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東日本大震災の際、東京湾内にも津波が来襲し、避難のために湾内で錨泊する船舶が密集し
た水域が数多くみられ、海難事故の恐れがあった。その教訓を踏まえ、港湾法の一部が改正さ
れ、非常災害時に船舶が待避するために必要な水域（泊地）が新たに開発保全航路に指定され
るとともに、湾内の主幹となる範囲まで開発保全航路が拡大され、これまでの開発保全航路
（中ノ瀬航路及び浦賀水道航路）を含めた水域が「東京湾中央航路」として指定された。本稿
では、近年の東京湾における航行船舶の実態及び海上交通管制の動向を踏まえた避泊計画を立
案し、地震・津波発生時の大型船の避泊可能性の検討を行った。
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2011年の東日本大震災の際は、東京湾内においても津
波が確認され、地震発生当時東京湾内の各港の岸壁に着
岸していた船舶のうち約70％が離岸して東京湾内に錨泊、
もしくは湾外に向け出航したため、湾内各所に避泊する
船舶が密集する状況が見られた。
これらの船舶による衝突事故等が発生した場合、湾内
の船舶航行が不可能になる恐れがあることから、2013年
度に港湾法及び同法施行規則が一部改正された。これに
より、図-1の黄色枠で示す範囲に開発保全航路が拡大さ
れ、併せて、開発保全航路から各港の港湾区域に接続す
る緊急確保航路が、図-1の白破線のとおり設定されて発
災時に緊急物資等を海上輸送できるよう航路の確保、啓
中ノ瀬航路
開を国自ら行えることとなった。また、拡大された開発
保全航路（東京湾中央航路）には、船舶が待避するため
に必要な水域（泊地）が図-1に黄色網掛けで示す2ヶ所
（木更津泊地及び中ノ瀬泊地）に設けられ、東京湾口航
路事務所が保全管理を行っている。
本検討では、東日本大震災時の状況を基に設定され
た待避水域について、現時点での航行船舶実態や海上交
通管制の動向を踏まえ、大型船舶の避泊計画の検討を行
ったものである。

1. はじめに
東京湾は背後に、人口4,400万人、国民総生産は、全
国の約4割を占める我が国にとって重要な首都圏を擁し
ている。また、東京湾中央航路は、東京港、横浜港、千
葉港等に出入りする船舶が約500隻／日以上航行する世
界でも有数の海上交通過密海域で、産業活動や国民生活
を支える重要な航路となっている。

中ノ瀬航路

浦賀水道航路

2. 錨泊に必要な面積の考え方
1隻の船が錨泊する場合に必要な海面は、錨を下ろし
た海底の位置を中心として、錨鎖分の距離と船体の長さ
の合計を半径とした円形となる。「港湾の施設の技術上

図-1 東京湾中央航路
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る。本海域内では、同法に基づき、2018年1月30日以降、
非常災害時には海上保安庁により船舶交通の危険を防止
するため必要がある場合には、東京湾への入港制限、航
行制限、移動命令などの措置ができるようになった。
同時に、東京湾中央航路の木更津泊地は、第三管区海
上保安本部により、非常災害時の大型船舶優先の避難錨
地に指定された。
本検討では、避泊計画を考えるにあたり、上記のよう
な海上交通管制の動向との整合性を考慮し、対象とする
船舶は東京湾内に所在する総トン数500トン以上の大型
船とし、かつ大きい順に①木更津泊地、②中ノ瀬泊地、
③その他避泊可能な海域に避泊することを条件とした。
図-2 避泊面積と船舶の配置

4. 検討対象日時の設定

基準・同解説1)」によれば、錨鎖分の距離は特に条件が
無ければ水深の6倍と考えることができ、例えば船体の
長さ 200m、水深 20m の場合は半径 200 + 20 ×6 = 320m の
円、面積として約 32ha･･･東京ドーム7個分が必要となる。
津波あるいは荒天時の錨泊では，走錨（錨泊のための
錨が外れて，船舶が流されること）する可能性があるた
めに一定の安全率を設定することが必要である。具体的
には，前述の円形（以下「錨泊円」と呼称）の半径に対
してさらに安全率として 1.5倍とするのが適当とされて
いる2)。さらに，錨泊円が相互に重なりあわず、かつな
るべく隙間なく配置すると、図-2 に示す配置となる。こ
の配置の場合、錨泊円の配置による隙間の面積は錨泊円
の面積の約0.1倍であるため、安全率を考慮した1隻あた
りの錨泊に必要な面積は、元の錨泊円の面積×1.5×1.5
×1.1＝約2.5倍となる。

3. 船舶の避泊位置の設定

(1) 検討対象年度の設定
まず、港湾統計により入港船舶の動向を把握し、検
討対象年を設定した。図-3は、港湾統計に基づく2006年
から2016年の間の東京湾内6港（千葉港，木更津港，東
京港，横浜港，川崎港，横須賀港）への入港船舶数と総
トン数の推移を示したものである。これより入港船舶数
は微減、総トン数はほぼ一定の安定的な傾向となってい
る。また、図-4は、10,000総トン以上の船舶について入
港船舶隻数と総トン数の推移を示したものである。入港
船舶数、総トン数ともに横這い傾向を示している。この
ため、検討対象年は、直近の2016年とした。
(2) 検討対象日時の設定
次に、AIS（船舶自動識別装置）を用いて東京湾内に
おいて最大隻数となる日時を設定した。AISとは、船舶
の名称、位置、速力、目的地などのデータを発信する

東京湾のエリアは、海上交通安全法の適用海域である
三浦半島の劒崎と房総半島の洲崎を結ぶ線より内側であ

図-3 東京湾における入港船舶数・総トン数
（全船舶）推移

本検討では、東京湾内の船舶動静の実データを用いて
避泊計画の検討日時を定めることとした。

図-4 東京湾における入港船舶数・総トン数
（10,000 総トン数）推移
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＜凡例＞
：航行中の船舶
(矢の向きで進路を表示)
：停泊中の船舶
※web 画面上ではマークにカーソルを合わ
せると船名や航行速度、目的地等を表示

図-5 AIS 情報の表示例（web サイト marinetraffic.com より）

VHF帯デジタル無線機器であり、「船舶設備規程」によ
り、総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン
以上の国際航海に従事する船舶並びに総トン数500トン
以上の国際航海に従事しない船舶に装備することが義務
付けられている。そのため一定時間の間、東京湾内の各
船が発するAIS情報を集約することにより、東京湾内の
大型船の情報一覧を作成することが可能となる。なお、
その情報は専用の受信機のほか、図-5に例示するような
webサイトで誰でも得ることが可能である。
2．の錨泊に必要な面積の考え方より、避泊に要する
面積が多くなると考えられるのは、全体の船舶数が多い
場合か大型の船舶が多い場合である。AISデータから東

京湾の1年間365日の1時間毎に500総トン以上の船舶と海
上交通安全法で「巨大船」と定義される全長200m以上
の船舶を抽出し、それぞれの隻数が最も多くなる日時を
検討対象とした。検出においては、時間単位大型隻数検
出プログラムを作成して行った。
図-6は500総トン以上の隻数の年間推移をグラフ化し
たものであり、平均的には130～200隻程度が東京湾内に
所在することがわかるがバラつきも大きく、年間の最大
値は図に赤丸を付した5 月24 日15 時からの244隻が最多
であった。一方、全長200ｍ以上の船舶が最も多い日時
は9 月17 日10 時からの1 時間（35隻）であった。

図-6 東京湾内の 500 総トン以上の船舶数 (2016 年 1 月 1 日～12 月 31 日、1 時間単位)
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【避泊計画の検討ケース】
・ケースA-1
対象時刻 2016年5月24日 15時からの1時間
避泊方法 総トン数の大きい順に木更津泊地へ避泊
・ケースA-2
対象時刻 2016年5月24日 15時からの1時間
避泊方法 全長の長い順に木更津泊地へ避泊
・ケースB-1
対象時刻 2016年9月17日 10時からの1時間
避泊方法 総トン数の大きい順に木更津泊地へ避泊
・ケースB-2
対象時刻 2016年9月17日 10時からの1時間
避泊方法 全長の長い順に木更津泊地へ避泊

5. 避泊計画の策定
(1) 避泊計画
避泊計画は、3.と4.で述べた条件を基に以下のとおり
策定する。
【避泊計画】
東京湾に津波等による非常災害が発生した場合には、
特に大型船舶に対する座礁等の危険を防止するために、
地震発生直後・津波来襲後での大型船舶の東京湾への入
港を禁止するとともに、総トン数もしくは全長の大きい
順に木更津泊地へ避泊を行う。ただし、地震発生直後に
木更津泊地以外に錨泊している大型船舶及び浦賀水道航
路を南に航行中である等明らかに湾外に向って航行中の
船舶は避泊の対象外とする。

(3) 木更津泊地へ避泊検討結果
代表してケース A-1 の木更津泊地への避泊検討結果に
ついて具体的に示す。表-1 は、避泊対象となり得る船
舶について、AIS 情報と各船舶の諸元の情報を統合し集
約したデータから総トン数の大きい順に 35 隻分を列挙

(2) 避泊計画の検討ケース
避泊計画の検討ケースは、3.と4.で述べたそれぞれ2
種類の条件を掛け合わせた計4ケースとする。

表-1 木更津泊地への避泊船舶リスト(ケース A-1)

20.7km2 内（水深 20m 以深）に避泊
23.7km2 内（水深 14m～20m）に避泊
避泊対象船舶で必要水深が 20m 以上
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図-7 「錨泊中」イメージ：赤丸

図-9 木更津泊地及び中ノ瀬泊地の避難水域規模

20.1mである。木更津泊地の告示上の水深20mを超える船
舶が1隻だけ（表中の黄色部）存在するが、図-9に示す
とおり、木更津泊地内には水深22ｍを超える区域もある
ことから、避泊に支障はないと考えられる。そして、全
体面積23.7㎞2までに避泊対象船舶（表中の紫色部）は、
2隻、必要水深は14mであり、現在の木更津泊地に避泊可
能であることがわかる。
図-8 「港外へ航行中」イメージ：青丸

(4) 中ノ瀬泊地への避泊検討
中ノ瀬泊地への避泊については、木更津泊地に避泊で
きる船舶に次いで総トン数もしくは全長が大きい船舶が
避泊する計画とし、条件としては木更津泊地と同様に、
すでに錨泊中、あるいは湾外へ航行中の船舶は避泊の対
象から除外する。
木更津泊地と同じく、ケースA-1について対象船舶の
全長と水深を基に必要面積を計算し累計した場合、表-2
に示すように47隻の船舶が避泊可能であることがわかっ
た。また、必要な水深も既定の15mに対して13.8m以下で
あり、避泊に支障はない。

した表である。
避泊する船舶1隻あたりの必要面積は、2.で述べたよ
うに全長と水深を変数として計算でき、その結果を「面
積（個別）」の列に示し、表の上から面積を累計した数
値を「面積（累積）」の列に記載した。また、大型船舶
の必要水深は、各船舶の満載喫水の1.1倍をとった水深
とし、「必要水深」の列に記載した。
本表に記載した船舶のうち、備考欄に赤文字で「錨泊
中」とある船舶は既に錨泊している（図-7）ことから、
地震津波の発生に際して木更津泊地に移動する必要がな
いため、木更津泊地への避泊対象とはしない。また、赤
表-2 中ノ瀬泊地への避泊船舶(ケースA-1)
文字で「湾外へ」とある船舶については、地震津波発生
隻数
総トン数
全長 必要水深
時にそのまま湾外に向かう（図-8）ため、これも避泊対
象とはしない。これは、「面積（個別）」の欄での値を
47隻 （60隻中錨泊・ 5,500
～ 98～
8.3～
「0.00」として避泊対象船舶ではないことを示している。 湾外へ航行中13隻） 31,200トン 228m
13.8m
木更津泊地は、図-9に示すとおり、全体では23.4㎞2
ではあるが、水深20m以深の区域の面積は20.7㎞2となっ
(5) その他避泊可能な海域への避泊
ている。「錨泊中」「湾外へ」以外の船舶について木更
総トン数500トン以上の船舶のうち、木更津泊地、中
2
津泊地に避泊する場合、水深20m以深の20.7㎞ の範囲に
ノ瀬泊地への避泊対象とならない船舶については、東京
避泊可能なのは「面積（累積）」の欄オレンジ色部であ
湾中央航路外で避泊可能な海域に避泊する計画となる。
り、避泊対象船舶は19（＝27-8）隻、必要水深は9.7m～
東京湾内で避泊可能な海域については、東日本大震災
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表-4 ケース別避泊隻数

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ
Ｅ

A-1

A-2

B-1

B-2

木更津泊地

21隻

21隻

17隻

16隻

中ノ瀬泊地

47隻

48隻

39隻

39隻

(6) 避泊計画のまとめ
区域

面積(km2)

Ａ

233.7

Ｂ

22.2

Ｃ

53.3

Ｄ

22.6

Ｅ

24.6

合計

356.4

木更津泊地、中ノ瀬泊地への避泊計画についてはケー
スA-1のみを取り上げて述べたが、他の3ケースについて
も同様の方法で避泊計画を検討した結果、それぞれのケ
ースで泊地ごとに避泊できる隻数は表-4に示すとおりと
なった。中ノ瀬泊地に避泊できる隻数がどのケースも木
更津泊地の2倍以上となっている理由は、避泊計画の考
え方から中ノ瀬泊地に避泊する船舶の全長が木更津泊地
に比べ短くなることと、水深も浅いことの２つの要素に
より、1隻当たりの避泊円の面積が小さくなるためと考
えられる。
東京湾における航行船舶の実態から、津波が発生した
場合の避泊可能性について検討したところ、現在の東京
湾中央航路の区域で避泊が可能であることを確認した。
なお、今後の入港船舶の隻数や大きさの動向によって、
改めて避泊可能性を確認する必要がある。

図-10 東京湾内の避泊可能な海域(赤色網掛け部分)

の津波来襲時において船舶が錨泊していた区域をAIS
情報から求めることができ、図-10で赤色の網掛けで示
した区域が該当する。そのうち青色の帯で示した航路筋
を除いた部分の面積は図中に示したとおり、木更津泊地
と中ノ瀬泊地も含めて合計350km2余りに及ぶ。
一方、今回の避泊計画の対象としている東京湾内の
500総トン以上の船舶隻数と、その全てについてAIS情報
と各船舶の諸元の情報を統合し、避泊に必要な面積を算
出した結果を表-3に示す。これより、対象船舶全ての避
泊に要する面積は120km2余りと、避泊可能な海域の面積
の1/3程度であるため、避泊する海域が不足することに
はならないと考えられる。

6. おわりに
東京湾口航路事務所においては、開発保全航路の通常
時の安全航行、災害時の速やかな航路の確保を担保すべ
く、24時間の航路情報管理や毎日の航路パトロールを基
本に今後も航路に関する検討を実施していきたい。

表-3 500総トン以上の船舶隻数と避泊に要する面積

ケースA
2016年5月24日15時から1時間
ケースB
2016年9月17日10時から1時間

ケース

隻数

面積

249隻

124.4km2

1)

168隻

100.3km2

2)

参考文献
国土交通省港湾局監修：港湾の施設の技術上の基準・同
解説、社団法人日本港湾協会、2007

6

国土交通省国土技術政策総合研究所：国総研資料第 782 号、
東京湾における津波来襲時での避難水域規模推計に関す
る研究（2014）

