
 

第３回 津波対応型救命艇に関する検討会 
 

 

 

日時：平成 24 年 10 月 17 日(水曜日) 

14:00～16:00 

場所：高知県教育会館高知城ホール「多目的ホール」 

 

議 事 次 第 
 

１．開会 

（１）四国運輸局長あいさつ 

（２）座長あいさつ 

 

２．議事 

（１）津波対応型救命艇の試作及び試験・調査 

（２）津波対応型救命艇の導入にかかる手引き（案） 

 

３．その他（今後のスケジュール 等） 

 

 

（全体で 120 分程度を予定しています） 

 

 

資料１：メンバー表及び座席表 

資料２：「津波対応型救命艇の実用化に関する調査」について（プレス資料） 

資料３：津波対応型救命艇の試作及び試験・調査 

資料４：津波対応型救命艇の導入にかかる手引き（案） 

資料５：津波対応型救命艇開発の今後のスケジュール 

参考資料１：南海トラフの巨大地震による津波想定 

参考資料２：津波対応型救命艇の政府内での位置づけ 

 



       

 

 

 

平成 24 年９月 12 日 

 

 

「津波対応型救命艇の実用化に関する調査」について 

 

 

平成 24 年９月 12 日、「津波対応型救命艇の実用化に関する調査」予算（内

閣府 平成 24 年度災害対策総合推進調整費 予算額：45,129 千円）が承認さ

れました。 

これにより、四国運輸局では、本年度内に下記の調査を実施します。 

 

 

記 

 

調査概要：避難困難地域、災害時要援護者等を対象に、「津波対応型救命艇」を

試作し、以下について評価・検討します。 

 

① 必要とされる安全性・機能性とそれに応じた具体的仕様 

② 試作艇の設計・建造及び安全性評価・解析 

③ 設置・運用体制 

④ 安全性・機能性ガイドライン策定 

 

以 上 

 

四国運輸局 
国土交通省 

資料－２ 



平成24年10月17日

「津波対応型救命艇」の試作及び試験・調査

四国運輸局

orimura-t62hd
テキストボックス
資料－３
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大項目 9 10 11 12 1 2 3

艇体の設計

緩衝材の設計

強度評価

内装の設計

プロトタイプ艇の製作

衝突試験

公開／意見収集・まとめ

設計検討

内装設計

本体製作／緩衝材施工 内装

公開

解析／実験／評価

部分試作試験

モデル作成

まとめ

計画 準備 試験

部品手配

１. 業務実施体制・スケジュール

※本スケジュールは10月1日時点から業務開始することを想定

●ＩＨＩ(株)と請負契約締結

●艇体本体の構造変更は最⼩限に抑えて設計期間を圧縮。プロトタイプ艇の製作・内装の期間を確保する。

●緩衝材の設計・強度解析・内装の設計／⼿配を、艇体の製作と並⾏させ、効率的なスケジュールを策定。

●新たに技術検討委員会（3回程度開催）を設置して審議するほか、仕様などに関する打ち合わせを綿密

に⾏い、試作艇の製作に反映する。
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緩衝材

２.技術提案の内容
① 製作を計画している試作艇の概要
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津波対応型救命艇の設計・製造に当たっての重点ポイント

(1) 艇体としての機能性の確保
・指向性 ： 既存救命艇の船型を活かす。
・復原性 ： 緩衝材（後述）を含めて復原性を確保する。（計算及び試験で確認する）
・動揺対策 ： ビルジキール等を設置する。
・着底時の安定性：船底に防舷材を2列設置する。
・洋上流出の防⽌：流出防⽌⽤係留索を、艇の傾斜などにも配慮して取り付ける。

(2) 乗艇者の安全性の確保
・耐衝突・衝撃性： 緩衝材を設置し、10m/sの設計津波流速で衝突時の加速度に耐える設計を

⾏う。
・人体の衝撃対策： クッション性のシート＋4点式シートベルト、ホールド型ヘッドレストを設置する。
・耐貫通性 ： 乗艇者の座面・背面に、特殊材料製の貫通防⽌板を設置。鉄筋等の貫通を防

止する。
・艇内の打撲対策：手摺へのクッション材巻きつけ、転覆時に対応した天井への緩衝材設置等。
・火災への対策 ： 艇外への散水装置、 艇内は消⽕器を搭載。内装は極⼒難燃性素材を採⽤。

(3) 快適性の確保
・⼼理⾯ ： 空間の広さ、 色調（ベージュ・ブラウン系）、採光窓（6か所）、LED照明
・ユーティリティ ： トイレを1個設ける、 座席下や床下に収納スペースを設ける。
・サバイバル ： 7⽇間分の⽔・⾷糧、 保温材・保冷剤等を搭載。
・起⽴・移動者対応：上下方向・前後方向に手摺を設ける。



② 巨大津波（設計津波流速10m/s）に遭遇した場合の艇の
強度設計・評価方針
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艇体への耐衝撃性（10m/s での衝突に耐える）の付与方法

(1) 艇体外周部に緩衝材を設置し、衝突のエネルギーを吸収させる。

(2) 船舶の衝突緩衝用防舷材としての実績をもとに、最適なものを設計する。

緩衝材

緩衝材

緩衝材の取り付け方法（参考）
※参考：20m型汎用巡視艇「ひめぎく」型 CL-142 巡視艇ひめざくら

・緩衝体は紫外線対策として被覆材で包み、
ベルト等により固縛する。

ビルジキール

船底防舷材
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艇体の耐衝撃性設計及び衝突試験

艇がビル等の構造物と衝突する場合の想定事象
※「第２回津波対応型救命艇に関する検討会（5/31）」資料に付記

船側衝突

船首衝突



LED照明（可搬式）

77

収納庫（兼横臥スペース）

窓
窓

シートベルト
（目立つ色で隣

と識別）

フラットに近い床面を確保

ベージュ・ブラウン系を基調

安全性及び居住性（内装）

ヘッドレスト

クッション性
シート材



④ 艇の設置場所、設置⽅法及び維持管理その他実⽤化にあたって配慮すべき事項
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(1) 実用化された艇が配備された場合の設置場所、設置⽅法及び維持管理に関すること
① 設置方法に関する検討
避難困難区域（広範囲）・⽼⼈福祉施設・幼稚園・保育所に対する要望が多く、これらの場所の特性に合わせた乗
り込み用架台等を検討、提案する。
② 維持管理に関する検討
・関連法規・規則や船舶用救命艇の実績に照らし、主な維持管理項⽬を抽出し、維持管理要領を作成する等。

平面図 正面図

手摺
階段

（道板）

想定津波遡上方向

(２) 陸上、救助機関との通信⼿段

【基本方針】 無資格者でも位置通報と音声通信が可能な最も身近な手段を検討する。

(３) その他、艇に必要な要件、搭載設備等

【電気機器についての考え方】

乾電池・太陽電池等、メンテナンスフリー（または交換が容易）なものを採⽤し、⾮常時の機能性を確実にする。

【既存の船舶⽤救命艇の装備品の⾒直し】

⾷糧品には、単にカロリーを摂取する「救難⾷料」ではなく、少しでも食事を楽しめるよう、市販の非常食を採用する等



資料－４ 

 

「津波対応型救命艇」の導入にかかる 
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平成２４年１０月１７日 

 

四国運輸局 
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第１章 はじめに 

 

東日本大震災の甚大な被害は、我が国の津波避難対策に抜本的に見直しを迫り、

中央防災会議防災対策推進検討会議の下に設置された「津波避難対策検討ワーキ

ンググループ」において、南海トラフ巨大地震を対象として具体的な対策を進め、特に

津波対策を中心として実行できる対策を速やかに強化していくことが重要との認識の

下、当面取り組むべき対策等をとりまとめた中間報告を７月 19 日に策定した。 

さらに、南海トラフの巨大地震については、「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

において、科学的知見に基づき、南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定す

べき最大クラスの地震・津波の検討を進め、本年３月31日に第一次報告として、震度

分布・津波高（50ｍメッシュ）の推計結果がとりまとめられ、８月２９日に第二次報告と

して、10ｍメッシュによる津波高及び浸水域等の推計結果がとりまとめられ、並行して

被害想定手法等について検討を進め、今回、第一次報告として、建物被害・人的被

害等の推計結果がとりまとめられた。 

この「最大クラスの地震・津波」は、現在のデータの集積状況と研究レベルでは、そ

の発生頻度は極めて低いものの、最大クラスの津波の高さや津波到達時間が、実際

に避難するに当たって厳しいものである。避難場所や避難施設の整備については、

命を守ることを最優先として、この最大クラスの津波への対応を目指す必要がある。 

津波から身を守るためには、高台に避難することが大原則である。しかしながら、

高台までの避難に時間を要する場合や、背後に避難に適さない急峻な地形が迫る沿

岸部地域、また、保育園、幼稚園、高齢者施設といった乳幼児やお年寄りなどの災害

時要援護者については、津波からの避難場所や避難路・避難経路の確保が容易で

ない。 

これらの課題に対する現実的な対応策の一つとして、津波避難タワーなどの避難

施設等の整備や堅固な高層建築物を一時的な避難のための施設として利用する、い

わゆる津波避難ビル等の指定など、対策が考えられているが、これを補完する新た

な方策のひとつとして「津波対応型救命艇」を提案している。 

一方で、津波対策としてシェルターのような様々な装備が開発・販売されているが、

安全上の要件や災害時の利用・運営等について、十分検討する必要がある。 

また、大型の船舶に搭載が義務づけられている船舶用救命艇についても、津波の

衝撃や瓦礫との衝突に対する安全性は考慮されておらず、津波対策として用いること

には無理がある。 

「津波対応型救命艇の導入にかかる手引き」では、津波対応型救命艇に求められ

る安全性と必要な性能を示すとともに、設置する場所・利用・運営方法等の留意点、

災害時（乗艇時）のマニュアル（緊急行動マニュアル）、生き残るための対策（生存指

導書）等を示すものである。 
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第２章 津波対応型救命艇の特徴 

 

１．津波高さに影響されない 

どんな高い津波でも水面に浮いているため安全に避難できる。（想定津波高さに左

右されない） 

 

２．小さなスペースで設置できる 

わずかな土地(平坦地)があれば設置でき、軽量なため低層ビルの屋上にも設置可

能である。そのため、避難者の職場や居住地に近接して設置することで、避難時間を

大幅に短縮できる。 

 

３．設置場所を移設することができる 

津波避難タワー等が整備されるまでの仮設避難設備として設置し、タワー等が完

成した後は別の場所に移動して活用できる。海水浴場等の季節により利用者数が変

動する場所には、津波対応型救命艇の数量を増減させて設置するこが可能。 

 

４．海水に濡れることなく避難ができる 

津波の力による外傷や海水に濡れることによる体温低下が防げるので、生存の可

能性が高まる。 

 

５．早期に供給できる 

工場生産であるため、供給体制が整えば、半年程度で製造可能である。 

 

６．安価で供給できる 

現存の同じ大きさの船舶用救命艇は、一艇あたり約数百万円。津波対応型救命艇

（２５人乗り）も同程度の見込み。（目標） 

 

７．大切な品物等の保管ができる 

避難者が特定されている津波救命艇においては、平素から写真等の大切な品々

を津波対応型救命艇の中に保管することで津波による被害を防ぐことができる。 

 

８．海岸地域での活動を支援できる 

漁港や海岸に置くことで、海岸地域での就労者の就業範囲を広げることができる。 

避難誘導等に携わる警察、消防等の保安職員の最終的な避難方法として活用でき

る。 
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９．復旧復興時での避難施設として活用ができる 

発災後の復旧復興時には、体育館等の一時避難場所に津波対応型救命艇を運ん

で併設することで、救護所や入浴設備等プライバシーを確保する必要のある施設とし

ても活用できる。 

 

１０．既存の船舶用救命艇の技術を活用ができる。 

船舶に搭載が義務づけられている従来の船舶用救命艇についても、津波の衝撃

や瓦礫との衝突に対する安全性は考慮されておらず、津波対策としてそのまま用い

ることには無理がある。しかしながら、船舶用救命艇が有する、そもそものサバイバ

ル機能、浸水しても沈まない不沈性能や転覆しても自動的に元に戻る復元性能の技

術を活用ができる。 
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第３章 津波対応型救命艇の活用方法 

津波対策については、迅速かつできる限り高い場所に避難することが基本であり、

津波対応型救命艇は、そうした避難が困難な場合に利用される避難対策である。し

かしながら、津波対応型救命艇は、どんな高い津波高でも水面に浮いて避難できる

特徴があることから、高い救命性を有するものと考えられる。 

避難対策の検討にあたって、津波対応型救命艇は、やむを得ず利用される緊急的

な避難対策であっても、想定される最大クラスの地震による津波高や津波到達時間、

地形的条件によって、津波からの避難が困難で避難施設の整備が現実的でない地

域（避難困難地域）に対し、費用と有用性を踏まえると、かなり高い確率で搭乗者の

安全を確保することができる手段として認識しておくべきである。 

 

特に、「津波避難対策検討ワーキンググループ」報告にあげられている社会福祉

施設、病院、保育園など学校における避難対策の充実・強化では、避難の困難性を

鑑み、施設の耐浪化や高台への安全な場所への計画的な移転など莫大な費用と時

間を要する方策が必要となっている。それまでの対策を進める間に、津波対応型救

命艇を施設屋上や施設横に設置することで、未就学児童、高齢者、身障者など災害

時要援護者を短時間で避難を可能とし、災害時要援護者だけでなく、施設職員や保

育士など避難支援者の被災を回避にも活用できる。 

 

また、避難の実行性を高めるためには、避難路・避難階段、津波避難ビル・津波避

難タワー等の確保を進めることが必要ではあるが、海域海岸利用者や自動車利用者

など迅速な情報伝達ができずに、逃げ遅れることも想定される。逃げ遅れた避難者に

対する第２、第３の避難基地として、また、比較的に発生頻度の高い津波に対応する

が、最大クラスの津波に対応していない避難ビルや避難タワーの屋上に避難を補完

する設備として、津波対応型救命艇を設置することは有効である。 

 

避難誘導や水門の閉鎖等の活動をする避難支援者（消防団、警察官）や沿岸域の

作業者なども安全を優先してルール化を図ることとなるが、万が一のバックアップとし

て津波対応型救命艇を活用することで、避難支援者等の安全性を高め、活動しやす

い環境を整備することもできる。 

 

ただし、他の避難施設と同様、津波対応型救命艇については非常に切迫した災害

初動の時期に活用するもので、利用・運営体制をあらかじめ十分に検討しておかなけ

ればならない。利用者・所有者等の積極的な訓練・シミュレーションが望まれ、従来か

らの総合的な防災対策と地域の中で効果的に融合することで、減災・多くの命を救い

だすことが可能となる。 
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老人施設に

低層病院に

 

個人宅の庭先に

幼稚園に
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第４章 津波対応型救命艇の要件 

津波対応型救命艇は、どんな高い津波高でも水面に浮いて安全に避難できる特徴

があることから、巨大津波に遭遇した場合には、かなりの高い確率で、艇内における

乗艇者の安全性を確保するとともに、救助までの一定期間、生き残るためのサバイ

バル性能、艇内の居住など機能性を担保していなければならない。 

 

１．安全性 

津波対応型救命艇は、搭乗者の安全を確保するために、以下の要件を有してい

る。 

１．巨大津波で流されて構造物と衝突しても安全な強度を有している。 

２．万が一、転覆しても自動的に元に戻る復元性能を有している。 

３．万が一、浸水しても沈まず、出入り口の開閉が可能な不沈性能を有している。 

４．海上火災で、火の粉を浴びても炎上しない難燃性能を有している。 

５．巨大津波にさらされても、確実に浮上するとともに、着底時に安定性を有してい

る。 

 

２．機能性 

津波対応型救命艇は、救助までの一定期間、生き残るために、また、救助機関に

速やかに救助されるために、以下の要件を有している。 

１．救助までの一定期間の非常用食料、水、応急手当用薬品等を常備している。 

２．快適に過ごせるように必要なトイレ、照明設備等を有している。 

３．速やかに救助されるために、発見されやすい仕組みを有している。 

４．救助しやすくするために、流失しにくい仕組みを有している。 

５．的確な判断や連絡できるために、外部との通信機能を有している。 

６．要援護者がすみやかに乗船でき、人を負ぶっても搬入できる出入り口を有してい

る。 

７．どのような状況で着底しても、出入り口が確保されている。 

 

《今後スキームを検討》 

上記の要件をより具体化した基準・試験方法を定めた「安全性・機能性ガイドライ

ン」を策定（実用化に関する調査で検討。）。 

製造事業者は、「安全性・機能性ガイドライン」に適合するように、実用艇の設計・

製作する。 

利用者が安心して津波対応型救命艇を購入できるように、製造など入口段階で検

査するような一定の基準を適合した艇を保証するスキームが必要である。 
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第５章 津波対応型救命艇の利用・運営の留意点 

１．災害時の対応 

① 地震による大きな揺れ又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じたときは、最大クラスの津波高を想定し、原則徒歩で救命艇への避難を行う。 

② 大津波警報が発表された場合には、救命艇への避難を行う。 

③ 防災行政無線、サイレン、広報車等により避難勧告及び避難指示が出された場

合には、救命艇への避難を行う。 

④ 高齢者施設、保育園、幼稚園、身障者施設、病院等においては、各施設ごとに救

命艇への避難責任者（職員）を取り決め、津波避難計画をあらかじめ定め、救命艇

の出入り口の開閉を行う。 

⑤ 救命艇避難時には周囲へ目配りをし、声をかけたり、手を引いたりするなどの状

況に応じた助け合いを行う。 

 

平時の運営 

① 集落においては、救命艇への避難についてのリーダーをあらかじめ指名するもの

とし、変更があった場合には速やかに補充するものとする。   

② 災害時要援護者（車椅子利用者、身体障害者、高齢者、幼児、病人、観光客、外

国人等）の避難援助は、地域の実情に応じた津波避難計画により、自治会、自主

防災組織及び家族単位であらかじめ定め地区ごとにその人数を出来る限り把握し

ておく。 

③ 救命艇設置時には、各地域において関係者を含めた操作等の研修を実施する。 

④ 各市区町村においては、住民基本台帳等により定員を満たす救命艇を確保し、

定員オーバーになることも想定のうえ、近隣の救命艇の設置場所について広く周

知を行う。 

⑤ 夜間の津波に備え、救命艇に夜間照明を設置する。 

⑥ 救命艇設置場所表示を設け、入り口を明確にする事。 

 

周知 

① 津波対応型救命艇の設置場所は、自治会・婦人会・青年団の総会等を活用して

広く地域住民に知らせるとともに、自治会等が作成する防災マップや新聞、回覧

板等により定期的に、また的確に周知するよう努める。 

② 津波対応型救命艇の設置場所は、市区町村の広報誌及びホームページ等によ

り広く住民に周知する。 

③ 市区町村においては、津波対応型救命艇の設置場所を示す看板を設置する。 

④ 海抜標識等により、自身の生活圏等の海抜を確認させる。 

⑤ 住民には、自分の命を自ら守る「逃げる」との観点から、地震による強い揺れを感
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じたら急いで避難する事を周知徹底させる。 

⑥ 住民には、防災行政無線、広報車、サイレン等により津波対応型救命艇への避

難を周知徹底させる。 

 

啓発 

① 地域住民の津波に対する危機意識が低い場合は、迅速で的確な避難ができず、

命を守る事が出来ないおそれがある。適切な避難行動が取れるよう、津波の危 

険性及び避難の重要性について、防災教育、研修等を通じて啓発活動を行う。 

② 津波対応型救命艇を設置する施設所有者（高齢者施設、保育園、幼稚園、身体

障害者施設、病院等）には、普段より津波防災全般について啓発を行う。 

③ 家庭、学校、地域コミュニティにおいて津波の危険性、避難の重要性についての

啓発を定期的に実施する。 

 

訓練等 

津波対応型救命艇への適切な避難の実現には、地域住民の避難行動、自治会地

域コミュニティ等における連携、及び自治体の対応のそれぞれの役割が十分に発揮

される必要がある。津波発生から終息までの時間経過に沿った訓練内容を設定し、

実施時期についても、季節、昼夜等を設定のうえ状況に応じた円滑な避難ができるよ

う、避難訓練を適切かつ効果的に実施する。 

 

２．救命艇の維持管理に当たっての留意点 

① 救命艇にはシリアルナンバー（登録番号）を付けて管理し、災害時の救助方法の

計画を立てたり、救助機関の回収を容易にする。 

② 津波対応型救命艇の使い方になれることも目的として、老人ホームの集会や幼

稚園の遊具等として開設するのも一案。 

③ 平時の有効活用として、イベント等で活用するために移動が容易とするような機

能を付加することも一案。 

 

《今後スキームを検討》 

できるだけ安価に維持管理し、災害時にその機能を確実に発揮するための仕組み

づくりが必要。 

・艇の登録リスト（所有者、連絡先、想定搭乗者名簿、カルテのバックアップ） 

・維持管理支援（賞味期限切れの食料の交換時期の通報） 

・艇の定期検査（通信機器の確認） 

・訓練支援、・保安対策（盗難、いたずら） 
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第６章 発生時の津波対応型救命艇の運用等 

 

１．緊急行動マニュアル(Emergency Operating Manual) 

記載する内容（案） 

・救命胴衣等の着用、シートベルト、ドアの閉鎖、情報収集。 

 

【参考：船舶救命艇の行動指導書】 

 

２．生存指導書(Survival Book) 

記載する内容（案） 

リーダーの選出、担当役割、生存維持のための措置、食糧・飲料水の取扱い、

艇からの退出のタイミング 等 




