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第４回 「津波対応型救命艇に関する検討会」議事録

日時：平成 25年 5月 9日（木）14：00～

場所：四国運輸局高知運輸支局（本庁舎）2階会議室

議事内容

１．津波救命艇ガイドライン（案）について

２．各自治体へのアンケート調査の結果について

１．津波救命艇ガイドライン（案）について

【事務局】

【資料２、資料３】を基に「津波救命艇ガイドライン（案）」について説明。

【座長】

これから委員の皆様にご意見いただきますが、津波救命艇を開発、販売する側と、救命

艇を活用する側にご意見をいただきます。まずは、全体を通してガイドライン（案）につ

いてのご意見をお願いしたいと思います。

【学識経験者】

最後の会ということで全体が固まってきており、皆様のご助力に敬意を表します。

ガイドラインは、津波救命艇の衝突の強度、搭乗者保護に主眼を置いてまとめていると

理解しています。ガイドライン中の各設定値は、個人的には過大に感じましたが、実際に

試作され達成可能であることが証明されましたので、強度は十分余裕があると感じており、

非常にすばらしいことと思います。

原型承認、同一性確認、登録の手順は、従来型の救命艇とどう違うのかという点、また、

原型承認などの手続きについて、全国の製造業者全部を四国運輸局が面倒みていくのか確

認したいと思います。

プロトタイプを申請する場合、外見は同じでも内部設備が老人向けや幼児向けとか、も

のが変わる場合があると想定されますが、プロトタイプとして別物と扱うのか確認したい

と思います。

申請する業者は、試作品を作成して条件を満足していることを示す必要があるかどうか

も確認したいと思います。

【事務局】

型式承認のスキームに対するご質問は、船舶搭載型救命艇の従来品と同じスキームであ

ります。ただし、船舶搭載型救命艇の基準は強制ですが、津波救命艇は希望する業者が受
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けられるものであり、任意の制度という位置づけになります。

全国の事業者からの申請については、四国運輸局内だけのコンセンサスではありますが、

四国運輸局で受けることを考えています。なお、申請には、なるべく書類だけで確認出来

るような形に出来ればと考えています。

プロトタイプの定義については、申請内容にも依りますが、外形がほぼ同じであり内部

の人に対する保護の考え方が共通であれば、ある程度のバリエーションは認めてひとつの

プロトタイプとして認めて良いと考えています。

試作品作成を要するかどうかは、書面による強度解析が困難と思われますので、申請者

は、試作品を製作し何かにぶつけるなどして試さざるを得ないと思います。

【座長】

ガイドラインは、申請のためというよりは、製造にかかる技術的な部分についてしっか

りまとめたという位置づけですね。

あと、製造者が四国運輸局に申請する場合、申請書自体の内容というか、申請様式は四

国運輸局が別途作成するのですか。

【事務局】

様式は、作成することとしており、ガイドラインの別紙として添付することを検討しま

す。

【学識経験者】

P12「津波救命艇を用いた避難訓練等」について、「･･･利用者が使用方法を熟知している

ことが重要･･･」とあります。ガイドラインの文章としてはこれで良いと思いますが、どの

ように熟知させるのか具体的な内容が必要と思います。津波が来るというのは、どういう

ことが周辺で起こるのか、それを住民が具体的にイメージできるような教育が必要であり、

地域住民が、実際に実行できるよう、別の観点から考えられることを工夫していただきた

い。

p13「施錠・モニタリング等」について、「管理された敷地内等に･･･施錠することはな

い･･･」ということですが、日数が経過しても継続できるかどうか。一方、「公共の場所等･･･

防犯上の観点から施錠･･･」ということだが、現実にそれができるかどうか。十分に維持管

理ができ、確実に助かるように機能できるかどうか、ここでの課題でないかもしれません

が、地域住民に考えていただく必要があると思います。

【事務局】

津波救命艇の設置場所は、様々なケースが出てくると思います。ご指摘の件は、地域住

民の方々に検討していただくことを忘れないよう、我々も注意していきたいと思います。
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【民間】

ガイドライン（案）の技術的な部分は、現在の船舶型救命艇の基準に準じており、製造

には十分対応できると思います。

当社は、船舶搭載型救命艇の専門メーカーとして、いろんなモデルを開発しています。

基本的には、国土交通省の型式承認をいただいており、それに準じて今回の津波救命艇の

原型承認を得て、製造していきたいと思っています。避難される方が安心していただける、

少しでも多くの人命を救うという社会責任をもって艇をつくっていきたいし、そうした需

要に対応していきたいと考えています。

【民間】

まず、品質管理について、津波救命艇については○○県が一番必要になってくると思い

ますが、それに対して ISO を取得している製造業者が少ない状況にあります。このため、

県内の事業者では、製造、維持管理がなかなか難しいと感じています。

通常の船舶の強度試験と変わらないので、検査が任意となると、検査を受けない製品が

どんどん出る恐れもあります。この辺りの対応の仕方や規制をもう少しわかりやすくでき

ないでしょうか。

【事務局】

県内の事業者として ISO 認証が条件になると、参入が難しいということですが、海外の

粗悪なものが入ってこないようにすることを念頭に置いています。最後の但し書きにより、

ISO9001 と同等の品質管理体制が整った業者であれば、同等性を認めていきたいと思いま

す。

同等の品質管理をどう見極めるかですが、何十年後に使うかわからないものであり、い

きなり使ったときに思いもしない品質結果で割れたりすることが一番怖い。そのため、作

るときの品質管理体制を確認しておく必要があると思います。同等のレベルであると何ら

かの方法で、確認が出来ればよいのですが。

【民間】

試作機により強度試験等がクリアできていて、確固たる数字的なものがあれば構わない

という認識でよろしいでしょうか。

【事務局】

品物が良いということは、ひとつの条件ですが、１艇製作できてもそれが何艇も連続し

て作るときに同等かというところで、どうしても品質管理全体の体制が必要になってきま

す。ある程度のレベルのところで設定しておかないといけないと思います。１艇１艇検査

できればよいのですが、大変なコストになります。
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【民間】

○○県は、津波が発生すれば一番被害が出ると思います。艇体に何かがあった場合に、

○○県でみて欲しいといった要望への対応体勢も含めて検討していただきたい。

【地方自治体】

今、私どもでまとめている津波からの様々な避難方策の中の一つとして津波救命艇を位

置づけ、整理しています。あとはこれを市町村に配って参考にしていただく。津波救命艇

に対して全く異議はありませんし、ガイドラインの利用者側についての意見はありません。

その一方で、○○県知事や○○県知事からは、これまでにも県内の防災産業を育ててい

くことが大事であるとの観点から、救命艇は特許や知的財産の点から全国や地元の事業者

が自由に使うことができるようにしていただきたいとの意見を申し上げてきております。

なるべく地元の方々が製造できるように、できるだけ間口を拡げていただきたいと思い

ます。一方で命を預かる道具であることから、品質は重要であり製造所としてはきちんと

した品質管理を行うことが必要です。経済の波及効果から考えれば、艇内の内装作業だけ

でなく FRP 素材の救命艇本体を製造する段階から県内でやっていきたいというのが事業者

の意見だと思います。ISO を取得している県内業者は殆どいないので、是非 ISO9001 の取

得を要件とすることは、改めて検討して頂きたいと思います。

【事務局】

今は案の段階ですが、正式に公表するときは、ISO9001 と同等なものあるいはレベルと

しての記載を加えたいと思います。

【地方自治体】

製造資格については、具体的な話は出ておりません。

【研究機関】

今後ガイドラインを更新していくことになると思いますが、どのように更新していくの

でしょうか。委員会を開くなどして更新していくのか、随時更新していくことになるので

しょうか。

２点目として、運用にあたってのマニュアルは出すのでしょうか。行動指導書があるの

で、そこで運用してくださいということなのでしょうか。

P9 の対象とする避難者を明記するところで「歩行が困難な人」とありますが、今回の避

難救命艇の適用範囲に入っているのでしょうか。

屋上への設置を考慮しており、立体横断施設の基準とありますが、建物の上に設置でき

る基準になっているのでしょうか。

P6「津波が引き、着地したときに転倒しないもの」とありますが、この試験は、P204 の
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５あたりに該当するのでしょうか。これに関連し、救命艇が着地した状態で、中にいる人

がいつ逃げるのか、いつ開けるのかなど行動指導書に書かれているのでしょうか。

【事務局】

行動指導書そのものは、サバイバルマニュアルと言い換えた方が理解してもらいやすい

と思います。

ガイドラインの更新については、内容によります。細かいものについては、四国運輸局

にお任せいただきたいと思います。

【研究機関】

目次として抜けている項目があると、そこは大きな変更になると思います。

【事務局】

その際には、関係する専門分野の委員について個別に提案させていただいた上で、皆様

にお聞きしたいと思います。ご参集頂くかどうかは、個別に検討させていただきます。

【研究機関】

目的のところでも良いので、更新手続きを明記して頂くとわかりやすいと思います。

【事務局】

屋上への配置は、ケースとして実際にあると思います。屋上には設置できない原型承認

もあると想定されますし、軽量化したため屋上に置きやすい原型承認とか、ケースバイケ

ースになると考えられます。

【研究機関】

その際の試験方法については、どこかに明記するのでしょうか。

【事務局】

既存の建物に設置する場合は、建物自体の強度解析を加えていただく必要があり、新た

に建てる場合は、初期の設計段階から屋上荷重を考えていただく必要があると考えられま

す。できるだけ軽量化していくことが今後の課題であると思いますし、屋上に置きたいと

いうニーズがあると考えています。

【研究機関】

様々な場所に設置されることを想定した、ニーズに耐えられるガイドラインになってい

るという理解で良ろしいでしょうか。立体横断施設技術基準など基準法がたくさん入って
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いるので質問しました。そこが考慮されていれば問題ありません。

【事務局】

立体横断施設技術基準は、歩道橋の設置基準と理解いただければと思います。風や地震

に対して構造物が耐えうる代表的なものを架台の基準として流用しています。

P9 の「歩行が困難な人」の表現は、単に例示しているだけです。病院であれば寝たきり

の方もいるわけで、原型承認時にどういう範囲まで対象にしているかを明記してもらうと

いう考えです。対象者によっては、原型承認にも影響すると思われます。

【研究機関】

水が引いた後の着地の転倒防止については P6 の１行しか記載がありません。基準、試験

方法及び判定基準とあるが、全部の試験が書かれているわけではないという理解でよろし

いでしょうか。

転倒について具体的な確認方法はなくても大丈夫でしょうか。着地点が必ず平らなとこ

ろとは限らず、傾斜がついているところもあると思います。

【事務局】

シートベルトを外せば、その中で生きて救助を待てると思いますので、詳細基準まで設

ける必要はないと考えます。

【研究機関】

転倒したときのシートベルトの外し方についてもどこかに書いてありますか。

【研究機関】

ご意見のようなマニュアルに関して、ガイドラインにそこまで細かい内容が必要でしょ

うか。マニュアルで定めるべきは、申請を OK するかどうかだと思います。ガイドライン

でチェックして、それぞれが工夫できる余地を残すというイメージで理解しています。

【研究機関】

P6「着地時の転倒防止設備」に関する記載は大事だと思っています。船舶用救命艇はも

ともと水上救助が前提ですが、津波救命艇は、陸上に置かれるものが結構あり、流された

後の着地点で乗員の人たちがどうすればよいのかという疑問があります。これは津波救命

艇なので、そこまでの必要があると思いました。

【研究機関】

救命艇の中に置いておくマニュアルに書くのであればわかるが、審査する時のマニュア
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ルに必要なのでしょうか。

【事務局】

電機製品に取り扱い説明書があるように、津波救命艇にも製造者が取り扱いについて最

低限の注意事項は述べるべきであると思います。ただそれは、ガイドラインの中で述べる

ものではなく、業者の裁量で良いと考えています。

【研究機関】

「転倒したときの対応を考慮すること」と書いて頂くことでいかがでしょうか。

【事務局】

分かりました。

【研究機関】

P4「有限要素解析プログラム」とかなり限定されたプログラムになっていますが、これ

は数値シミュレーションという言葉に置き換えていただくことは可能でしょうか。

【学識経験者】

「シミュレーション」という言葉もある意味限定的だと思いますが、「数値解析プログラ

ム」が良いと思います。

【研究機関】

「数値解析プログラム」で良いと思います。

私は、検討会のもとのワーキンググループで実際に試作艇をつくるところに携わりまし

た。このガイドラインで重要なことは、もともと堅固な救命艇がぶつかったときに中の人

間を守るところに難しさがありました。自動車の場合は、中の人間を保護するために車体

が壊れることによりエネルギーを吸収して中の人間を助けますが、津波救命艇の場合は、

艇体が壊れない条件下で、中の人間に加速度が及ばないようにするという難しさがありま

す。時速 36ｋｍでコンクリートの壁にトラックがぶつかって、中の人間が大丈夫であると

の設定としましたが、これが非常に高い技術レベルの壁になっています。高速バスと同じ

基準で、艇体を強く作ることはできますが、吸収して加速度を下げるところが非常に難し

いと考えます。

【国の機関】

救助する側として大事なことが２つあります。１つは、ここにいるとの意思表示、１つ

は救出時に識別が容易なこと。意思表示は通信設備が大事になります。双方向音声通信設
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備や AIS トランスポンダなど二重三重の設備になっているので大変心強いと思います。

識別のしやすさについてはオレンジ色、番号が記載されていれば、レスキューする立場

からすると、これ以上ないくらいです。

【国の機関】

AIS トランスポンダについては VHF なので、圏外から外れたときには捜索しにくいとい

う弱点があります。救助の観点では、AIS トランスポンダ及び携帯電話は 20 マイル以内し

か想定されておらず、それ以上になると捜索に時間を要します。

救命艇の曳航作業は、引張強度が強くなるのではと感じています。いろいろなテンショ

ンがかかり、ビットがとれたりすることがあるので、そのあたり一度検証してみられては

いかがかと思います。

登録番号は、ヘリからみたときに真上から識別できればよく分かります。

【事務局】

ビットの基準については、P6「曳航兼係止用ビット及びクリート」に記載しているとお

り JIS1010 準拠としています。JIS1010 は、小型船専用の曳航用ビット等の基準であり、

強度や経年劣化に関する規格となっています。

通信設備は、お金をかければいくらでもいいものがありますが、購入者が費用を工面し

て揃えるものであり、安全と共に経済性を考慮しました。発災直後から海上保安庁等の船

舶による捜索が開始されると想定し、津波被災して１日後に最初の艇が発見されれば、そ

の位置の救助船舶から他の艇の信号受信が可能になると考え AIS を選定しています。

識別番号の指摘については、艇の上部にも番号を記載することとしており、ヘリコプタ

ーからも番号は確認出来るものと考えています。

【民間】

P11「２．登録」で「･･･引き渡し時に四国運輸局の登録を受けることができる」とある

が、「登録する」としておかないと、せっかく合格を受けても番号が無いものがあると保安

部に助けてもらえないことから、必ず受けるくらいの表現としてはどうでしょうか。

【事務局】

ガイドラインの流れを資料２で示しておりますが、基本的には、全部のことが任意の前

提となります。市場にあるレベル以上のものが出回るように登録も任意、原型承認も任意

としています。一方で、救助をスムーズにするためにこの登録番号が必要になります。登

録を自主的に受けた艇は救助を受けやすく、番号のない艇は逆に救助されにくい、そのよ

うな全体の仕組みになっています。
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【民間】

基準を満たしたら登録した方が良いのではと思います。

【事務局】

そのとおりで、基準を満たしたら登録できますよという考えであり、強制ではありませ

んが運輸局としては登録を薦めたいと考えています。

【座長】

理解できますが、登録を受けることを推奨できないでしょうか。

【事務局】

P10 の「同一性確認」について以下のとおり修文を提案します。「製造者等は、販売前に

原型承認を受けた型式と同型式の津波救命艇を登録する場合は登録の前に、次のとおり、

公的機関による同一性確認を受けなければならない」と修文させていただきたいと思いま

す。つまり、品質を保証できないものをどんどん登録すると、救助する側が大変なことに

なるので、品質を保証した上で登録することでいかがでしょうか。

【地方自治体】

ｐ１２「維持・管理」の中で、（１）では「所有者に対し、必要に応じ適切にアドバイス･･･」

とあり、（２）では「所有者は定期的に講習会や避難訓練を実施」とあるが、所有者と使用

者の区分について、どう解釈するのでしょうか。「･･･困難な場合、所有者、自治体等と協

議の上」とあるが、「自治体等」がここではどうかと思いますので、注釈があればお聞きし

たい。

【事務局】

ｐ１２（１）と（２）の「所有者」は「使用者」と修正させていただきます。

「所有者、自治体等と協議の上･･･」は、「所有者等と協議の上･･･」と修正させていただ

きます。

【座長】

色々と意見が出ましたが、事務局として、これらの意見を踏まえた今後の見通しを説明

願います。

【事務局】

修正案を作成し、委員の皆様にメール等にてご照会させていただき、OK が出た段階で

「案」をとらせていただければと考えています。
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２．各自治体アンケート調査の結果について

【事務局】

事務局より、【資料４】を基に「津波救命艇」に関する第２回自治体アンケート調査結

果について説明。

【地方自治体】

現在の支援策については、津波の避難階段、避難通路の強化、斜面の階段を念頭につく

ったものになりますが、救命艇は、その範疇であれば検討したいと思います。

ガイドライン（案）について、救命艇を使用する側としては、維持管理に関するガイド

ラインの部分を読むことになりますが、普段からの管理とか実際の使用とか、全般に使用

者側の記述が薄いという印象です。想定される津波が具体的にどの程度であればとか、設

置の要領等について何通りか例示してもらえれば、導入して使えるという安心感が持てる

と思います。乗り込む時、乗り込んだ後、実際に漂流した後、どのくらい経ったら信号を

出すなど、実際に使用するときの指針のようなものがあれば全体として使いやすいと思い

ます。

【事務局】

具体的な数値、例示、おっしゃる通りだと思います。できるだけ準備していきたいと思

います。使用する時のガイドラインは、避難訓練ともリンクしており、避難訓練のときの

マニュアルが必要になってくるが、まだできておりません。商品としての艇が出来るのに

合わせて出来る限り急いで準備したいと考えています。

【地方自治体】

○○県は 7 億 8,000 万の予算を組んでおり、市町村には交付金として交付します。県で

は、お金は準備しますが、購入の判断は市町村がおこなうことになります。各市町村では、

津波対策について色々な選択肢が考えられる中で、うまく使っていくことになります。

○○県では、津波発生時には逃げる時間がありません。津波避難タワーをつくっても津

波到達までに逃げ切れません。最寄りに救命艇があれば、定員に限りはあるものの、災害

時に動けない方には良い。いろいろな組み合わせを考えていく中で、こういう選択肢があ

ると心強いと思います。

新しく津波救命艇という選択肢ができましたので、いろんな選択肢を補助金の対象メニ

ューとして認めていくことが大切であり、これから検討させていただきます。

【地方自治体】

今のところ、高台への誘導、避難タワー、高台への移転、新しく出てきたこの津波救命

艇や津波避難シェルターがあります。それぞれの地域で手法を位置づけていただけるよう、
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選択肢をフローチャート的に考えていきたいと思います。今後、各市町村にも指導してい

きたいと思います。

【地方自治体】

○○市の場合、高台や避難タワー等の逃げ場が無い地域を津波避難困難地域として位置

づけ、そのような地域が沿岸部に５箇所程度あります。沿岸部では、津波救命艇の話もで

ていましたが、今の段階では、地域の方から避難タワーの設置要望を受けています。

利用される方がはっきりしている場合には効果があると思います。保育園や幼稚園は、

高台に移せばよいというものでもないので、需要があると思います。他にもそこになけれ

ばならない施設があるので、きちんとした情報を伝えて、選択してもらえれば良いと思い

ます。

【学識経験者】

アンケート調査の対象は、今後津波がくるであろうという自治体か。

【事務局】

沿岸域に所在する市町村の防災担当者にアンケート調査を依頼しました。

【学識経験者】

P2 のところで「関心あり」36.1%、「関心なし」63.9%とあるが、「関心なし」の理由は

わかりますか。

【事務局】

詳細理由は分かりませんが、瀬戸内、大阪湾、伊勢湾など、内湾で比較的津波の想定が

低いところでは「関心がない」という傾向になっています。津波に対して何らかの危惧を

もっているところが「関心あり」と回答している傾向にあります。

【座長】

津波からの避難について行政的に苦慮しているところでは「関心あり」と示されている

と理解します。

【事務局】

自治体によってはこうしたアンケートを市長まであげなければいけないところもあり、

担当者の一存では決められないということもかなり含まれていると思います。
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【研究機関】

漂流物についていろいろな対策を考えている中で、津波救命艇も流出すれば漂流物にな

ると思います。津波救命艇が、漂流物となった時の矛盾点、対応方法、法的整備などは考

えていますか。

【事務局】

救命艇自体はクッション材で囲んでおり、これは救命艇自身を守るものとなります。周

りに対する影響は、まだ正確な評価はできておりません。

【研究機関】

沿岸部に置くとなると、漂流物の対策を講じている所にぶつかることも想定されますが、

壊した時にどうなるとか、何か建物がぶつかったときの保険であるとか、その辺り今後何

か対応されるということでよろしいでしょうか。

【事務局】

これまで議論を詰めきれていない状況にあります。単なる漂流物ではなく、人の命を守

る役割をもったものなので、人が乗っている場合とそうでない場合について、同列では議

論できないと思います。ある程度普及して必要に応じて詰めていきたいと思います。

【研究機関】

小型船舶や大型船舶は漂流対策しますので、それらとの整合性をどう図るのか気になり

ました。

【事務局】

流出防止策ということでなるべく流れないようにと思っていますが、あまりガチガチに

してしまうと、今度は他の漂流物の攻撃を受けることにもなります。

【学識経験者】

アンケートについては、結論からすれば、市町村が３６％、都府県が３８％ですから、

これを関心があると思って良いのか、ないと思った方がよいのでしょうか。

津波高さや津波到達時間に関係しますので、そのような観点からもう少し分析した方が

良いと思います。関心の理由がわかればひとつの資料となります。これだけだと何を言っ

ているのかわからないと思います。

【座長】

津波到達時間と最高津波高を平面にプロットすれば、各市町村がどう回答しているか、
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一目瞭然となります。是非やってみてください。

【事務局】

わかりました。

【座長】

今日予定されていた議事は全て終了しましたので、この検討会を終わります。

最初の挨拶で話しましたが、南海トラフの被害想定が出され、沿岸市町村では人的被害

を少しでも軽減するという至上命題で、総合的な対策を検討している中で、この救命艇も

そのひとつの手段として立案されています。ただし、津波救命艇そのものの PR はまだ十分

ではないと思います。今後の実現に向けた経費的な支援、ソフト面で安心感を住民に共有

してもらうとか、まだまだ課題は多くあります。

ガイドラインとしての大まかな方針は出されました。今後、運用面や取り扱いマニュア

ルについて整理し、実際に活用されるよう、この検討会に参加されたメンバーも PR 等に努

めて頂きたいと思います。

【事務局】

長時間にわたる議論ありがとうございました。四国運輸局としても津波救命艇のできる

だけ早い普及に努めていきたいと思います。

今後は、本日ご了承頂いたガイドラインに沿ってメーカーが開発を進め、当面は四国運

輸局で原型承認、同一性確認を経て、登録・販売へと進めたいと思いますが、第一号艇は

しばらく時間がかかると思います。

今回のガイドラインがそのまま適用できないことが出てくるかもしれません。本日の検

討会としては最後の会となりますが、今後も、本検討会委員のみなさまにご意見、ご相談

させていただければと思います。本日はありがとうございました。

－以 上－


