東京湾におけるべいくりんの清掃活動と
今後について
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東京湾は陸地に囲まれた閉鎖的な形状の海域であることから、高度経済成長時代は一時急激
に環境が悪化したが、1973年(昭和48年)から政府が直接「海洋環境整備事業」に取り組み始め
てからは、東京湾の環境は次第に好転してきた。
千葉港湾事務所では、この「海洋環境整備事業」の一環として、清掃兼油回収船「べいくり
ん」により、日々、東京湾内を巡航しながら、浮遊ゴミや浮遊油の回収を実施するなど、海洋
環境の整備に取り組んでおり、これまでの清掃活動と近年の清掃活動及び今後のべいくりんに
ついて報告を行う。
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1. 概要
東京湾海洋環境整備事業は、「東京湾内の環境保全、
公害防止に関する事業を積極的に推進するものとし、東
京湾内に流出浮遊している排出油類および各種浮遊ゴミ
を回収処理する」とのことから、京浜港工事事務所（現
京浜港湾事務所）に海域整備課が設置され、東京湾の陸
岸線及び浦賀水道航路南口までで横須賀・横浜・川崎・
東京・千葉・木更津等の港湾区域を除く600km2を範囲と
する海洋環境整備事業が開始された。また、1963年(平
成元年)、運輸省令の改正により、新たに「千葉県州崎
灯台」と「神奈川県劔崎灯台」を結んだ線までから館山
港等の港湾区域を除く250 km2を緊急実施海域が追加され
850 km2を担務している。（図-1参照）
また、2009年(平成16年)4月からは、所属を千葉港湾
事務所へ所管替えし事業を進めている。
海洋環境整備事業に必要な海洋環境整備船は、東京湾
海洋環境整備事業においてはこれまでの45年間に5隻の
海洋環境整備船が活躍してきた。海洋環境整備事業が始
まった1974年(昭和49年)の11月に油回収船「蒼海」が就
航し、続いて1976年(昭和51年)に清掃船「清海」、1978
年(昭和53年)に油回収船「第二蒼海」、1979年(昭和54
年)に清掃船「第二清海」が就航し、約10年の間4隻体制
での事業が続いた。1989年(平成元年)に油回収船「第二
蒼海」は清掃兼油回収船に改造され、約10年間2隻体制
となり、2001年(平成13年)4月、現在の清掃兼油回収船
「べいくりん」1隻となった。

基地港

図-1 東京湾海洋環境整備事業管轄区域

2．清掃兼油回収船「べいくりん」とは
(1) べいくりんの特徴
a)作業効率と航行性能の向上を図る非対称双胴船型
b)燃料タンク・油回収タンクは安全性が高い二重構造
c)速力14ノットで湾内なら基地港から約2時間以内
d)回収装置などの操作を操舵室で集中管理
e)遠隔監視システムで陸上からも作業支援
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採用しており、吸引ポンプとなっている回収装置を直接
水中へ入れ、渦巻運動による遠心分離で油と水を分離し
ながら回収するため、高粘度から高揮発性まで多種多様
な油の回収が可能で 1 時間当たり 90m3 の油水を回収する
ことが可能である。分離された油分の多い油水が油回収
タンクに保管される。
なお、不測の事態に備えて、緊急時の他船の船員によ
る作業を想定し、以下の訓練を定期的に実施している。
・油回収訓練の実施（月 1 回）
・たかしまⅡ（京浜港湾事務所所有）との相互乗組
み訓練
べいくりん乗組み訓練（月 1 回）
たかしまⅡ乗組み訓練（月 1 回）
※べいくりんの乗組み訓練時に油回収訓練を実施

f)ゴミ回収効率を高めた大型スキッパー
g)長尺・大型ゴミ回収に最適な多関節クレーン
(2) べいくりんの諸元
船質
鋼 製
船型
非対称双胴
全長
３２．５ｍ
全幅
１１．６ｍ
深さ
４．３ｍ
喫水
２．７ｍ
総トン数
１９９Ｇ／Ｔ
速力
１４ノット（作業時３～４ノット）
油回収方式
渦流吸引式 ９０ｍ３/ｈ
油回収タンク ２１ｍ３×２
ゴミ回収方式 油圧スキッパー（約４ｍ３）
ゴミコンテナ １５ｍ３×２
多関節クレーン
吊上荷重 約５トン（ブーム半径５ｍ時）
約２トン（ブーム半径１０ｍ時）
建造年月
2001年(平成13年)3月
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②過流式油回収装置
③放水銃
写真-3 油回収装置及び放水銃

写真-1 清掃兼油回収船「べいくりん」

(5) 揚荷装置改造
スキッパーですくえない巨大な流木や、丸太等の長
尺・大型浮遊ゴミは、クレーンにより回収している。
当初は一般的なジブクレーンを設置していたが、建造
から10年が経過した時点で、老朽化が進み傷みが激しく
なったこと、交換部品の調達が困難になっていたこと、
更に回収時の作業性も考慮し、2012年(平成24年度)の定
期修理において多関節クレーンに交換した。新しく設置
した多関節クレーンは、クレーン先端部のグラブにてゴ
ミを直接掴んで甲板上に揚収できるため、安全性及び作
業効率が大幅に向上している。

(3) 浮遊ゴミの回収
「べいくりん」による海上浮遊ゴミの回収は、操舵室
後方にあるゴミ回収装置（スキッパー）で行う。海上に
浮遊しているゴミを発見すると船をゴミが双胴間を通る
ように進め、操舵室からの遠隔操作により大型のスキッ
パーを双胴間の海面におろし回収する。回収したゴミは
操舵室後方にある回収コンテナへ保管される。

①

②

①スキッパー
②ゴミコンテナ

① 改造前

② 改造後

写真-4 揚荷装置

写真-2 浮遊ゴミ回収装備

３. 効率的にゴミを回収する予測システム

(4) 浮遊油の回収
「べいくりん」による油回収は、船尾の双銅間中央に
搭載されている油回収装置にて行う。渦流式回収装置を

本システムは横浜港湾空港技術調査事務所が開発し、
2009年(平成21年)7月から運用している。陸上にある海洋
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回収ゴミは減少傾向にあり、年間 100m3 から 200 m3 程
度に推移しているが、台風・大雨等の集中豪雨等により、
流木等漂流物が東京湾内に大量流入してくる。
近年のゴミ回収の内訳を図-5 に示す。木々、草・海
草がそれぞれ 4 割を占め、残りは竹、一般廃棄物となっ
ている。台風及び大雨の多い年は草や海草が多く回収さ
れる。2007 年度(平成 19 年度)の草や海藻の回収量は約
340m3 あり、全体 570m3 のうち 6 割を占める。

短波レーダーの情報（流況・潮目）やその他の気象情報
（河川水位・降水量・風向風速）を元に解析し、浮遊ゴ
ミが集まると言われている潮目の位置を予測する。これ
により、効率的なゴミ回収が出来る。

図-2 予測システム図

4. これまでの清掃活動
海洋環境整備事業として、ゴミ回収を始めた 1976 年
図-5 2002 年度(平成 14 年度)以降の回収ゴミ内訳
(昭和 51 年)以降のゴミ回収量の推移を図-3 に示す。
これまでに東京湾で回収された中で、変わった物とし
当初、年間 600m3 から 800m3 の回収量であったが、1989
3
年(平成元年)の頃は年間 400m 程度の回収量に減少した。 ては、業務用冷蔵庫、賽銭箱、ボート、ソファもあった。
1996 年(平成 8 年)から 2000 年(平成 12 年)は年間 150m3 程
度となったが、台風・大雨の影響を受けた年は依然とし
て回収量が多い。

写真-5 これまで回収した浮遊ゴミの一例

5. 近年の清掃活動の状況について
図-3 1976 年度以降のゴミ回収量の推移

(1) 東日本大震災に伴う東北派遣
2011 年(平成 23 年)3 月 11 日に発生した東日本大震災
による津波により、東北地方の太平洋沿岸は壊滅的な被
害を受け、特に太平洋沿岸の岩手県、宮城県、福島県で
は、流出したがれき等により震災後しばらくの間、船舶
の航行に支障をきたしている状況が続いていた。この様
な事態を解決するため、べいくりんは 2001 年(平成 23
年)4 月から約 1 ヶ月間（4/20 横浜港出港、4/22 仙台塩
釜港到着、5/21仙台塩釜港出港、5/23横浜港到着）、宮
城県の仙台塩釜港や石巻港及びこれら周辺海域でがれき
の撤去作業を行った。この 1 ヶ月間に回収したがれきの
量は、東京湾で回収するゴミの 1 年分の回収量であった。

○；台風の通過又は上陸及び大雨が多い

図-4 2001 年度以降のゴミ回収量の推移
2001 年度(平成 13 年度)に「べいくりん」が就航して
からの浮遊ゴミ回収量の推移を図-4 に示す。
3

出力が徐々に低下している状況である。代替船を新造す
ることにより、これらの不具合を解消し、機能・性能の
向上を図り、更なる海洋環境整備事業への取り組みを強
化していきたい。
近年、船舶からの排出ガスに対する規制が国際的に強
化されており、規制が先行している北米や北欧では、環
境負荷の低いLNG へと、船舶燃料を転換する動きが進
展しつつある。また、2016 年(平成28 年)10 月に開催され
た国際海事機関海洋環境保護委員会において、2020 年
(平成32 年)から一般海域における燃料油中の硫黄分濃度
を0.5％に規制強化することが合意されたことから、今
後、船舶燃料のLNG への転換が、アジア地域を含め
た全世界において急速に広がっていくものと考えられる。
国内の動向として、2015年(平成27年)8月に、LNGを燃
料として使用するタグボート1隻が横浜港で導入され、
2016年(平成28 年)には、LNG バンカリング拠点を整備し
港湾の競争力を高めることを目的に「横浜港LNG バン
カリング拠点整備方策検討会」が設置され、横浜港をモ
デルケースとして、LNG バンカリング拠点を形成する
ための整備方策についてとりまとめが行われた。
この中で、国の地方整備局等が所有する作業船LNG燃
料化に向けた取組を行うことの重要性が示されたことか
ら「作業船LNG燃料化技術検討委員会」を設置し、海洋
環境整備船をモデル船に設定し、LNG燃料設備の搭載に
かかる課題及び設計条件等について検討された。主な課
題として、LNG燃料タンクの設置位置は、タンクの損傷
リスクや浮遊ゴミや油回収作業のスペースを考慮しなけ
ればならないこと、また乗組員は新たに危険物等取扱責
任者の配乗が必要となることやLNG燃料の供給方法等に
ついて、学識経験者や民間企業の方々で検討された。

写真-6 東日本大震災に伴う東北派遣
(2) 近年における東京湾内漂流物回収実績
2015年度(平成27年度)は、9月に台風17号、18号に伴う
豪雨により、流木等漂流物が東京湾内に大量流入してき
たため、9月12日(火)から、「べいくりん」により流木等
漂流物の回収作業を実施した。わずか7日間で一年間
(319.2m3)で回収した量の約72%（230.5m3）の漂流物を回
収した。
2016年度(平成28年度)、2017年度(平成29年度)も、同様
に、台風・大雨等により、流木等漂流物が東京湾内に大
量流入しており、それぞれ、１年間で回収した量の約
47%、約75%の漂流物を回収している。

7. おわりに
近年、温暖化により、いわゆるゲリラ豪雨と呼ばれる
集中豪雨が発生しやすくなっていると言われている。こ
れまでは、台風通過後にゴミが東京湾へ流入してくるこ
とが多かったが、近年は台風でなくても集中豪雨により
河川から流入してくることも多くなった。その度に「べ
いくりん」の出動要請回数や回収作業時間が増加してい
ることから、船員への負担も増加している。交代要員の
確保や、休憩時間の確保など、運航上解決しなければな
らない課題も多くある。
作業船のLNG燃料化については、2020 年(平成32 年)の
規制強化に向け、全国的に進めていかなければならない
状況であるが、作業船のLNG燃料化についての設計・建
造・運用に対しての実績は殆ど無い状況であることから、
発生する様々な課題に対して、過去の実績や知見を駆使
し、国全体で検討を進めていくことが重要ではないかと
感じている。

図-6 近年における東京湾内漂流物回収実績

6. 今後の「べいくりん」
(1) 新造船計画の背景
現行「べいくりん」は、毎年、船体整備を行っている
が、建造後17 年を経過していることもあり、船体及び
ゴミ・油回収装置などの老朽化が進んでいる。特に回収
作業時、海水に接触するゴミ・油回収装置の腐食は避け
られない。また、推進装置の主機関は、経年により機関
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