河川の水質状況1)によ

れば、一級河川における水質事故は直近3年平均で概ね

1230件前後で推移（図－1）し、このうち約8割は油流出

事故となっている。また、北海道開発局建設部河川管理

課から提供を受けた資料によれば、H11年からH25年まで
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の水質事故発生件数の月別平均値は、4月が突出してお

り、融雪期の油事故発生件数が多いことが読み取れる

(図－2)。経済産業省の調査2)によれば、北海道の戸建て

世帯あたりのエネルギー消費は国内他地方と比べて灯油

への依存度が高く(図－3)、個人住宅や事業主による屋

外灯油タンク設置は広範に見られる。4月の油事故件数

突出はこうした積雪寒冷地特有の事情が関連している可

能性があり、次に事故事例を紹介する。 

 

 

3. 最近の油流出事故と対応 

(1) H25.4 士別市の民間企業研究施設 

a) 事故原因 

民間企業試験施設における屋外灯油タンク側部の油

量メーターが積雪圧力で折れ、灯油 6500リットルが流

出。(写真－１) 

b) 事故対応 

事故当初、旭川建設管理部士別出張所、名寄河川が

事故対策資材を原因者に貸与したほか、漁協を通じ公

益財団法人 海と渚環境美化・油濁対策機構（以降、油

濁機構と表記）の油事故専門家が派遣され、油膜回収

に関する技術指導が行われた。地上タンクから漏油し

た灯油は地盤に浸透し、さらに敷地内雨水側溝から地

砂地に滞留し、さらに小河川、道管理河川に流出して

いた。沈砂池には当初オイルフェンスが設置されてい

たが、帯油が著しかったため、名寄河川事務所保有の

スキマー(写真－2)を貸与し、油膜回収を行った。沈砂

地下流の小河川にも濃い油膜の流出が断続的に見られ

ており、当初、原因者による吸着材フェンスのみの対

応だったが、専門家の助言によりコンパネ堰（写真－

3）が設置され、結果、水面が堰上げされたことにより

写真-2 機械式油膜回収装置(スキマー) 

写真-3 コンパネ堰による油膜濃縮 

写真－4 屋外灯油タンクの配管(事故直後) 

写真-1 屋外灯油タンクと事故部位 

写真－5 配管改修後の灯油タンク 
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流速が低下し、油膜回収が容易になった。 

c) 除染および施設改修コスト 

原因者は大手企業であったこともあり、汚染土壌の

置換、油膜回収、施設内の灯油配管、灯油貯蔵施設の

更新も含め、施設全体で一億数千万円の費用を要した。 

 

(2) H25.4 名寄市学校施設 

a) 事故原因 

融雪期の雪氷隗が灯油配管に過剰な圧力をかけた結

果、配管の T 字部分(写真－4)が破損、灯油流出に至

った。屋外施設であり防油堤が設置されていたが、内

部は雪氷が堆積しており、漏れた灯油は防油堤外に容

易に流出する状況にあった。漏洩した灯油は700リッ

トル。 

b) 事故対応（原因者対応） 

灯油が流出した周辺の土砂を掘削廃棄し、集水マ

ンホールにおけるバキューム処理を行った。また、マ

ンホールに向かう水路の高圧洗浄を実施した。事故後

は配管系統が変更され、強度の高い部材に交換が行わ

れた(写真－5)。 

c) 除染コスト：約450万円 

 

(3) H26.3.31 名寄市内建設会社宿舎 

a) 事故原因 

建設会社プレハブ宿舎軒下の灯油屋外配管が落雪

により破損(写真－6)し、灯油が流出。流出量約 700

リットル。 

b) 事故対応 

油濁機構専門家が派遣され、発生源での汚染土壌

置換、流出河川（約１ｋｍ）における油膜回収に関す

る現地指導が行われた。滞油箇所ではスキマー(写真-

7)、小河川ではコンパネ堰(写真-8)が設置され、原因

者が協力的であったため、事故発生から概ね一ヶ月経

過後、ぎょれん担当者立ち会いの下、事故の収束が確

認された。 

回収水量：56m3 、回収土量：15m3、回収オイルマッ

ト2800枚 

c) 除染コスト：約1000万円 

 

 以上3ケースの事例により、凍結融解により固化した

氷雪塊や落雪が原因して配管がダメージを受けている点

が明らかとなった。寒暖差が大きい地方の場合、融雪期

の雪氷は日中の気温上昇とともに融解し、夜間に再凍結

するといったサイクルを繰り返し、氷塊化する。成長し

た氷塊自体が沈み込みながら配管に応力を加え、最終的

に配管が破損する、あるいや屋根からの氷塊の落下によ

り配管が破損するなどで、油流出事故につながったもの

と想定される。したがって、消防法による点検済みの施

設であっても、融雪期の気象条件によっては配管が被災

を受ける可能性が高く、こうした事情も融雪期の事故件

数の増加と関連性が高いことが考えられる。 

 

 

4. 既往の油膜回収技術について 

 各種水質事故に対する技術的指針は現在、水質事故対

策技術20093)により紹介されている。河川に有害物質が

写真－6 建設会社寮の事故現場 

写真－8 コンパネ堰による油膜回収状況 

写真－7 スキマーによる油膜回収状況 
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流下した場合の対策決定から作業内容、手順、油処理剤

の河川・湖沼での使用禁止等について紹介しているが、

現在電子データのみで配布されていることから、認知度

が低く、筆者らは関係機関への情報提供に努めている。

名寄河川事務所管内で近年発生した水質事故では直接大

河川に油が流出するケースよりも、近傍の自治体管理区

間の小河川に流出するケースが大半である。既往文献4）

によれば、水面上に拡散した油膜を一般的な化学繊維の

吸着マットで回収するためには、油膜厚が0.25mm以上必

要とされている。これは吸着マットの毛細管現象を利用

しているためで、吸着マット素材の間隙を下回る油膜厚

の場合、吸着率が落ちる可能性が高い。従って、油膜を

濃縮するためにオイルフェンスを水面全体に隙間無く展

張する必要があるが、融雪時期は河川周辺に雪が残って

いることも多く、オイルフェンスを設置すること自体が

困難である場合が少なくない。また、仮にオイルフェン

スの展張が可能であったとしても、流速が30cm/sを超え

る場合は油膜がフェンス下部を潜り、下流側に流出して

しまう。このため、後述するコンパネ堰を用いる方が油

膜回収に効率的な場合がある。このため、油事故対策は

全てオイルフェンスに頼るだけではなく、流速条件や水

面幅などの現場条件に応じ、油膜回収資機材を準備して

おくことが重要であるといえる。 

 

 

5. 効率的な油膜回収技術 

 油事故ではオイルフェンスでの対応が一般的であるが、

前述の事例をベースに、融雪期の油事故対応時に有効と

思われる技術を以下に整理する。 

 

(1) コンパネ堰 

筆者らはコンパネを水面に差し込む簡易堰(図－４)を

用いることで、流水を堰上げる油膜回収手法を推奨して

いる。これは水質事故対策技術2009で紹介されている樋

門ゲートを用いる事例と同様の原理であるが、コンパネ

と単管という汎用品を用いて、現地で油膜回収を行う技

術である。この手法はオイルフェンスや土嚢による水面

堰上げ方式と比べ以下のようなメリットが考えられる。 

① 油膜流下防止：コンパネで水面を直接遮断するため、

油膜のすり抜け防止が期待される。 

② 油膜濃縮の効率化：コンパネ堰上下流で流速が緩和

されるため、オイルフェンス設置が困難な水路でも

流速を緩和し、油膜を濃縮し易い。 

③ 回収効率の向上：複数のコンパネ堰を設置すること

で、仮に１段目をすり抜けた油膜も、２段目、３段

目の堰で補足され、結果的に回収率が向上。 

④ 設置が容易：コンパネや単管など、入手しやすい素

材であり、多段で設置するなど、現地に応じた設置

が可能。 

 一方デメリットとしては、水面幅が大きい場合は適用

しにくい事、油膜で汚染されたコンパネを産廃処理する

必要がある事などである。また、経験的にコンパネ堰の

設置間隔は１ｍ程度で3段以上あれば油膜回収上十分で

あるとみられるが、種々の水理条件での設置手法や堰周

辺での油膜の挙動の検証が今後必要と考えられる。 

 

(2) 機械式油膜回収装置（スキマー） 

 油事故に特化したスキマーは国内外で開発が進められ

ており、原理的に以下の３種に分類5)できる。①堰方式

(油が水面に浮く性質を利用)、②付着・吸着方式（円盤、

ドラム、ベルトなど油膜が付着する材を水面上で回転さ

せ、機械的に油膜を掻き落とす）、③機械式(C重油など

揮発成分が少ない油は風浪で粘度の高いエマルジョンに

なり易く、そうした油塊を網やネットですくい上げる)

などである。名寄河川事務所で保有する国内W社製のス

キマーは前述①の密度差を利用した堰タイプのもので、

水面上の油膜を選択的に吸引するものである。このスキ

マーは油膜が薄い場合は同時に水分も吸引するため、十

分な油膜圧が確保されていない場合は多量の水分も回収

してしまう。一方、英国V社のスキマーは前述②の付着

方式のスキマーの一種であり、油分のみを回収すること

に特化しており、同時に回収する水分は数％程度とされ

ている。 

コンパネ堰 

河川流 

油膜の濃縮 

図－４ コンパネ堰による油膜回収イメージ（堰板前後で油膜が濃縮されやすい） 

図示していない

が、コンパネ堰は

木杭や単管などで

支持する。 
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(3) 水槽を利用した油膜回収 

もし現場でスキマーが利用できない場合でも、図－5

に示す方法で油膜を回収することが可能である。まずオ

イルフェンスやコンパネ堰で油膜を濃縮し、さらに水中

ポンプで表面水を水槽にくみ上げる。水槽内で油水が分

離するので、濃縮された油膜は吸着マットで容易に回収

できる。一方、油分を含まない水は水槽下部ドレンから

オイルフェンス上流の河川に戻せばよい。これにより回

収水全量を産廃処理にかけなくて済み、処理に必要な運

搬・処理コストやCO2の排出を節減できる。 

 

(4) 融雪期の油漏れ事故時の留意点 

融雪期の油漏れ事故で特異的なのが、油膜が雪に吸着

されやすく、雪からの油の再移動があることである(写

真－9)。このため、油で汚染された雪自体も回収する必

要が出てくるが、スコップ等で油を含んだ雪を持ち上げ

ると油が滴り落ちるため、ビニール袋等に素早く回収す

るか、もしくは河川の状況にもよるが、油で汚染された

雪を河川内に投入し、水温で雪の融解を進め、下流のコ

ンパネ堰で油膜を濃縮、回収するといった手法も選択肢

として考えられる。また、水路中の植物残滓が油膜を吸

着している場合もあるが、灯油は比較的揮発性が高いの

で、状況が許せば油膜流下・回収を容易にするために河

道内の植物質を河岸に引き上げておくことで、日中の気

温上昇とともに植物質に吸着された灯油を蒸発させると

いう選択もあり得る。 

 

 

6. 反省と課題 

①油膜回収技術の反省点と課題：油膜流下を阻止する

ためにはオイルフェンスだけでなく、状況によってはコ

ンパネ堰でも十分油膜流下阻止・回収の効率化が期待で

きることが分かった。今後、コンパネ堰の水理学的な機

能について、実験水路などで油膜を濃縮するために適切

な設置深、設置間隔などを明らかにするとともに、河川

管理者や維持業者向けの講習会等でコンパネ堰の設置方

法を周知していく必要がある。 

②スキマー利用の課題：スキマーなどの機械式油膜回

収装置は油膜が十分に厚い場合や長期間油膜が流出・滞

留するような現場での油膜回収に有効である。しかし機

種によっては多量の水分も回収してしまうため産廃処理

コストが増大する。産廃処理場では燃料を用いて回収水

を処分しているため、処理量が多いと燃焼に用いる燃料

が増加し、CO2 などの排気ガスが増えることになる。し

たがって、産廃に持ち込む回収水量は必要最低限にすべ

きであり、例えば現場で油水分離水槽を用いて回収水を

油と水に分離するか、水分を吸入しにくいスキマーを用

いるなどして、産廃処理量を低減する必要がある。 

③広報の反省点と課題：北海道の一級河川では統計的

に融雪期に油事故が頻発している事実があるが、これま

で、油事故防止に関する市民向け広報としては、自治体

広報によるものが主であった。筆者らは今年度より融雪

期の油事故防止や油膜回収技術、油処理剤使用に関する

啓発活動を開始(表－１)し、これまで、のべ３４３人の

行政関係者、市民、建設会社担当者が聴講した。油事故

には様々なケースがあるため、一概にすべてのケースで

当てはまるとは言えないが、ここで紹介した灯油漏れ事

故の場合、事故の収束までには流出した灯油コストの数

１０～１００倍以上が回収費用として必要になっている。

筆者らは啓発用に「油事故で流した灯油代の１００倍の

処理費用が必要」という文言を使うこととした。加えて、

石油系の燃料には様々な炭化水素化合物が含まれ、分子

量が少ないものほど毒性が高い6)とされる。また、油処

理剤を海洋で用いると、毒性の強い炭化水素の生物内の

濃度が高くなり、魚類の死亡率が増加するという報告7)

写真－9 雪が吸着した油の再移動状況（見やすくす

るためコントラストを強調） 

油膜凝集

油分を含まない
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コンパネ堰

水

油
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P

図－５ 水槽を利用した油膜回収方法（図中Pは水中ポンプやスキマーを表す） 
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もあるが、油処理剤のこうしたリスクについてはあまり

知られていないため、同時に啓発していく必要がある。 

④油事故専門家の派遣について：今回紹介した事故事

例では油濁機構(公益財団法人 海と渚環境美化・油濁対

策機構)の専門家による助言が事故収束の早期化に有益

であった。このため、大規模な油事故発生時には地元漁

協と協議の上、専門家派遣を依頼することが事態収拾の

早期化や地元理解を得るために重要であると考えられる。

油濁機構の油事故専門家は海域・陸域の油事故に精通し

ているが、現在2名が登録されているのみである。全て

の油漏れ事故に専門家派遣を依頼するのは現実的でない

ため、今後、河川技術者が技術力向上の一環として油膜

回収技術を学ぶ事が重要と考えられる。 

 

 

7. おわりに 

 水質事故は一級河川で把握されているものが公開され

ているのみであり、2 級河川や普通河川での発生件数を

含めると全国での年間の油事故発生件数はさらに多くな

ると考えられる。特に灯油依存度が高く、寒暖差の大き

い北海道では、融雪期の凍結融解による積雪の氷塊化と

それに伴う油漏れ事故リスクが高くなりやすい。このた

め、筆者らは今後も継続して環境保全連絡協議会、工事

安全協議会、出前講座などを通じて関係者への油事故防

止、水質事故対策技術、油処理剤の使用禁止、大規模事

故での油事故専門家派遣に関する啓発・情報提供を進め

ていきたい。 
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表－１ 油事故時の対策技術、事故防止、処理剤使用に関する啓発活動 

日時 実施内容 
行政関係

者 

市民、事

業者等

Ｈ26年5月2日 
災害時の協定会社（建設、コンサル）連絡会議（連絡体制、水防資機材情報共有化、油

流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤） 
9 32 

Ｈ26年5月21日 
水防連絡協議会名寄地方部会（重要水防箇所、緊急時連絡先、水防資機材配備状況等の

周知、油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤） 
40 － 

Ｈ26年6月3日 
上川総合振興局美深出張所での危機管理情報共有会議における情報提供（油流出事故防

止、油膜回収技術、油処理剤、オジロワシ保全） 
24 - 

Ｈ26年6月9日 美深危険物安全協会にて油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤 1 35 

Ｈ26年6月25日 工事安全連絡協議会（オジロワシ保全、油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤） 9 11 

Ｈ26年7月11日 
天塩川上流管内４者事業連携会議（道路、河川、ダム、農業） 

（オジロワシ保全、油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤） 
51 － 

Ｈ26年9月5日 
出前講座名寄農業普及センター（洪水災害、油流出事故防止、油膜回収技術、油処理

剤） 
10 － 

Ｈ26年10月7日 名寄川水質事故対応訓練（油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤） 66 54 

Ｈ26年11月4日 
出前講座（消防危険物取り扱い責任者研修会）治水、油流出事故防止、油膜回収技術、

油処理剤 
1 40 

                                      参加人数    211  132 

写真－10 出前講座における水質事故啓発状況 


