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第１章 調査・検討の概要 

１ 調査目的 

青森港への大型クルーズ客船ダイヤモンド・プリンセス(以下「検討対象船舶」という。) 

の入出港に係る操船及び係留の安全性について調査・検討し、船舶交通の安全確保に資する

ことを目的とした。 

２ 委員会設置 

青森港及び航行安全に関する専門的知識を有する者及び学識経験者を委員とし、青森港を

管理、管轄する関係官公庁の指導を受ける「青森港における大型客船入出港に係る航行安全

調査委員会」を設置した。 

なお、委員会には、委員会資料を事前検討する作業部会を置くこととした。 

委員会の構成は、以下の通り。 

委員会の構成 (順不同・敬称略) 

「委 員」 

(委員長) 大津 皓平 東京海洋大学 名誉教授 

久古 弘幸 一般社団法人日本船長協会 副会長 

田中 一臣 青森港水先人会 水先人 

三上 永道 日本通運(株)青森支店青森中央事業所海運倉庫グループ 主任 

「関係官公庁」 

第二管区海上保安本部交通部 

青森海上保安部 

東北地方整備局 

東北地方整備局青森港湾事務所 

青森地方気象台 
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３ 調査内容 

3.1 操船の安全性 

(1) 操船に係る施設の性能（操船に係る基礎的検討） 

操船に係る水域施設及び防舷材について、港湾の施設の技術上の基準・同解説(平

成 19年７月発刊)(以下、「技術基準」という。) と照査すると共に、船体の外力影響

及び支援力を確認して安全性を検討した。 

(2) 入出港操船の安全性（操船シミュレーションによる評価） 

イ 係留岸壁へのアプローチから着岸までの主要局面について、検討対象船舶のモデ

ル船による数値操船シミュレーション(以下「数値シミュレーション」という。) に

より、風向・風速等の外力の操船への影響を把握した。 

ロ 数値シミュレーションから得られた操船に及ぼす影響の大きい風向・風速等を条

件とし、モデル船によるビジュアル操船シミュレータ実験（以下「ビジュアルシミ

ュレータ実験」という。）により操船の安全性を検討した。 

3.2 係留の安全性 

(1) 係留施設の配置 

検討対象船舶の係留計画を基に係船柱、防舷材の配置の安全性を検討した。 

(2) 係留限界風速の算出 

検討対象船舶の係留計画から係留力等を計算し、限界風速を算出して係留の安全性

（係留限界風速）を検討した。 

3.3 航行安全対策 

検討対象船舶の入出港に係る基準等の航行安全対策を以下の項目に沿って検討・整理し

た。 

(1) 入出港の管理 

(2) 入出港の対策 

(3) 係留中の対策 

(4) その他 

４ 委員会等の開催状況 

大型クルーズ客船入港計画、港湾統計、港湾要覧、青森港港湾計画資料、港湾の施設の技

術上の基準等を基に作成する資料及び操船シミュレーション結果等を、委員会の検討・審議

資料とした。 
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なお、ビジュアルシミュレータ実験等の結果に基づく評価及び航行安全対策については、

作業部会により整理・検討のうえ委員会における審議資料とした。 

委員会等の開催状況は、以下の通り。 

(1) 第１回委員会 

日時：平成 25年８月 29日(木)13：30～16:15 

場所：青森市（青森国際ホテル：５Ｆ芙蓉の間） 

     議題：① 大型クルーズ客船の入港計画について 

② 調査・検討の計画について 

③ 青森港の現状について 

④ 航行環境について 

⑤ 操船に係る基礎的検討について 

⑥ 操船シミュレーションによる検討方案について 

(2) ビジュアルシミュレータ実験 

日時：平成 25年９月 12日(木)、13日(金) 

会場：東京(㈱エム・オー・エル・マリンコンサルティング シミュレータ室) 

(3) 作業部会 

日時：平成 25年 11月 27日(水)13:30～15:40 

場所：青森市（青森国際ホテル：５Ｆ銀扇の間） 

議題：① 第１回委員会における質疑・対応について 

② ビジュアルシミュレータ実験結果について 

③ 係留の安全性について 

④ 航行安全対策案について 

(4) 追加ビジュアルシミュレータ実験 

日時：平成 25年 12月 10日(水)13:30～15:40 

会場：東京(㈱エム・オー・エル・マリンコンサルティング シミュレータ室) 

(5) 第２回委員会 

日時：平成 26年１月 22日(水)13:30～15:45 

場所：青森市（青森国際ホテル：５Ｆ芙蓉の間) 

議題：① 第１回委員会における質疑・対応について 

② ビジュアルシミュレータ実験結果について 

③ 係留の安全性について 

④ 航行安全対策案について 

⑤ 調査結果及び報告書構成案について 
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５ 調査結果 

大型クルーズ客船の入港計画及び青森港の現状等を基に、検討対象船舶の操船に係る施

設の性能を照査（基礎的検討）するとともに、ビジュアルシミュレータ実験により、入出港

着離岸操船の安全性を評価、更には、係留計画から求めた係留力から、係留の限界風速値

を算出した。 

その結果の概要は次の通りであり、第５章から第８章に詳細を記載する。 

なお、本報告書に詳述した諸安全対策は、その基本的事項を示したものであり、大型ク

ルーズ客船受入れにあたっては、委員会の議事の概要を十分考慮して関係者間で十分協議

を行い、安全確保に万全を期す必要がある。 

イ ビジュアルシミュレータ実験結果から、検討対象船舶が風の影響を受けやすい

船型であり、係留岸壁北側の浅瀬が大きく張り出し、係留岸壁前面の操船水域が

狭いことを考慮すると、岸壁前面の操船水域の状況を把握して極めて慎重に操船

する必要がある。 

ロ 係留岸壁における検討対象船舶の係留については、静的計算により求めた限界風

速は 14.96m/sec～15.04m/sec であり、自然風における運用を考慮すると、風速

10m/secを限界とする。 

ハ 入港着岸操船においては、操船の判断ミスやタイミングのずれで船体は 10ｍ程

度移動することもあり、また、止めたつもりでも再び動き出すことも十分考えられ

ることを考慮すると、決して係留岸壁前面は、余裕ある操船水域が確保されている

とは言えず極めて厳しい操船環境にある。岸壁前面の－10ｍ以深の水域については、

可及的速やかに拡幅すべきである。 

ニ 航行安全対策の主要点の要旨は次の通り。 

① 大型クルーズ客船入出港に係る安全管理体制を確立して、客船の入出港に係

る調整、受入の準備等を実施すること。 

② 入港着岸の基準は、風速８m/sec 以下とする。なお、係留停泊中に、係留限

界風速を超えることが予想される場合には入港を中止すること。 

③ 対象船舶の入出港には、水先人を乗船させ、3,400馬力以上の曳船１隻以上を

配備し、必要に応じて支援させること。 

④ 係留中に出港基準の風速を超えることが予想される場合は、事態急変に備え

曳船を配備し、常時出港できる体制をとること。 

⑤ 当該船舶の入港を計画するにあたっては、事前に、本委員会の検討結果（特に

ビジュアルシミュレータ実験結果）、港内の水深、係留岸壁等の現状を詳細に船

長に伝えて、入出港の安全確認を行うとともに、入港の可否の決定は、入出港

の基準の範囲内であっても船長の判断を尊重すること。 

 



第２章から第７章省略 
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第８章 航行安全対策 

１ 入出港の管理 

1.1 管理体制の確立 

青森港への検討対象船舶の入港にあたっては、港湾管理者が入出港の管理責任者と

なり、青森港利用者等の協力を得て対象船舶の運航に係る安全管理体制を確立し、入

出港に係る調整、入出港基準の遵守等について管理すること。 

安全管理体制例を図 8.1-1 に示す。 

 

情報交換

協力依頼
協議

調整

入出港管理責任者

入
出
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管
理

渉
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海上保安部入出港船舶関係者

漁協

小型船舶関係者

曳船

110

118

119

進路警戒船

事故発生時

(対象客船関係）

（対象船舶以外）

 

図 8.1-1 安全管理体制例 

1.2 入港の準備 

検討対象船舶の入港に当たっては、操船支援のために以下の準備を行うこと。 

(1) 浅所の標識の設置 

係留岸壁前面北側に、－10ｍ以浅の水域が岸壁側に張り出しており、着岸姿勢

に入るタイミングの把握、見えない水面下への心理的緊張の緩和等のため、浅瀬

の張り出し部を示す標識（ブイ等）を時限設置すること。 

(2) 船体位置確認の標識設置 

係留岸壁前の南北両側の－10ｍ以深の水域に余裕がなく、また、ECDIS の精度

の信頼性の確度を考慮し、係留岸壁上に次の標識を設置すること。 

イ 操船者が容易に適正な船体位置を確認できるような重視目標となる物標 

ロ 係留時の船首尾の位置を示す標識 
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1.3 入出港に係る調整 

以下の事項に係る調整を行い、入出港に係る航路及び操船水域等において操船に支

障を生じさせないように調整すること。 

イ 係留岸壁周辺への他船舶の着岸係留の回避 

ロ 漁船・プレジャーボート等の航路内航行の自粛 

ハ 入出港船舶の時間を調整して航路内での競合の回避 

1.4 気象情報の把握 

以下により気象情報を収集、把握して、入出港及び係留の安全確保に努めること。 

イ 入港前日からの気象情報を入手する。 

ロ 予報と実況とを照合して予報の精度を確認する。 

ハ 係留中の気象情報（予報、実況）を収集する。 

２ 入出港の対策 

2.1 入出港の基準 

入出港の基準を表 8.2-1 に示す。 

入出港においては、入出港基準を遵守すること。 

表 8.2-1 入出港基準 

風   速※ 
入港 ８ｍ/sec 以下 

出港 10ｍ/sec 以下 

波   高 港外波高 1.0ｍ以下 

視   程 1,000ｍ以上 

※ 風速は、係留岸壁付近の 10 分間平均風速とする。 

2.2 入港の中止 

次の場合は、入港を中止すること。 

イ 係留停泊中に係留限界風速を超えることが予想される場合 

ロ 台風及び低気圧の急速な発達等による強風が予想される場合 

ハ 津波警報または津波注意報等が発令された場合 

ニ その他着岸に支障をきたす異常事態が発生した場合 
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2.3 水先人の乗船 

入出港には、港内情勢に精通した水先人を乗船させること。 

水先人の乗船人数については、周辺状況及び昼夜間別を考慮し、水先人及び船長（又

は船舶所有者）と協議することとする。 

2.4 曳船の配備 

入出港には、3,400 馬力以上の曳船１隻以上を配備して、必要に応じ支援させるこ

と。 

配備する曳船の馬力、隻数については、入出港時の気象状況を考慮して、船長、水

先人をはじめ、関係者間で協議すること。 

2.5 進路警戒船の配備 

航路航行中は、漁船等の小型船に対する警戒のための進路警戒船を配備すること。 

配備する進路警戒船は、操船支援に当たっていない曳船が兼務することができる。 

2.6 日没後出港の措置 

日没後の出港にあっては、西防波堤先端部を操船者が確認できるように以下を参考

に対策を講ずること。 

イ 先端部に灯火標識を設置する。 

ロ 曳船等から探照灯等により先端部を照射する。 

３ 係留中の対策 

3.1 係留限界風速 

検討対象船舶の係留にあっては、風速 10m/sec を係留限界風速とし、係留中は、以

下の事項に留意し、安全な係留の継続を確保すること。 

イ 係留限界風速以下での係留を厳守する。 

ロ 気象情報の常時把握に努める。 

ハ 係留索張力の均等保持を本船に励行させる。 

3.2 気象急変への備え 

係留中、安全に出港できる風速基準を超えることが予想される時は、対応に遅れを

生じさせることがないよう余裕をもって船長及び水先人と協議して、以下により気象

の急変等による事態に備えること。 

イ 余裕をもって曳船を配備するなどして出港できる体制をとる。 

ロ 離岸出港は、入出港基準の風速を順守させる。 
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3.3 緊急避難(離岸) 

次の事項に該当する場合には、離岸し、安全な海域に避難させること。 

イ 係留限界風速以上が予想される場合 

ロ 津波警報が発表された場合 

ハ 船長が離岸する必要があると判断した場合 

ニ その他係留の続行が危険な場合 

ホ 港長の勧告・命令があった場合 

3.4 連絡手段の確保 

係留停泊中は、入出港管理責任者、海上保安部、船舶代理店、曳船、水先人等関係

者間において、常時確実な連絡が取れる手段を確保しておくこと。 

４ その他 

4.1 操船水域の整備 

係留岸壁前面の－10ｍ以深の水域

が検討対象船舶の全長に比し、前後

に約 10ｍづつの余裕しかなく、タグ

と舵、推進器のみによる通常の操船

法では、表 8.2-1 の条件においても、

操船の判断ミスやタイミングのずれ

で船体は 10ｍ程度移動することも

あり、また、止めたつもりでも再び

動き出すことも十分考えられ、これ

ら予期せぬ事態への対応が困難な状

態である。これらを考慮すると、決

して係留岸壁前面は、余裕ある操船

水域（－10ｍ以深）が確保されてい

るとは言えず極めて厳しい操船環境

にある。 

岸壁前面の－10ｍ以深の水域につ

いては、可及的速やかに拡幅すべき

である。(図 8.4-1 参照。) 

 

 

 

(資料：海図 W1191 複写・加工) 

図 8.4-1 －10ｍ以深を確保すべき範囲 



 - 268 - 

4.2 船長判断の尊重 

最近の日本寄港の大型クルーズ客船では、当該船舶の操船に習熟した高度な操船技

量の船長が、岸壁付近での回頭、着離岸操船を ECDIS により船位を確認しながら自ら

ジョイスティクレバーを操作して操船する場合が多いことを考慮すると、船長による

入出港の安全性の判断が重要となる。 

当該船舶の入港を計画するにあたっては、当該船舶関係者の現地確認等により、事

前に、本委員会の検討結果（特にビジュアルシミュレータ実験結果）、港内の水深、

係留岸壁等の現状を詳細に船長に伝えて、入出港の安全確認を行う必要がある。 

更に、入港の可否の決定は、水先人と協議のうえ、入出港の基準の範囲内であって

も船長の判断を尊重すること。 

4.3 防舷材の強化 

係留岸壁に設置されている防舷材の吸収エネルギーから算出される検討対象船舶の

許容接岸速度は 7.0cm/sec であり、基準限界風速に近い状況でこれを遵守するにおい

ては、極めて慎重な操船が求められることとなる。 

接岸速度 10.0cm/sec 程度で余裕のある操船ができるように、防舷材を強化すること

が望ましい。 

4.4 風観測施設の設備 

青森港に近い気象観測地点は、係留岸壁から約 2,500ｍ南東方向市街地の青森地方

気象台であり、沿岸域との風況の差異を考慮すると係留岸壁付近に風観測施設を設備

して、係留岸壁付近における風基準を適正に運用することが望ましい。 
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