
1

第３回 津波対応型救命艇に関する検討会 議事録

日時：平成 24 年 10月 17 日（水）14：00～

場所：高知県教育会館高知城ホール４F大ホール

１. 開会

(１) 丸山 四国運輸局長あいさつ

四国運輸局長の丸山です。本日は第３回の検討会を開催させていただき、会長をはじめ

多くの方にお集まりいただきありがとうございます。本件については、四国外でも多くの

激励の声をいただいております。報道関係の方には本日の検討内容を全国に発信いただけ

ればと思います。

津波対応型救命艇を開発するためには皆様のお知恵も必要でありますが、開発に掛かる

お金も必要となります。今年度の防災に係る緊急予算として4,500万円の予算が確保できた

ため、企画コンペを行いＩＨＩの協力を得ながら開発を進めていくことになりました。

一部報道によりますと津波対応型救命艇の開発が待ちきれず、一般的にシェルターと言

われるものを買い求めている民間の方もいらっしゃるようであります。安全性等の詳細は

把握出来ておりませんが、津波に耐えられるものを開発することは相当難しいと感じてお

ります。津波の恐怖を抱えている皆様には半年間お待ちいただければと思っています。本

日後半には開発のスケジュールも説明させていただく予定ですのでご参考にしていただけ

ればと思います。

これから開発を進めていく津波対応型救命艇がどれほどのニーズがあるのかが課題とな

ると感じています。出来るだけ円滑に供給出来る体制を整えなければならないと思います

が、本日お越しの自治体の皆様には、各自治体においてどの程度活用が可能なのか、どの

程度の数量が必要なのかニーズをご検討いただけるとありがたいです。それらのニーズを

踏まえて早急な供給に向けた体制を整えたいと思っております。

先般、高知県知事にお会いしご相談をしていますと、災害時の避難オプションとして事

前の対策が必要であり様々な活用方法があるとのご意見をいただいております。また、愛

媛県知事、徳島県知事からも防災対策や地域産業、平時の活用等様々な観点からご意見、

励ましをいただいております。

今後とも委員の皆様から様々なご意見をいただければと思っております。本日も宜しく

お願いします。

(２) 座長あいさつ

本年の３月末、８月末に内閣府から南海トラフの津波想定、被害想定が出され、各自治

体でも検討が行われていますが、まだまだ充実していると言えない状況にあります。こう
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した状況を踏まえれば、災害発生時を見据えて様々な選択肢を持っておくことが重要であ

ると認識しています。

先ほど四国運輸局長から情報の全国発信との話がありましたが、本日の議論を充実した

ものとし、自信を持って全国に発信していけるものに出来ればと考えています。本日も宜

しくお願いします。

２. 議事

(１) 津波対応型救命艇の試作及び試験・調査

【事務局】

【資料２】を基に「津波対応型救命艇の実用化に関する調査」について説明

【事務局】

【資料３】を基に「津波対応型救命艇」の試作及び試験・調査について説明

【座長】

ありがとうございました。事務局からの説明についてご質問・ご意見があればお願いし

ます。

【学識経験者】

非常にイメージが掴みやすいものになっていますが、従来の議論でベースとなっていた

のは振り子型でしたが、今回の形態では強度に問題があるのではないでしょうか。

10m／ｓを想定するとありますが、これは東日本大震災を教訓とすればこの想定で良い

と思います。

また、様々な検討課題についても記載されている通り進められれば良いと思いますが、

老人ホームの寝たきりの方をどのように収容するのか等を将来的には考えていかなければ

ならないと思います。この点についてはどのように考えているのでしょうか。

【事務局】

提案では寝たきりの方をおんぶして収容し、横臥者のスペースに寝かせることを想定し

ています。プロトタイプの作成を進める中で検討をしたいと思います。

【事務局】

非常に重要な視点でありますが、実際に運用する場合には座ることが難しいかもしれま

せん。検討を進めていければと思います。

【学識経験者】

現在の津波対応型救命艇については関係法規について問題は無いのでしょうか。

【事務局】

これらに関連して規制する法規はありません。プロトタイプを作成する過程でガイドラ

インを作成していければと思っております。
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【研究機関】

スケジュールに記載されている試験はどのようなものを想定されているのでしょうか。

【事務局】

プロトタイプを製作した後に試験を行なう予定ですが方法は検討中です。

【座長】

試験は有人、無人のどちらで行うのでしょうか。

【事務局】

無人で行います。ダミーの人形を起き、どの程度の衝撃が掛かるのか等も測りたいと思

っています。

【学識経験者】

陸上に設置している場合に津波が来て流されることが想定されます。また、火災に巻き

込まれることもあると思います。津波の様相に対する挙動はどのように想定されているの

でしょうか。

また、船長を配置するわけではないため、艇内の人員がパニックを起こす可能性があり

ます。海上まで流された場合にどのような対応を取っていただくことを想定されているの

でしょうか。

【事務局】

津波対応型救命艇は津波の流れに合わせて流れていくことを想定していますので、瓦礫

にぶつかることはあまり心配していませんが、既存の構造物に衝突することは懸念してい

ます。

また、上から構造物等が落ちてくるということに対しては確率的に非常に低いと考えて

います。

【学識経験者】

設置されている場所によると思いますが、津波に流されると陸上の狭隘部に流されるこ

とが十分想定されます。そこで艇が止まり、火災に巻き込まれる危険性もあるのではない

かと懸念しています。

【事務局】

第２回の検討会でもご意見をいただきましたが、瓦礫に対しては緩衝材も備えており、

それほど大きな衝撃にはならないのではないかと思っております。

また、横向きに流される場合は速度が落ちるため衝撃は少ないと考えています。
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【研究機関】

検討されている内容は良いと思いますが、問題は運用だと思います。知らない人が乗っ

た場合にどのように対応してもらうのか、事前に検討しておく必要があると思います。

【座長】

津波対応型救命艇を実際に探し、救助していただく場合にどのような課題があるのかご

意見をいただきたいと思います。

【国の機関】

津波対応型救命艇の定員が25名となっていますが、立ち席は検討しないのでしょうか。

【事務局】

立ち席で10名程度を想定しています。または、横臥者２人を乗せることを想定していま

す。

【事務局】

25名乗りを基本としています。先ほど立って乗れると申し上げたのは、25名を超えてや

むを得ない時の話です。安全性確保に疑問はありますが、なるべく多くの人を救うという

概念から10名程度は定員を超えても乗れるような設計を考えようとしています。従って25

名を基本と考えています。

【国の機関】

立って乗る人の安全確保に課題が発生すると思います。救命艇内で負傷者が出ると艇内

でパニックが生じ、救命艇が十分に機能しなくなる恐れもあります。手すりを持つ以外に

何か工夫があればと思います。

また、津波対応型救命艇の設置方法についてですが、資料の内容では相当な抵抗が生じ

るのではないかと思います。係留索の活用についてはどのように考えていらっしゃるので

しょうか。

【事務局】

係留索は付けますが、一定以上の力が掛かると切れるような設計とする予定です。

また、津波対応型救命艇への抵抗についてですが、資料に記載している方法が最も進水

しやすいのではないかと考えています。

【国の機関】

救助機関として重要なことは、見つける・探すということに加え、どのような状況にな

っているのかを把握すること、そして、救出までの期間励ますという３点であると考えて

います。

見つける・探すという点については、津波対応型救命艇がオレンジ色をしていれば非常

に探しやすいと思います。救命艇内がどのような状況になっているのかは音声電話等を通
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じて早めに把握したいと思っています。

これらは、救命艇設計の基本方針に全て網羅されています。この方針で特に、音声通信

を重要視して設計を進めていただければと思います。

【事務局】

救命艇内部のパニックについては、艇内に備える行動指導書やサバイバルマニュアルや

艇内の張り紙等で混乱を招かないような工夫を取りたいと考えています。

【事務局】

ハードのみではなく、ソフト面で日頃から地域でのリーダー的な存在を育てておかなけ

ればならないと感じています。訓練も重要になると考えており、今後充実させていく必要

があると思います。

【座長】

火災への対策として、艇外への散水装置とありますが、内装・外装ともに安全対策の充

実をお願いしたいと思います。

【事務局】

艇内・外ともに安全性を確保するための十分な検討を行い、設計を進めていくこととし

ています。

艇外の散水装置については、手動ポンプを設置し、艇外へスプリンクラ―のような形式

で散水することを想定しています。

【地方自治体】

津波で流された艇がどのような向きとなるのか、係留索がどの程度で切れ、どこまで流

されていくかということは様々な状況を検討しておく必要があると思います。シナリオ１

つ１つに対して答えを出していかなければならないと思います。

今後、実際に試作品を製作していくとのことでありますが、各県知事の発言も踏まえて

、災害時の対応策を検討しておく必要があると思います。津波から逃げる選択肢の１つと

して検討しておかなければならないと思います。ここから話が飛びますが、産業振興等と

の関係を考えた場合、特許や知財関係の申請、製作に関する型枠、製造工程等についてど

のように考えておられるのかご説明いただければと思います。

【座長】

津波対応型救命艇の製作や製作に係る特許等の申請、地域の産業振興等については後半

議論させていただければと思います。

【地方自治体】

津波や地震が発生すればパニックが発生しますので、パニックが発生した場合に高齢者

、幼児を含めスムーズに乗り降りが出来るように検討していただければと思います。

また、食料の備蓄についても７日間程度が検討されていますが、その他にも季節性に応

じた対応が必要となるのではないでしょうか。例えば冷暖房の設置等はどのように考えて
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おられるのでしょうか。

【事務局】

冷暖房は儲けず、自然通気で換気することとしています。保温材や保冷材を別途設けて

暑さ・寒さを凌いでいただくことになると思います。

また、乗り込み時のパニック防止については、ハード面での対応は可能ですが、ソフト

面から日頃からの訓練が重要になってくると考えています。併せて検討を進めたいと思い

ます。

【地方自治体】

現実的に津波の中を救命艇がどのように流れていくのかイメージが浮かびません。どの

ような方が、どのようにして救命艇に乗り込むのか、また、負傷者や障害者等が乗った状

態で緩衝材等があれば安全性が確保されるのか、これら１つ１つの安全性が確保されなけ

れば普及させていくことが難しいのではないかと思います。

【座長】

普及に向けては安全性がどこまで確保されているかということが利用者にとって一番興

味深いものだと思います。衝突試験等を通じてどの程度の安全性が確保出来るのか利用者

目線での情報を提供していただければと思います。

続いて「（２）津波対応型救命艇の導入にかかる手引き（案）」に関する説明を事務局

からお願いします。

(２) 津波対応型救命艇の導入にかかる手引き（案）

【事務局】

【資料４】・【参考資料２】を基に「津波対応型救命艇」の位置づけと導入に向けた手

引きについて説明

【座長】

ありがとうございました。

この手引書は今後さらにバージョンアップしていくものだと思っています。特に、導入

については地元の自治体が関わられると思いますので自治体の方のご意見をお聞きしたい

と思います。

【事務局】

先ほどご意見いただいた特許については、国とIHIの共同特許にすることになります。こ

れは防衛特許であり、国内で使いたいと思っている方にはオープンにしていくことになり

ます。型枠については普及が最も迅速に進む形式で提供したいと思っております。
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【地方自治体】

津波対応型救命艇がいかに安心・安全なのかということが最も心配されることでありま

すが、これらを解消するには訓練を実施していくことが最も有効だと思います。そのため

にも早く訓練を行えればと思います。

値段については数百万円とあります。現時点で詳細は分からないのだと思いますが出来

る限り安価なものにしていただければと思います。

また、早期供給ということでありますが、これはどのようなスケジュールを認識されて

いるのでしょうか。

【事務局】

具体的に製造を始めてから供給までに半年ということでありますが、需要量によって異

なってくると認識しています。

【地方自治体】

注文をしてから出来るだけ早く供給されることが重要だと思うのでご検討いただければ

と思います。

【事務局】

先ほど自治体からご意見をいただいた件についてお答えしたいと思います。様々な課題

がありますが、耐えられるもの、耐えられないものは明確にすべきだと思っています。

また、特定の施設に配備されている場合と不特定多数の方が利用する場合では運用の仕

方が変わってくると思います。運用マニュアルには使用のケース分けが行われていません

が、様々なケースを想定し運用方法を事前に検討しておきたいと思っております。

【座長】

本日来られている他の自治体からご意見をいただければと思います。最後にまとめて事

務局からご回答をいただければと思います。

【地方自治体】

先ほどから様々な議論がなされていますが改善点等も多いと思います。一方で、津波対

応型救命艇には大きな期待を寄せています。

【資料４】P２に海岸地域での活動支援とありますが、東日本大震災ではこれらの作業に

従事した警察、消防等の方が多く亡くなっています。当町では、活動支援にあたる方にも

、まず避難を指示するマニュアルを作成しています。手引の表現では東日本大震災の教訓

が活かされないように思いますのでご検討いただければと思います。

【地方自治体】

同様に、当町においてもマニュアルを作成しており、最後まで海岸で活動に従事する警

察、消防等の職員を意図する表現は避けていただければと思います。

また、どこかのタイミングで自主防災会や地元自治会等の意見を把握する機会を設けて

いただければと思います。
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【地方自治体】

津波対応型救命艇の位置づけについて、資料内で様々な表現がなされています。避難タ

ワー等と比較した位置づけについてどのように考えておられるのかお聞かせいただければ

と思います。

【地方自治体】

当市では津波タワーをメインとしており、補完的なものとして津波対応型救命艇を考え

ています。価格について今回の仕様では高価になると思いますが、導入に向けた補助スキ

ームを準備されるでしょうか。自治体単独では購入が難しいのではないかと思います。

また、建物に置くのであれば荷重を考えなければならないと思います。荷重について既

に把握されているのであれば教えていただければと思います。

【地方自治体】

シェルターやタワー等に加えて避難のオプションとして準備しておくことは重要である

と考えています。ただし、住民に逃げることを指導する場合、海上へ流された場合にも必

ず助けてもらえるということが担保されなければ住民に説明しづらいのが実情です。シェ

ルターやタワーであれば津波を避けられれば救助が可能ですが、津波対応型救命艇の場合

はどのように安全性を担保するのでしょうか。ご意見をいただければと思います。

【地方自治体】

津波対応型救命艇は津波避難タワーと同じように逃げ遅れそうになる方への対策になる

と思いますが、高齢者や要援護者でも乗り込みやすいものとしていただけるよう検討して

いただきたいと思います。

【地方自治体】

津波対応型救命艇については導入する方向性で検討したいと思いますが、現時点では避

難タワーを優先させたいと思っています。現在、民間の開発した小型のものは安全性に問

題はないのか。また、補助制度の有無や今回の救命艇が安全性の基準となるのか等の質問

が多く寄せられています。加えて、いつ頃から発注出来るのかお聞きしたいと思います。

【地方自治体】

当町では来年度までに津波避難タワー２基の建設を予定しています。津波対策は複数の

オプションを設置しておく必要があります。住民が一番懸念しているのは安全性であり、

さまざまなケースへの安全性確保をお願いしたいと思います。

【地方自治体】

津波対応型救命艇は避難タワー等に次ぎ、第２・第３の避難方法として有効だと思いま

す。救命艇の管理が気になりますので、平常時は鍵を付ける等の管理が必要だと思います

のでご検討をお願いします。
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【座長】

委員の方からもご意見があればお願いします。

【学識経験者】

安全性について無線でどこかへ誘導することは出来ないのでしょうか。無線で津波対応

型救命艇を誘導できれば住民の不安を緩和出来るのではないかと思います。

また、津波対応型救命艇の特徴について「大切な品物等の保管」とありますが、これは

本当に出来るのでしょうか。

【座長】

これまでいただいたご意見やご質問についてご説明をお願いしたいと思います。

【事務局】

手引きの内容については再度精査し、誤解を招かないような表現としたいと思います。

また、二自治体よりご指摘いただいた海岸地域での警察、消防等の活動支援者等の内容

についても誤解を招かないように表現を修正したいと思います。

津波タワーや津波対応型救命艇等様々なオプションの中でいずれを使用するかは自治体

の防災計画とも関係してくると思います。検討させていただきたいと思います。

荷重や救命艇の価格についてはご意見を踏まえて出来るだけ対応させていただきたいと

思います。

【国の機関】

捜索救助について全力を尽くすことをお約束します。東日本大震災でも瓦礫等で船での

救助が出来なかった教訓があり、このような場合はヘリコプターで救助に向かうことにな

ると思います。自動位置発信機能があれば位置が明確になり、余程のことが無い限り救助

に向かうことが可能となります。

ただし、津波対応型救命艇が大量に流されていることも想定され、加えて救命艇乗員以

外にも救助を求められる方がたくさんいることが容易に想定されます。そうした場合には

優先順位を付けることになりますが、後ほど救助に向う人には音声通話で安全を確認出来

れば安心していただいてよいと考えています。

【国の機関】

津波対応型救命艇は海上安全条約に基づいた色使いをしています。海上保安庁も全力を

尽くしますが、一般航行船舶も救助をすることが出来ますので、その点では心強いと思っ

ています。

ただし、津波対応型救命艇が大量に製造された場合には、各自治体で各救命艇の情報を

収集し、海上保安庁等へ提供いただければと思います。管理の時点でシリアルナンバー等

の情報を提供いただければ迅速な救助に向うことが出来ると思っています。
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【事務局】

先ほど救命艇のナンバーに関する話がありましたが、現在のイメージには記載出来てい

ませんが最終的にはナンバー付けを行い、管理したいと思っています。

先ほど係留索についてのご意見も出ていましたが、本来は係留索を設置していることで

沖に流れることは無いと考えています。流された場合には一定落ち着いた際に艇外へアン

カーを落とせるような設計とすることを考えています。したがって、全ての救命艇が沖に

流されるというわけではないと考えています。

【事務局】

先ほど自主防災組織等に相談・検討したいとのご意見もいただきました。プロトタイプ

製作後に各自治体に設計内容をご確認いただきご意見いただければと思っています。

また、津波対応型救命艇については安全性のガイドラインを作成し、安全性を満たさな

いものを振い落す仕組みを構築したいと思います。

発注時期についてのご意見もありましたが、プロトタイプ製作後の試験により安全性が

確認出来れば本格的な製作に入ることが出来ますのであと半年お待ちいただければと思い

ます。

火災等への考慮や救命艇の管理についてもご意見をいただいております。これらについ

ても導入前に十分な検討を行う予定です。

国の支援策については、運輸局としてメニュー出しを出来るわけではありませんが避難

タワーと同様に、オプションの１つとして検討していただければと思いますし、必要に応

じて内閣府等へ働きかけをしていきたいと思います。

【座長】

委員の皆様からもご意見があればいただきたいと思います。

【民間事業者】

津波対応型救命艇を早く供給するためにはモデル艇を公開すること、各メーカーがガイ

ドラインに沿って製作したものも津波対応型救命艇として認めていただくことの２点を検

討いただければと思います。

【民間事業者】

以前から大型船には全天候型救命艇が設置されています。本日提示いただいたものはそ

れ以上の安全性があると認識しており、設計を進めていただければと思います。

ただし、これまで地域住民は地震・津波が発生した場合は高い所へ逃げるように教育さ

れており、津波対応型救命艇を活用するためには救命艇に乗り込んでいただくような教育

も求められると思います。巨額を投じて整備を進めたにも関わらず、実際には全く使用さ

れなかったということは許されないと思いますので、訓練等を通じた防災教育の充実も検

討していただければと思います。
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【事務局】

ただ今のご意見は重要な視点だと思っております。救命艇の安全性、使用方法等につい

ても誰もが理解出来るように工夫していければと思っています。

また、無線誘導の話もいただいておりますが、今回の救命艇は動力を持っていないため

難しいと考えています。当初はそこまでの余裕がありませんが、将来的にそのような技術

も導入していければと思っています。

【学識経験者】

先日、４人乗りで250万円の救命艇に関する記事が新聞に掲載されていました。今回のケ

ースでは25人乗りで数百万円となっていますが実際に可能なのでしょうか。

【事務局】

これから技術開発が進むため明確な金額はご提示できないが、現在船舶に備えている原

型モデルの市場価格や素材から判断して、実際に量産体制が整えば可能ではないかと考え

ています。

【研究機関】

様々なご意見が出ていますが、実際に漂流するのであれば不確定要素が様々存在すると

思います。例えば、浮き輪も何もつけずに漂流するより救命艇に乗り込むことで生存確率

が高くなるため、救命艇を使用することになるのだと思います。津波避難タワーと比較し

て、津波対応型救命艇は高さ制限を受けないことがメリットですが、どこに流されるのか

分からないことが最大のデメリットであると思います。どこに流されるのか分からないと

いうことを事前に十分周知しておかなければならないと思います。

どのように周知をしていくかというご意見が多く出ていますが、結局は救命艇の使用は

最後の最後の手段になると思います。最後の手段であれば、量産することよりも必要最低

限の量を整備し、確実に運用することが必要なのではないでしょうか。位置づけが非常に

重要になると思います。

【座長】

津波対応型救命艇の位置づけが非常に難しいと思います。利用者の視点からどのように

安全対策を整えているのか明示し、それに対してどのような評価があり、その評価を再度

どのように反映するのかということが重要になると思います。試作品が出来た段階で地元

自治体等からもご意見をいただければと思います。

【学識経験者】

漂流すると言ってもそれほど遠くまで流されることは少ないのではないかと思います。

東日本大震災の際、船舶がどの程度沖合まで流されたのか情報をお持ちであれば教えてい

ただければと思います。
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【国の機関】

数字は手元にありませんが、沖合まで流された事例はそれほどありません。多くは港内

や沿岸、陸側に漂流している、または打ち上げられているものでした。ただし、遠いとこ

ろでは漁船が何十マイルも沖合まで流されているケースもありました。

救助のSOSが出ていれば、発生から１～２日であればそれほど遠くまで流されることは

無いと思います。

【研究機関】

漂流すると言うのは遠くに流されるということよりも動きが不確実であることの方が懸

念されるのではないかと思っています。動くものに乗るということは不確実性を有してい

るということを簡単にでも説明していただく必要があると思います。ガイドラインにはこ

の部分が欠落しているように思います。

【事務局】

これからどのような機能を有しているのか、出来ること・出来ないことを明確にしてい

ければと思っています。避難弱者を救うことが津波対応型救命艇開発の原点であると思っ

ています。いただいたご意見を踏まえて検討したいと思います。

３. その他（今後のスケジュール等）

【事務局】

長時間にわたるご議論ありがとうございました。今後も最善の検討を進めていきたいと

思いますので皆様からご意見をいただければと思います。宜しくお願いします。

また、次回の検討会については３月頃を予定しており、日程が固まりましたらご連絡さ

せていただきます。

以上で第３回津波対応型救命艇に関する検討会を終了させていただきます。本日は貴重

なご意見ありがとうございました。

以上


