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1. はじめに 

 

1.1 本研究の背景 
(1) 東日本大震災時の海上物流機能の停止と航路啓開 

 2011 年 3 月 11 日 14:46 に発生した平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震とその津

波により東北および関東地方の太平洋沿岸にある全ての港湾が被災し，海上輸送機能は全

面的に停止した．岸壁，荷役機械等の地震による損傷に加え，航路・泊地がガレキ等によっ

て塞がれたことが原因である．地震発生から約 51 時間（3 月 13 日 17:58）経って津波警報・

注意報が解除された後に，陸上および海上・海中の調査が実施され，被災港湾の復旧が本格

化した．被災港湾において海上物流機能が一部復旧したのは，表-1.1 に示すように，茨城港

常陸那珂港区および釜石港の 3 月 15 日が始めである．その後，他の港湾も啓開作業が実施

され，3 月 24 日の茨城港大洗港区を最後として重要港湾以上の主要 14 港の全てにおいてと

して緊急的な物資の海上輸送が可能になった．  
 

表-1.1 東日本大震災時の被災港湾の緊急的な復旧状況 

 

港名 最初の海上輸送復旧日時 緊急物資輸送の第1船等

八戸港 3月19日 15:00

（3/19 貨物船：鉱物）
3/23 自動車専用船：荷役機械,日用品等
3/23 油送船：プロパンガス
3/23 水産庁船：軽油

久慈港 3月20日 19:00 3/26 浚渫兼油回収船：医薬品，食料品等

宮古港 3月17日 16:00
3/17 浚渫兼油回収船：A重油（※3/16 沖合から小

型船を介して緊急物資輸送）
3/19 練習船：支援物資

釜石港 3月15日 18:00
3/16 浚渫兼油回収船：飲料水，救援物資等
3/17 水産庁・海自船：軽油,灯油,粉ミルク等

大船渡港 3月22日 21:00 3/23 浚渫兼油回収船：飲料水，救援物資等

石巻港 3月23日 18:30
3/24 救援物資船: 救援物資

（3/24 離島航路再開）
3/25 浚渫兼油回収船：医薬品，食料品等

仙台塩釜港
(塩釜港区)

3月21日 16:30
3/21 油送船：燃料油

（3/26 離島航路再開）

仙台塩釜港
(仙台港区)

3月18日 10:00

3/17 浚渫兼油回収船: 食料品, 飲料水, 毛布等
3/19 浚渫兼油回収船: A重油, 飲料水等
3/19 海自船: 毛布, 飲料水,ガソリン等
3/23 RORO船: 荷役機械等
3/25 フェリー: 車両, 医薬品, プレハブ等

相馬港 3月19日 15:00 3/25 浚渫兼油回収船：飲料水，非常食等

小名浜港 3月16日 12:00

3/18 練習船：支援物資
3/22 海保船：軽油
3/24 浚渫兼油回収船：飲料水，非常食等
3/29 油送船：燃料油

茨城港
(日立港区)

3月20日 13:00 3/29 油送船：燃料油等

茨城港
(常陸那珂港区)

3月15日 13:00 －

茨城港
(大洗港区)

3月24日 10:00 －

鹿島港 3月18日 17:00 3/25 油送船：燃料油等

（国土交通省の各種報道発表資料に基づく）
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 とくに釜石港，宮古港および仙台塩釜港（仙台港区）は，道路の被害状況等から市街地や

港湾地区が孤立することが懸念されたために優先的に航路啓開を実施することが決定され

た港湾であり，それぞれに国土交通省が所有する 3 隻の大型浚渫兼油回収船がそれぞれ派

遣され，15 日 18 時，17 日 16 時および 17 日 16 時頃に緊急物資輸送が可能になった． 
 航路啓開作業における業務フローは，日本埋立浚渫協会東北支部(2011)を整理すると，図

-1.1 に示すようである．各港湾において啓開作業に使用した作業船の数は，3 月 30 日現在

で，起重機船 20 隻（うち地元建設会社の船舶 12 隻），潜水士船 8 隻（6 隻），その他 22 隻

（10 隻）であった（日本埋立浚渫協会東北支部，2011）． 
 

 

図-1.1 航路啓開作業における業務フロー 

 

 これら緊急物資輸送において，仙台塩釜港（仙台港区）では耐震強化岸壁，釜石港および

宮古港では非耐震強化岸壁であるが被害が軽微であった岸壁が使用された．すなわち，耐震

強化岸壁や地震被害が軽微であった岸壁を利用することにより緊急物資の早期輸送が可能

になり，そのときの実質的な啓開作業は 2～4 日で実施されている．なお，地震による岸壁

被害の大きかった阪神淡路大震災では，被災変形率（岸壁水平移動量÷壁高）が 20～30％
の岸壁にも船舶が接岸して緊急物資輸送した実績がある（菅野，2000）． 
 

(2) 2018 年台風 21 号によるコンテナ流出と航路啓開 

 航路啓開は，津波災害後だけでなく，高潮・高波災害時にも発生している．2018 年 9 月

4 日に徳島県，兵庫県を縦断した 2018 年台風 21 号は，大阪湾に高潮と高波を生起した．と

くに大阪港および神戸港では天文潮 52cm に高潮による潮位偏差 277cm（14:18 観測）およ

び 181cm（14:09 観測）がそれぞれ加わり，最高潮位が 329cm および 233cm に達した．これ

らの値は，それぞれの港湾における既往最高潮位である 293cm および 230cm（いずれも 1961
年 9 月 16 日の第二室戸台風時に記録）を超えた（気象庁，2018）．さらに，台風による高波

は，神戸波浪観測所において 14:20 に有義波波高 4.72m（周期 6.2s）として記録され，これ

は既往最大有義波高 4.43m（周期 6.3s，2014 年台風 11 号時に記録）を超えた（近畿地方整

備局大阪湾港湾等における高潮対策検討委員会，2019）．これら高潮と高波の影響で大阪港

および神戸港においてコンテナがそれぞれ 28 個および 43 個および港湾水域に流出・散乱

した．それらを探査・撤去して港湾を全面再開できたのは，高潮警報・注意報が解除された

後の，大阪港では 9 月 7 日 16 時 45 分，神戸港では 9 月 8 日 19 時であった（近畿地方整備

局港湾空港部，2018）．  

指揮命令系統の確立

•判断者の明確化

•指揮者の明確化

•バックアップ体制の確立

啓開岸壁の明確化

作業船舶の調達

•船舶の調達
•燃料の確保
•作業員宿舎の確保
•食料・水の調達

資機材調達・その他 •通信手段の確保
•陸上物資輸送手段の確保
•建設重機・車両の確保
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(3) 南海トラフ巨大地震・津波と伊勢湾・三河湾の港湾 
 将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震およびその津波は，西日本の広い範囲に災

害をもたらすと想定されており，台風 21 号による高潮・高波災害はもとより東日本大震災

を超える規模で航路啓開を行わなければならない可能性がある． 

 伊勢湾・三河湾には，日本を代表する生産・物流拠点がその沿岸地域に広がり，全国一の

貨物量，貿易額の名古屋港など重要港湾以上の港湾が 5 港ある．そのうち名古屋港と四日市

港には製油所・油槽所，発電所といった重要な社会インフラもある．これら港湾を地震・津

波災害後に速やかに再開することは，背後地域の国民生活を救援・支援するだけでなく，中

部圏の産業活動ひいては日本の国際競争力を低下させてないために重要である．そのため

各港湾は最悪事態に備えて港湾の事業継続計画（港湾 BCP）を策定してきている．とくに，

緊急物資輸送の計画については，表-1.2 に示すように，発災後 3 日で最小限の海上輸送ルー

トを確保し，7 日以内にその拡充を図るとしている．しかし，伊勢湾・三河湾の主要 5 港湾

全てにおいてこの目標を達成するための復旧作業にどれほどの資源が必要なのであろうか．

また，必要資源の数量に制約がある場合に，どのように配分すればよいのであろうか．具体

的な検討は明らかになっていない．  
 

 

表-1.2 伊勢湾・三河湾の主要港湾の港湾 BCP における緊急物資輸送に係る機能回復目標 

港湾 緊急物資輸送の機能回復目標 

名古屋港 
最小限の海上輸送ルートの確保：発災後 3 日以内 

緊急物資輸送ルートの拡充：  発災後 7 日以内 

三河港 
使用可能な岸壁の応急措置等： 発災後 3 日以内 

啓開作業の早期着手等：    発災後 7 日以内 

衣浦港 
使用可能な岸壁の応急措置等： 発災後 3 日以内 
啓開作業の早期着手等：    発災後 7 日以内 

四日市港 
最小限の海上輸送ルートの確保：発災後 3 日以内 

緊急物資輸送ルートの拡充：  発災後 7 日以内 

津松阪港 
最小限の海上輸送ルートの確保：発災後 3 日以内 

緊急物資輸送ルートの拡充：  発災後 7 日以内 

 

 

 名古屋港など伊勢湾・三河湾にある各港湾に船舶が到達するためには，伊勢湾口部から各

港湾につながる緊急確保航路および開保全航路，さらに各港湾内の航路を通る必要がある

（図-1.2）．この緊急確保航路・開発保全航路については伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾

BCP）において，発災後 3 日以内で湾内の各港湾に最小限の海上輸送ルートを確保し，発災

後 7 日以内に緊急物資輸送ルートの拡充（製油所・油槽所，LNG 基地が立地する港湾への

海上輸送ルートの確保を含む）することが機能回復目標とされている（表-1.3）． 
 さらに，伊勢湾 BCP が実質的に機能するための手順書が，国土交通省中部地方整備局港

湾空港部を中心にした伊勢湾港湾 BCP 協議会および関係する業界代表者間で議論され，図

上訓練などを通じて緊急対応タイムラインとして作成されてきている． 
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図-1.2 伊勢湾・三河湾における緊急確保航路と開発保全航路および主要港湾との関係

（青，黄および赤線部分が緊急確保航路，緑線部分が開発保全航路：出典. 伊勢湾

BCP 協議会 (2019). 緊急確保航路等航路啓開計画（一部改訂）） 
 

 

表-1.3 伊勢湾・三河湾における緊急確保航路および開発保全航路の伊勢湾 BCP における

緊急物資輸送に係る機能回復目標 

 緊急物資輸送の機能回復目標 

緊急確保航路・

開発保全航路 

湾内各港への最小限の海上輸送ル
ートの確保 

発災後 3 日以内 

緊急物資輸送ルートの拡充（製油
所・油槽所，LNG 基地（電気，ガス）
が立地する港湾への海上輸送ルー
トの確保を含む） 

発災後 7 日以内 

 

 

1.2 本研究のねらいと目的 
 本研究では，伊勢湾・三河湾における最大クラスの津波と考えられている南海トラフ巨大

地震津波を対象にしたときに伊勢湾・三河湾における主要 5 港湾の航路啓開に必要な作業

船数を明らかにすることを目的とする．これにより，各港湾における BCP で定める航路啓

開計画に具体性を持たせることが可能になる．さらに，使用可能な作業船数に制約がある場

合に，作業性に港湾配分により緊急物資輸送開始の目標達成の可能性を検討・把握する．こ

れは災害発生の緊急時における意思決定を助ける情報になることが期待できる． 
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2. 既往の研究 

 
2.1 ガレキ等津波漂流物量の推計 
 津波による木造等の建築物の被害率，被災建築物から発生するガレキ量，陸上で発生した

ガレキが海域へ流出する割合，自動車や船舶の漂流率は，既往の研究成果から推定可能であ

る． 

 

(1) 木造および非木造建築物の被害率および災害廃棄物発生原単位 

 木造・非木造建築物の被害率については，内閣府（2012）によって公表された南海トラフ

巨大地震対策検討ワーキンググループ（第一次報告書）の資料（図-2.1 参）を参考にできる． 
 
 

 
図-2.1 木造および非木造建築物の津波による被害率（内閣府，2012） 

 

 

(2) 自動車の浮遊限界 

 自動車のサイズ，重量，形さらには新車，中古車など様々あり，それぞれについて浮遊限

界は分かってはいない．ただし，水関係の災害推定において自動車の浮遊は，洪水に対する

自動車の浮遊限界を示した須賀（1995）による次式を使うことが一般的である．  

  0.5         (2.1) 
ここに，dは津波による浸水深 (m) である． 
 

(3) コンテナの浮遊限界 
 コンテナの大きさの外寸や総重量（コンテナの自重と積載貨物の重量を合わせたもの）は

国際規格（ISO）により規格化されている．例えば，標準の 20 フィートドライコンテナでは

長さ 20ft. [6,058mm]，幅 8ft. [2,428mm]，高さ 8ft. 6in[2,591mm]，40 フィートドライコンテ

ナでは長さ 40ft. [12,192mm]，幅 8ft. [2,428mm]，高さ 8ft. 6in[2,591mm]である．しかし，10
フィートコンテナ，45 フィートコンテナ，背の高いコンテナなど規格は数種類ある．総重

量は 30.48t が一つの基準としてあるが，それ以外もある．さらに自重についても床部が木製

と鋼製とで違いがあるなど必ずしも画一的ではない．さらに，重量の重い冷蔵コンテナ，フ

レームだけのコンテナもある． 
 20 フィートおよび 40 フィートの標準的なドライコンテナの外形寸法および自重につい

てはコンテナ取扱業者のホームページ上で認められた 20 フィートコンテナの 2.2～2.3t の
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中間値 2.15t，40 フィートコンテナの 3.7～4.0t の中間値 3.85t の場合の吃水は，20 フィート

コンテナの場合に 0.15m，40 フィートコンテナの場合に 0.13m である．これらの値は 1 つ

のコンテナ，すなわち平積みのコンテナの場合の吃水であり，2 段積み，3 段積みと段数が

増えるにつれて，吃水は段数分の倍増をする． 
 コンテナの漂流挙動に関しては，水理模型実験で得られた結果を数値計算で再現すると

いう研究が多く，現地を対象にしてコンテナの漂流挙動を研究した事例は多くない．そのな

かで，コンテナの漂流開始条件としての吃水を，熊谷ら(2006)は 20 フィートコンテナで

0.15cm および 40 フィートコンテナで 0.11cm，後藤ら(2010)は 0.51cm，野島ら(2014)は 0.3m
としており，現時点では確定的な数値はない．本研究では既往研究で用いられた浮遊開始条

件の中間的な値として以下の条件を使用することにする． 

  0.3         (2.2) 
 

(4) 船舶の漂流 

 津波による船舶の被害については，1983 年日本海中部地震時の漁港における漁船の被害

状況を津波高との関係から整理しされている（山本ら, 1985）．その調査結果から船舶の漂流

限界を次式により定める． 

   2        (2.3) 
ここに，hは津波の高さ (m) である． 
 また，陸上に保管された船舶の漂流開始条件は，野島ら(2014)の小型船舶の移動開始水深

を参考にして， 

  1.0         (2.4) 
とした． 
 

(5) 建築物から発生する災害廃棄物量 
 建築物から発生する災害廃棄物量については，村松(2013)が表-2.1，平山(2019)が表-2.2 の

うようにまとめている． 
 

 

表-2.1 災害廃棄物発生原単位（単位：トン）（松村，2013） 
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表-2.2 災害廃棄物発生原単位（平山，2019） 

 
 
 

(5) 平山ら(2017)による災害廃棄物量把握システム 
 平山ら(2017) は，地域メッシュ統計のデータを使って災害初動時に津波や水害による浸

水域，震度分布から発生する災害廃棄物量を推定するシステムを開発している（平山ら, 
2012；平山ら，2005）．そのシステムにおける災害廃棄物量の推定フローを図-2.2 に示す． 

なお，地域メッシュとは，緯度・経度に基づいて隙間なく張り巡らされたメッシュであり，

1次メッシュが経度方向に 1度，緯度方向に 40分の長さ約 80 km のメッシュになっている．

2 次メッシュは 1 次メッシュの経度および緯度方向に 8 等分したもので，3 次メッシュは 2
次メッシュをさらに 10 等分したものである． 3 次メッシュは基準地域メッシュと呼ばれ，

1 辺が約 1 km である．5 次メッシュは 3 次メッシュを縦横に 4 等分したものであり，1 辺の

長さが約 250 m である． 
 
 

 

 

図-2.2 平山ら(2017) による災害廃棄物量の推定フロー 
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(6) ガレキの海への流出率 
 被害の大きかった岩手県，宮城県および福島県のそれぞれにおいて推定されたがれきの

海への流出率（松村，2013）には表-2.3 に示すように 4.58%～12.80%と大きな差があるが，

平均的には 6.25%である．  
 
 

表-2.3 東日本大震災時の災害廃棄物の海への流出率（松村，2013） 

県 がれき発生量（千 t）

平成 25 年 6 月 

搬入済量

（千 t） 

流出量

（千 t）

流出率

（%） 

岩手 3,800 3,626 174 4.58 

宮城 10,456 9,852 604 5.78 

福島 1,727 1,506 221 12.80 

合計 15,983 14,984 999 6.25 
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2.2 港湾水域における津波漂流物の分布の考え方 
 コンテナ，船舶，ガレキ等の津波漂流過程の推定は，後藤(1983)，津波被害シミュレータ

STOC（富田ら, 2016）などの数値計算モデルを使った数値計算によりある程度可能になって

いる．しかし，漂流物の初期の位置や向きにその後の漂流過程が大きく依存することが判明

している（松田ら, 2015；富田・丹羽, 2013）．これは初期位置や向きの差異により，漂流物

に作用する津波からの流体力が異なることを意味している．さらに，初期位置に変化が無く

ても，吃水深の差異に起因して浮遊して動き始める時刻が異なっても同様なことが起こり

うる．すなわち，一つ一つの漂流物のサイズ，重量，初期位置などの特性が把握できないと

いう現状では確定論的に漂流挙動を予測することは困難である． 

 さらに，漂流物の漂流挙動を調べた水槽実験からは，同じ条件で実験しても漂流挙動に不

確定性が大きく，漂流物の到達位置にばらつきが大きかった（富田ら, 2019）．すなわち，津

波による漂流物の挙動は確率論的に扱うのが良い現象であることを示唆している．  
 以上のことから，本研究では，ガレキ等漂流物一つ一つの漂流挙動を数値計算により推定

することはせずに，海域に流出したガレキ等漂流物が所定の海域に一様に散らばることを

仮定する．このような方法によっても，地震・津波により発生するガレキ等の量，海域への

流出率，所定の海域の設定から，航路啓開において対象になるガレキ等の量を概算すること

が可能である． 

  

2.3 航路啓開作業に必要な作業船量 
 東日本大震災において実施された航路啓開作業に使用された作業船数は，地震発生の翌

日 3 月 12 日において確保できた作業船団は 4 船団であった（土木学会建設マネジメント委

員会建設ケースメソッド普及小委員会，2014）．最終的に航路啓開に導入された作業船の数

は，国土交通省東北地方整備局管内の 78 隻（15 船団）および全国から集められた起重機船，

ガット船等の 53 隻からなる 37 船団であった（伊藤・吉田，2012）．  
 作業船の作業能力については，表-2.4 にようにまとめられている（河田ら，2007）．なお，

河田ら(2007)では船舶の場合は浮遊状態を想定していると考えられるが，沈没する場合もあ

るため，本研究ではコンテナ，自動車と同様に 1 隻/1 時間 1 隻にすることにする．  

 航路啓開の作業時間については，東日本大震災の際には作業の安全性を考慮して，日出か

ら日没までとされていた（土木学会，2012）2)．  
 
 

表-2.4 田ら(2007)による作業船の作業能力（河田ら，2007） 

流出対象物 除去方法 除去能力 

船舶 タグボート等による曳航 1 隻/50 分 1 隻 

コンテナ 起重機船による引き上げ 1 個/1 時間 1 隻 

原木 作業船による陸揚げ 10 本/1 時間 1 隻 

自動車 起重機船による引き上げ 1 台/1 時間 1 隻 

家屋残骸物 作業船による陸揚げ 75m3/1 時間 2 隻 

 

 

 航路啓開作業は一般的には作業船団により行われている．作業船団は，着底や浮遊する障

害物を除去する起重機船（自航能力のあるものおよび非自航式のものの両方）およびガット

船（グラブおよび水中ポンプにより海底土砂等を採取して運搬・陸揚げをする採砂運搬用ガ

ット船．他に起重機を装備して石材を分朴に積み，運搬・陸揚げする石材運搬用ガット船も

ある）を中心として，必要に応じ揚錨船，監視船，潜水士船，測量船，土運船，居住船など
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が使用されている．東日本大震災のときには，表-2.5 に示すように，海底あるいは浮遊障害

物の撤去に最も多く使用されたのは起重機船であった（大野ら，2014）． 
 

 

表-2.5 東日本大震災時の作業船団の主構成（大野ら，2014） 

港湾 起重機船 ガット船 潜水士船 測量船 その他 

八戸 5 0 3 2 監視船 3 

久慈 3 0 2 1 監視船 1，交通船 1 

宮古 3 1 3 0  

釜石 2 1 0 1 監視兼交通船 1，曳航兼交

通船 1，居住兼給油船(数不

明)，潜水用コンプレッサ(数
不明) 

大船渡 3 1 0 1 潜水用コンプレッサ(数不明)

石巻 3 1 3 3 居住船 1，ガットバージ 1 

塩釜 7 0 1 0 潜水用コンプレッサ(数不明)

仙台 5* 0 0 2 土運船 1，居住船 1，潜水用

コンプレッサ 5 

相馬 3 0 2 1 潜水用コンプレッサ 3 

小名浜 4** 0 - 1**** 居住船 1，潜水用コンプレ

ッサ 4 

合計 36*** 4 14 11  

*: 塩釜港と 2 隻重複する．**：クレーン付き台船を含む．***：重複を除く．****：潜水

士船と兼ねる． 
 

 

 航路啓開を継続的に実施するためには．作業船の燃料が必要である．国土交通省の「平成

30 年度 船舶および機械製造修理請負工事積算基準」によると 50t 吊自航起重機船（旋回，

ディーゼル式）の機関出力は 405kW，「平成 28 年度港湾請負工事積算基準」によると起重

機船の燃費消費率は 0.242L/kW・h であるので，8 時間フル稼働を仮定すれば約 800L の燃料

が必要という試算になる．燃料タンクが 100 m3（1x105 L）程度であれば 125 日間，燃料の

無補給で作業ができることになる．仮に災害発生時に半分の燃料積載であったとしても，3
日以内に最小限の海上輸送ルート確保および 7 日以内に緊急物資輸送ルートの拡充の航路

啓開作業のために新たな給油の必要はないといえよう．なお，東洋建設株式会社の自航式で

クレーンを有した自航式多目的作業船 AUGUST EXPLORER は 1,000 m3の燃料タンクを有

しており，3 カ月間の無寄港作業が可能と言われている．なお，東日本大震災の際には，作

業船が啓開作業を行うために国土交通省の燃料戦から給油を受けることや，作業船の燃料

である A 重油 1000ｋL（タンクローリー50 台分相当）のタンカーと A 重油 320 kL のバン

カー船（給油船）を確保し，4 月上旬に現地で燃料供給できる体制が整ったとの報告もある

（日本埋立浚渫協会，2011）． 
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3. 南海トラフ巨大地震・津波によるガレキ等の発生量 

 

3.1 建物からのガレキ量の推定 
 地震および津波による建物破壊から発生するガレキ量の推定を，平山ら(2017) の災害廃

棄物量推定システムにより，地域メッシュの 5 次メッシュを使用して実施した． 
 地震および津波によるガレキの発生領域は伊勢湾および三河湾の全ての沿岸に分布し，

さらに津波による浸水域以外においても地震よる被害のためガレキが発生することが予想

される．このため，各港湾の水域（港湾区域）に流出するガレキ量を算出するためには，ま

ず港湾区域に流入するガレキが発生する港湾背後地域の範囲を区分する必要がある．本研

究では，海岸線における港湾区域境界を起点として，その起点を通過する港湾区域の境界線

を陸側に延長し，南北あるいは東西の二つの境界線に挟まれる陸域を，その港湾区域に流出

するガレキの発生地域とすることにした．各港湾における境界線を図-3.1 における破線とし

て示す．  
  

 

 

図-3.1 港湾区域の範囲および港湾区域に流入するガレキの分布境界線（図中，水色部分

が港湾区域，破線が分布境界線） 
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 港湾区域に流入するガレキの分布範囲を決めた後に，津波による浸水域をそこにあるガ

レキが津波の引き波によって港湾区域に流出する対象領域とした．東日本大震災のときに

は，この対象領域のガレキの全てが，津波の引き波のよって海域に流出したのではないこと

が確認されているので，表-2.3 に示した岩手県，宮城県および福島県における流出率の平均

値 6.25%を陸域から海域に流出するガレキ量の比率とした．なお，福島県の流出率はこの平

均値の約 2 倍の 12.80%であり，大きな不確定性があることに注意が必要である． 
 内閣府が想定する南海トラフ巨大地震および津波（ケース 1）を対象とする地震および津

波として，主要 5 港湾のそれぞれの背後地域において発生したガレキ量の分布，津波浸水深

の分布，および津波浸水域内におけるガレキ量の分布を図-3.2～3.6 に示す．なお，図中に水

色で示される領域は港湾区域であり，そのなかで深紅色および草色示される帯は航路を示

している．深紅色の帯が本研究において仮定した緊急的に啓開される航路であり，伊勢湾

BCP に従って啓開する航路の幅を 200m としている．草色の帯も同様に航路であるが，草色

の部分は緊急的な航路啓開を行わない部分である．なお，深紅色の帯しかない場合は航路が

1 本のみであることを意味している．とくに特徴的な結果は，津松阪港における背後地域の

津波浸水域が広いことである．これにより，浸水域内のガレキも広い範囲に分布しかつ量も

多くなっている．一方，名古屋港では背後地域の広い範囲で多くのガレキが発生する一方，

津波浸水域は限定的でありかつ深い津波浸水深の地域ではガレキがほとんど発生しないと

いう特徴がある．名古屋市南部では，伊勢湾台風による高潮災害の教訓から，低地部には木

造住居を建てられないという建築制限がかけられており，これが影響していると考えられ

る． 
 

 

 

 

図-3.2 津松阪港における港湾背後地域で発生するガレキ量分布（左図），津波浸水深分布

（中図），および浸水域内ガレキ量分布（右図） 
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図-3.3 四日市港における港湾背後地域で発生するガレキ量分布（左図），津波浸水深分布

（中図），および浸水域内ガレキ量分布（右図） 
 

 

 

 

図-3.4 名古屋港における港湾背後地域で発生するガレキ量分布（左図），津波浸水深分布

（中図），および浸水域内ガレキ量分布（右図） 
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図-3.5 衣浦港における港湾背後地域で発生するガレキ量分布（左図），津波浸水深分布

（中図），および浸水域内ガレキ量分布（右図） 
 

 

 

図-3.6 三河港における港湾背後地域で発生するガレキ量分布（左図），津波浸水深分布

（中図），および浸水域内ガレキ量分布（右図） 
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 津波浸水域において建物破壊から発生したガレキ量，およびそれに海域への流出率 6.25%

を乗じて算出した漂流ガレキ量を，主要 5 港湾毎に推計した結果を表-3.1 に示す．また，比

較のために，港湾区域および臨港地区の面積を表-3.2 に示す．港湾区域に流出するガレキ量

は，津松阪港において最も多く 10 万トンを超えた量であり，名古屋港はその半分以下，さ

らに四日市港，衣浦港および三河港では 1 万トンに満たない量である．港湾区域の面積でみ

ると，三河港が最も広く 132 km2 であり，最小面積は衣浦港の約 40 km2である．津松阪港と

四日市港は同規模の港湾区域面積であるが，流入ガレキ量は津松阪港の方が約 4 倍多いと

いう特徴がある． 
 

 

表-3.1 南海トラフ巨大地震・津波（ケース 1）による港湾区域に流出するガレキ量 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 

陸上において発生す

るガレキ量 (t) 
1,681,332 134,081 695,432 89,672 87,286

港湾区域に流出する

ガレキ量 (t) 
105,083 8,380 43,464 5,604 5,455

 

 

表-3.2 港湾区域および臨港地区面積 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 

港湾区域面積 (km2) 61.97 66.00 81.67 40.20 132.00

臨港地区面積 (km2) 2.76 11.70 42.88 2.20 5.51

 
 

3.2 コンテナ，自動車および小型船舶の流出量の推定 
 四日市港，名古屋港，衣浦港，三河港ではコンテナおよび完成自動車の取り扱いがあり，

津波によりふ頭が浸水すると漂流する可能性がある．そこで，漂流するコンテナおよび完成

自動車の数量を，港湾統計の年間取扱総数と配置場所における津波浸水深により算出した． 

 コンテナ，完成自動車それぞれの数は，2018 年港湾統計（年報）の年間取扱総数（表-3.3）
から 1 日当たりの取扱総数に換算し，貨物が入港してから引き取られるまでの時間である

リードタイムを乗じることにより算出した．港湾統計では完成自動車はトン数で整理され

ているので，台数を 10 トン/台により換算した．リードタイムは，財務省の輸入通関手続き

の所要時間調査の結果に基づいて，対象 5 港湾の平均値である 2.6 日とした．  
 コンテナ，完成自動車それぞれの配置場所は，google マップと各港湾のホームページを参

考にして定めた．その結果，三河港におけるコンテナ蔵置場所，四日市港と衣浦港における

完成自動車の一時保管場所はそれぞれ津波浸水域外になった．このため，これらの港湾にお

けるコンテナあるいは完成自動車の津波流出はないとした．  
 

 

表-3.3 コンテナおよび完成自動車の取扱量 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 

コンテナ (TEU) - 243,321 2,876,261 811 37,930 

(うち空コンテナ)  (56,323) (510,616) (403) (1,765) 

完成自動車 (t) 104 2,256,875 59,337,985 717,026 16,959,452 
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 コンテナおよび完成自動車は，蔵置場所や一時保管場所に均等に置かれると仮定して，流

出条件（それぞれ式 2.2 および式 2.1）を満たす浸水域の面積に単位面積あたりの個数を乗

じることにより流出するコンテナおよび完成自動車の個数を算出した．なお，コンテナの流

出条件は空コンテナに対するものであるが，今回使用したコンテナの数は空コンテナと実

入りコンテナの総数であるため，それから推定される流出コンテナ数は大きめの値になっ

ていることに注意が必要である． 
 港内小型船舶については，Google Earth により，その保管場所および保管数を把握し，海

上および陸上の流出条件（それぞれ式 2.3 および式 2.4）を満たす流出船舶を算出した． 
 図-3.6～3.10 に各港湾におけるコンテナ，完成自動車および小型船舶の配置場所を示す． 
 

         
   図-3.6 津松阪港における漂流物配置  図-3.7 四日市港における漂流物配置 

       
    図-3.8 名古屋港における漂流物配置  図-3.9 衣浦港における漂流物配置 
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図-3.10 三河港における漂流物配置 

 

  

 表-3.4 に各港湾で流出するコンテナ，完成自動車および小型船舶の数を示す．特徴として，

名古屋港と三河港で完成自動車の流出量が多く，とくに名古屋港では 1,800 台を超えてい

る．これを減らすことが航路啓開における作業軽減化に重要である．一方，前述したように

四日市港と衣浦港でも完成自動車の取り扱いはあるが，浸水域に置かれないために流出し

ていない．コンテナ流出は，四日市港において 87 個ある．しかし，この数は，東日本大震

災のときに流出した八戸港の約 700 個，仙台港の約 2,000 個に比べると少ない．表-2.4 に示

した作業船の除去能力では，コンテナと自動車に対してはともに作業船 1 隻あたり 1 台/時

であるので，コンテナと完成自動車を同等に扱うと，名古屋港では東日本大震災のときの仙

台港と同規模の漂流物（ガレキを除く）になりそうである．また，小型船舶数は，四日市港

以外では 200 隻を超えており，とくに津松阪港と三河港では 400 隻を超えている．  
 

 

表-3.4 各港湾で流出するコンテナ，完成自動車および小型船の数 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 

コンテナ (TEU) - 87 32 1 0

完成自動車 (台) - 0 1,881 0 367

小型船舶 (隻) 466 42 235 248 427
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4. 作業船の必要数の推定  

 

4.1 緊急的に啓開される航路面積 
 各港湾において港湾区域に流出したガレキ，コンテナ，完成自動車および小型船舶のうち，

緊急的に啓開すべき航路に存在するものを除去するために必要な作業船の隻数を推定する．

その必要な作業船の隻数，すなわち決められた時間内に除去しなければならないガレキ等

の量は，港湾区域内にガレキ等がどのように分布するのかに大きく依存する．そこで本研究

では，以下の除去量が比較的少なくなるケース 1 および除去量が比較的多くなるケース 2 の

2 つのケースを設定し，それぞれのケースについて必要な作業船の数を推定した．緊急的に

啓開される航路は，港湾区域の全ての航路ではなく，耐震強化岸壁につながる一部の航路で

ある．その緊急啓開される航路の面積，港湾区域内の全航路の面積，および港湾区域の面積

を表-4.1 に示す．ケース 1 の場合（C/A）では，全ての港湾において，港湾区域に流出する

ガレキ等のうち除去対象になるのは全体の 5%未満である．ただし，この比率は名古屋港と

衣浦港が他の港湾よりも若干高い値になっている．ケース 2 の場合（C/B）では，三河港で

は港湾区域に流出するガレキ等の 10%程度の除去であるが，衣浦，四日市および名古屋の 3
港湾では 30%近い量を，さらに津松阪港では 100%の量を除去しなければいけないことにな

る．  
 

  ケース 1：ガレキは港湾区域全体に，コンテナ，完成自動車および小型船舶は港湾区域

内の航路に平均的に分布し，それらのうちの緊急的に啓開すべき航路にある

ガレキ等を除去する場合 
  ケース 2：ガレキ，コンテナ，完成自動車および小型船舶は航路に平均的に分布し，そ

れらのうちの緊急的に啓開すべき航路にあるガレキ等を除去する場合 
 

 

表-4.1 各港湾における港湾区域面積，航路面積，啓開すべき航路面積 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 

[A] 港湾区域面積 (km2)  61.97 66.00 81.67 40.20 132.00

[B] 航路面積 (km2) 1.06 5.24 11.55 4.53 11.52

[C] 啓開航路面積 (km2) 1.06 1.47 3.04 1.36 1.24

B/A (%) 1.7 7.9 14.1 11.3 8.7

C/A (%) 1.7 2.2 3.7 3.4 0.9

C/B (%) 100 28.2 26.3 30.0 10.7

 

 
 

4.2 緊急的な航路啓開に必要な作業船数 
 まず，啓開作業の実施時間を次のようにした．伊勢湾 BCP などでは，津波警報・注意報

が解除されるのは地震・津波発生から 24 時間後というように想定されている．警報等が解

除された後に，被害の実態調査が始められ，航路周辺の水面や水中の漂流物および航路海底

における沈没物の調査が測量船などによって実施される．その調査時間はガレキ等の流入

量など種々の条件により変化すると考えられる．本研究ではその調査時間を 24 時間とし，

地震・津波発生から 48 時間後からガレキ等の除去という実質的な航路啓開作業が開始され

ると仮定した．すなわち，伊勢湾 BCP や各港湾における港湾 BCP において緊急物資の搬入
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目標である地震後 3 日以内を達成するためには，緊急的に啓開すべき航路を 24 時間で啓開

しないといけないことになる． 
 この 24 時間で除去すべきガレキ等を除去するのに必要な作業船の隻数を算出した．作業

船の除去能力に表-2.4 に示す値を使用して算出した結果をケース 1 の場合について表-4.2 に，

ケース 2 の場合について表-4.3 に示す．なお，ガレキとコンテナ等とを除去する作業船の種

別をガット船と起重機船とに分ける場合もあるが，東日本大震災のときには主に起重機船

が航路啓開に使用されたという実績があるので，ガレキ，コンテナ等全てを起重機船で除去

した場合について合計（最下行）も算出している．さらに，湾全体での作業船数としての合

計（最右列）を算出している．各港湾での必要な船舶を別の港湾の作業に時間的シェアする

ことは困難であろうと考え，各港湾で必要な作業船数の小数点以下を切り上げて合計して

いる． 

 ケース 1 の場合，ガレキ等全てのものを起重機船で除去し，さらに 24 時間以内という制

約条件の下では，四日市港，衣浦港および三河港の緊急的な航路啓開作業は 2～3 隻の作業

船で完了できる．一方，名古屋港と津松阪港では，それぞれ除去すべき完成自動車と小型作

業船の数が多いので，必要な作業船数は 20 隻を超えている．したがって，伊勢湾・三河湾

における全ての主要港湾において同時に緊急的な航路啓開を各港湾の港湾 BCP に定められ

た期間内で行おうとすると，ケース 1 という除去量が比較的少ない場合であっても 57 隻の

作業船が必要になる．東日本大震災のとき，地震発生から 19 日後で 20 隻の起重機船が作

業に従事した実績の約 3 倍の隻数になっている．沈没物等の調査の時間が半日に短縮され

ると，除去作業に充てられる時間は 36 時間に延びるので，その分必要な作業船数は 0.7 倍

に減少する．その場合であっても湾全体では約 40 隻の作業船が必要になる． 

 ガレキ等の除去量が比較的多いケース 2 の場合は，津松阪港以外ではケース 1 の場合に

比べて必要作業船数は約 2～3 倍に増大する．津松阪港では，多量のガレキ量が航路に集中

して流出するケース 2 では現実的ではない数の作業船数が推定されている． 
 なお，作業時の危険回避のために夜間の啓開作業を実施しないとした場合，例えば 1 日の

啓開作業時間を 12 時間とした場合には，必要とする作業船数は表-4.2 および 4.3 に示した

数字の 2 倍に増える． 

 以上のことから，伊勢湾・三河湾全体で見た時の広域 BCP において優先的に啓開する港

湾を検討する必要があると考えられる．これと合わせて，航路啓開に先立つ調査時間を事前

の準備等により極力短くすること，災害後の生活必需品等必要なものの備蓄量を増やすこ

とによって緊急支援の開始時期を遅らせること，港湾に流入するガレキ等の量を減らすこ

となども進める必要がある． 
 

 

表-4.2 必要な作業船の隻数（ケース 1） 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 合計 

ガレキ 3.6 0.4 3.3 0.4 0.1 11 

コンテナ - 1.0 0.4 0.1* 0 3 

完成自動車 - 0 20.6 0 1.6 23 

小型船舶 19.4  0.5 2.6 3.1 1.9  30 

合計 23.0 1.9 26.8 3.6 3.7 57 

   * 0 以上 0.1 未満を 0.1 としている． 
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表-4.3 必要な作業船の隻数（ケース 2） 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 合計 

ガレキ 212.3 4.7 23.1 3.4 1.2 248 

コンテナ - 1.0 0.4 0.1* 0 3 

完成自動車 - 0 20.6 0 1.6 23 

小型船舶 19.4  0.5 2.6 3.1 1.9  30 

合計 228.3 6.3 46.3 6.1 4.5 304 

   * 0 以上 0.1 未満を 0.1 としている． 
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5. 作業船団数の配分 

 

5.1 港湾における作業船団キャパシティ 
 起重機船などを主とした作業船団はそれぞれの活動空間を有しているので，航路啓開の

ために航路等で同時に作業することのできる作業船団数が存在する．その数は，啓開対象の

航路面積と 1 船団あたりの作業面積から求めることができる．1 船団あたりの作業面積は，

東日本大震災時の投入船団数と調査面積の関係の値である 0.46 km2（大野ら，2014）とした．

各港湾において，啓開すべき航路面積で活動できる最大の船団数（許容船団数）を表-5.1 に

示す．この表と表-4.2 および 4.2 と比較すると，ケース 1 の場合の四日市港，衣浦港および

三河港において許容船団数を下回るか同等の値になっている． 
 
 

表-5.1 港湾水域と許容船団数 

 津松阪港 四日市港 名古屋港 衣浦港 三河港 

啓開対象面積(km2) 1.06 1.47  3.04 1.36  1.24 

許容船団数 2 3 7 3 3 

 
 

5.2 陸上輸送を考慮した作業船配分の手法 
 各港湾における許容船団数を制約条件としつつ，伊勢湾・三河湾で使用可能な作業船団が

1～30 船団あった場合に，その作業船団をどの港湾に何船団配分するのか総当たり的に計算

した．その計算フローを図-5.1 に示す．なお，航路啓開作業は実際には船団により作業がな

されるが，ここでは簡単のためガレキ等の除去を起重機船で実施すると仮定し，その起重機

船の数とした． 

 使用できる作業船の隻数が表-4.2や表-4.3に示す隻数よりも少ない場合には各港湾の港湾

BCP に示される緊急物資輸送開始時間の目標を達成できない．さらに，四日市港以外は，表

-4.3 と表-5.1 の比較から，必要作業船数は作業水域における作業船団キャパシティを超えて

いることから，港湾 BCP の目標達成は困難である．そのため，隣接港湾に限って陸上輸送

が可能であると仮定した． 
 図-5.1 の各ステップでは次に示す仮定に基づいたプロセスを実施する． 

 1) 各港湾に配分する作業船数を決定する． 
 伊勢湾・三河湾全体において利用可能な作業船数を入力条件とし，各港湾における作業船

の収容能力を制約条件とした．利用可能な作業船数は 1 隻から 30 隻に変化させ，収容能力

は表-5.1 に示す値を使用した．  

 2) どこかの港のガレキ等の量をゼロにする． 
 投入する作業船の隻数と作業船の単位時間当たりの作業能力とから，どこかの港のガレ

キ等の量がゼロになるまで，作業船の配置は変えないものとする．作業船の除去能力は表-
2.4 に示す値とした． 

 3) すべての港においてガレキ等が無くなる． 
 すべての港においてガレキ等が無くなっていない状況であれば，作業完了した港から作

業が完了していない港に作業船を移動させる．ある港から別の港に移動する移動時間は，起

重機船の移動速度 8 knot (=約 14.8 km/h) に基づいて算出した表-5.2 に示す各港湾それぞれ

がもつ平均移動時間とした．なお，移動時間中にはその作業船は作業をしないものとしてい

る．このプロセスをすべての港においてガレキ等が無くなるまで繰り返す． 
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 4）出力：各港湾における航路啓開終了までの時間 

 以上のプロセスにより得られた各港湾において航路啓開作業が終了するまでの時間を出

力する． 

 5) （隣接港の航路啓開時間）＋（隣接港からの陸上移動時間）＜(航路啓開時時間） 
 隣接する港湾において航路啓開作業が終了した段階でその港湾には物資供給が可能にな

ったとする．その港湾に隣接する港湾に物資を供給する手段として陸上輸送を追加する．す

なわち，ある港湾において航路啓開作業が終了した場合に，その時間に隣接港湾への陸上輸

送時間を加えた時間が，隣接港湾の航路作業終了までの時間よりも短い場合にはその隣接

港湾には陸上輸送により物資が供給されるものとする．なお，陸上輸送は隣接する港湾にだ

け行われるものとした．陸上輸送にかかる時間の算出は後述する． 
 6) 出力：各港湾における物資到着可能時刻 

 以上のプロセスによる伊勢湾・三河湾の全ての主要港湾において，海上輸送あるいは隣接

港湾からの陸上輸送により物資供給が可能になる時間を出力する． 
  

 
図-5.1 作業船の配分フロー 

入力

初期がれき量

各港湾に配分する作業船数を決定する

ひとつの港のガレキ等量をゼロにする

End

Start

Yes

No

作業船の移動時間によってガレキ等量を減らす

すべての港においてガレキ等が無くなる

出力

各港湾における航路啓開終了までの時間

陸上輸送に置換

出力

各港湾における物資到着可能時刻

（隣接港の航路啓開時間）＋

（隣接港からの陸上移動時

間）＜(航路啓開時時間）

Yes

No
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表-5.2 港湾間の作業船の移動時間（単位：時間） 

 
 

  

 陸上輸送には，図-5.2 に示す「中部版くしの歯作戦」（中部地方幹線道路協議会道路管理

防災・震災対策検討分化会，2018 年 5 月改訂版）で道路啓開される道路を使用することに

した．中部版くしの歯作戦では，道路啓開を次の 3 つのステップで実施することにしてい

る． 
 STEP1：全ての高速道路，都市高速，及び直轄国道(浸水地域を除く)を選定．ダブル

ネットワーク確保、緊急交通路指定を考慮 
 STEP2：沿岸の地域の道路啓開を 3 日以内に行うため，｢STEP1｣と「STEP3」の候補

ルート及び重要拠点等を効率的に結ぶ比較的耐震性の高い（必要に応じ耐震

対策を行うべき）ルートを選定（STEP1 の候補ルートから各市町村へ少なく

とも 1 ルートを選定） 
 STEP3：沿岸ルート等，被害が甚大で孤立の危険性が高いエリアを通るルート 

 本研究における道路の選定時には次の 3 つの条件に基づいた． 
 a)  航路啓開が終了した港湾につながる STEP3 の道路の距離を最短 

 b) a の条件を満たす中で，隣接港湾に向かう STEP2 の道路の距離を最短 
 c)  b の条件を満たす中で，隣接港湾につながる STEP3 の道路の距離を最短 

 

 

 

図-5.2 中部版くしの歯作戦（2018 年 5 月版）における啓開道路網 

発

着

4.5 5.1 4.9 5.2
4.5 3.8 5.9 6.1

5.1 3.8 6.5 6.7

4.9 5.9 6.5 4

5.2 6.1 6.7 4

4.9 5.1 5.5 5.3 5.5

衣浦港 三河港津松阪港 四日市港 名古屋港

平均移動時間

津松阪港

四日市港

名古屋港

衣浦港

三河港
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 隣接港湾間の陸上輸送に係る時間は，使用道路の距離と車両移動速度 25 km/h（津田ら，

2013）から算出した．その結果を表-5.3 に示す． 
 
 

表-5.3 隣接港湾間の陸上輸送距離および時間 

 津松阪－四日市 四日市－名古屋 名古屋—衣浦 衣浦－三河 

距離 (km) 73.3 44.9 39.6 104.0 

時間 (時間) 2.9 1.8 1.6 4.2 

 
 

 

5.3 ガレキ等の量の不確定性を考慮した作業船の配分 
 ガレキ等の発生量およびそれらが港湾区域に流出する割合には不確定性が大きい．この

ため，第 3 章で推定したケース 1 のガレキ等の量を基本量としつつ，その量を全港湾均一

的に 0.1～2.0 倍した場合も含めて作業船の港湾配分について検討した． 
 図-5.3 は，縦軸に第 3 章で算出したガレキ等の量に対する倍率，横軸は利用可能な作業船

数（1 隻から 30 隻）をとり，伊勢湾・三河湾の主要 5 港湾の全てに緊急物資等を最も早く

供給可能にするために作業船が配分される港湾の組み合わせを色で示している．また，図中

の 12.0 あるいは 24.0 の付いた黒線は，利用可能な作業船数によって全港湾に物資供給が可

能になる最短時間（最後の港湾において航路啓開か陸上輸送されるまでの時間）を示す． 

 第 3 章で推定したガレキ等の量の場合（縦軸の 1 の場合），例えば 30 隻の作業船が投入

可能であったとしても目標期間内での全 5 港湾において緊急物資輸送を可能にすることは

不可能という推定結果になった． 
 しかし，2 隻あれば，それらを四日市港に投入することにより，四日市港では目標時間内

（地震発生から 3 日，実質的な啓開作業時間は 24 時間）で緊急物資輸送が可能になる．さ

らに，そこから陸上輸送を併用することにより名古屋港にも目標時間内に，津松阪港には 1

時間未満の遅れで緊急物資輸送が可能になる．さらに 3 隻追加できれば，それらを衣浦港に

投入することにより目標時間の約 1 時間の遅れで航路啓開作業が終了し，衣浦港から陸上

輸送により目標時間の約 5 時間後に緊急物資輸送が可能になる．すなわち，5 隻の作業船が

あって，四日市に 2 隻，衣浦港に 3 隻投入すれば，目標時間の約 6 時間遅れで全 5 港湾に

緊急物資を届けられる輸送網が構築できる．なお，表-4.2 に示す必要作業船数では衣浦港と

三河港では 0.1 隻の差しかなく，作業時間に換算すると 2.4 時間である．さらに表-4.3 に示

すケース 2 の場合では三河港の方が衣浦港よりも必要作業船数が少ないことを考慮すると，

四日市港の次に優先される港湾を三河港にする考え方もある． 

 また，ガレキ等の量が 0.6～0.8 倍に抑えることができれば，5 隻の作業船を四日市港と衣

浦港に，0.5 倍以下であれば 4 隻の作業船を四日市港と三河港に配分することにより，目標

時間内に全 5 港湾において緊急物資輸送が可能になる．作業船が 9 隻確保できた場合には，

それらを四日市港，衣浦港，三河港に同時に投入することにより目標達成が可能になる．し

かし，それらの港湾の許容船団数はそれぞれ 3 であるので，9 隻以上あってもこれら 3 港湾

の啓開移すべき航路には投入できない． 
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図-5.3 目標時間以内に物資供給を可能にするための作業船配分港湾 
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6. 結論 

 

 本研究では，近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震・津波により大きな被害

が想定される伊勢湾・三河湾の主要 5 港湾を対象にして，内閣府が想定する南海トラフ巨

大地震・津波（ケース 1）が発生した時に，港湾 BCP で目標にする地震発生から 3 日以内

に緊急物資を輸送できるようにするための航路啓開に必要な作業船数およびその港湾配分

について検討した． 
 航路啓開の対象を建物破壊から生じるガレキ，ふ頭上のコンテナや完成自動車，および

陸上・海上の小型船舶とし，それぞれの数量を推定した．それらが港湾区域に流出する比

率に東日本大震災時の災害から推定された値を使って港湾区域に流出するガレキ等の数量

を推定し，さらに緊急的な航路啓開のため除去される数量を推定した．その除去のために

必要な作業船の数を推定した． 

 さらに，伊勢湾・三河湾で使用できる作業船の数が制約されたときに，作業船を配分す

る港湾の優先性を推定した．その際には，緊急的な航路啓開が終了した港湾に隣接する港

湾には，陸上輸送により物資を輸送する時間と緊急的な航路啓開を完了するまでの時間を

比較して短い時間の手段により物資輸送が行われるとした． 

 以上のような検討により以下の主要な結論が得られた． 
1) ガレキ，コンテナ，完成自動車および小型船舶の港湾区域内での分布状態を 2 ケース

考え，それぞれのケースについて除去すべきガレキ等の数量を推定し，それらを除去

するための作業船の数を推定した．ここに 2 つのケースとは，ガレキが港湾区域に平

均的に分布し，コンテナ等は港湾区域内の航路に平均的に分布するケース 1，および

ガレキおよびコンテナ等が港湾区域内の航路に平均的に分布するケース 2 である． 

2) ガレキ，コンテナ等を起重機船で除去するとした場合に必要となる起重機船団は伊勢

湾・三河湾全体でケース 1 の場合に 57 船団，ケース 2 の場合に 304 船団である．た

だし，この推定では，地震発生から津波警報等解除まで 24 時間，その後 24 時間かけ

て沈没物などの漂流物調査を実施することとしており，啓開作業の実働時間を 24 時

間にしている． 
3) ケース 2 よりは作業量が少ないケース 1 であっても，目標時間以内に伊勢湾・三河湾

の全 5 港湾において緊急的な航路啓開を完了させることは，作業水域のキャパシティ

の制約があって，不可能な推定結果が得られた． 

4) しかし，ケース 1 であれば四日市港では 2 船団により目標時間以内に，衣浦港と三河

港では 3 船団（緊急的な航路啓開を行う水域に配置できる作業船団数の最大値）によ

り目標時間後 6 時間以内に緊急的な航路啓開作業を完了させることができる．すなわ

ち，5 船団あれば，隣接港湾への陸上輸送を併用することにより，湾全体の 5 港湾に

は目標時間の 6 時間遅れで緊急物資の供給が可能になる． 
5) ケース 1 の場合，ガレキ等の量を 0.6～0.8 倍に抑えることができれば，5 船団を四日

市港と衣浦港に，0.5 倍以下であれば 4 船団を四日市港と三河港に配分することによ

り，目標時間内に全 5 港湾において物資輸送が可能になる． 
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7. おわりに 

 

 航路啓開で除去する対象物にした完成自動車，小型船舶の位置は Google Earth から読み

取ったものであるため，最新の状況を把握する必要がある．とくに名古屋港では完成自動

車の流出数が多く見積もられ，それを除去する作業船数が多くなったことから，完成自動

車の一時保管場所を津波浸水域外にすることにより路啓開の作業量を格段に減らすことが

可能であり，その位置が重要である．また，ガレキ量が多く推定された津松阪港では，港

湾区域内でのガレキの分布が航路啓開の作業量に大きく影響するが，港湾区域に流出する

ガレキ量，ひいては地震や津波の作用によって破壊する建物の数を減らすことが，被災後

の救援・復旧の迅速化に大きく寄与すると考えられる．さらに，津松阪港では小型船舶対

策も重要であることが今回の研究からは指摘される． 
 名古屋港，四日市港および三河港では年間 24 万 TEU を超える（名古屋では 280 万 TEU

を超える）コンテナを取り扱っているが，流出する数は限定的であった．これは，伊勢湾

台風によって被害を受けた地域であるので，コンテナふ頭のふ頭高を高くしている効果が

現れていると推察される．さらに名古屋市南部における建築制限も流出ガレキ量の軽減に

有効であると考えられる．  

 本研究では，各港湾の港湾 BCP に従って，緊急物資等の輸送は地震発生から 3 日以内を

目標にし，さらに津波警報等の解除を地震発生から 1 日後にした．その後に航路等におけ

る沈没物等の調査に 24 時間かかると仮定したので，必要最低限の航路啓開作業に充てら

れる時間は最大 24 時間とした．津波警報等の解除および沈没物等の調査時間を短縮化で

きれば，その分航路啓開作業に充てられる時間が増えるので，緊急物資等をより早く搬入

できる，あるいはより少ない作業船数で作業を成し遂げられることにつながる． 

 また，中部版くしの歯作戦で啓開される道路を使った陸上輸送を考慮しないと，たとえ

9 隻あっても 5 港湾全てに地震後 3 日以内に緊急物資輸送は可能にならない．一方，航路

啓開の終了した港湾の隣接港湾だけても陸上輸送を併用することにより，最低 5 船団で全

5 港湾に目標時間の 6 時間遅れで輸送可能な状態になる．  
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