
  

 

 

 

 

 

 

Ｌ Ｎ Ｇ 船 の 津 波 対 応 

緊 急 離 桟 に 関 す る 調 査 

 

 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年３月 
 

 

公益社団法人日本海海難防止協会 



i 

目  次 

 

第１章 調査・検討の概要 ....................................................... 1 

１ 調査目的 ................................................................... 1 

２ 調査会の設置 ............................................................... 1 

３ 調査内容等 ................................................................. 2 

3.1 調査の概要 .............................................................. 2 

3.2 ビジュアル操船実験 ...................................................... 2 

４ 津波対応緊急離桟手順の作成 ................................................ 3 

4.1 整理する資料 ............................................................ 3 

4.2 津波対応緊急離桟手順案 ................................................. 3 

５ 津波対応緊急離桟訓練への対応 .............................................. 3 

5.1 緊急離桟訓練要領等の作成 ............................................... 3 

5.2 緊急離桟訓練の実施及び対応 ............................................. 3 

６ 調査会等の開催状況 ......................................................... 4 

７ 調査結果 ................................................................... 5 

第２章 新潟港周辺の津波想定................................................... 6 

１ 県防災計画 ................................................................. 7 

1.1 想定地震 ................................................................ 7 

1.2 全県域浸水想定 .......................................................... 8 

1.3 各想定地震による津波高さ .............................................. 19 

1.4 東新潟ＬＮＧバースにおける津波到達時間 ................................ 24 

２ 国交省報告書 .............................................................. 25 

第３章 係留中のＬＮＧ船の状況 ............................................... 32 

１ 新潟ＬＮＧバース施設 ...................................................... 32 

1.1 施設配置 ............................................................... 33 

1.2 係留設備 ............................................................... 35 

２ ＬＮＧ船の係留状況 ........................................................ 37 

2.1 モス方式船 ............................................................. 37 

2.2 メンブレン方式船 ....................................................... 39 

３ 係留中の対策 .............................................................. 39 

3.1 警戒船の配備 ........................................................... 39 

3.2 緊急離桟の準備 ......................................................... 39 



ii 

４ ＬＮＧ船入港時の体制 ...................................................... 40 

4.1 通常時の本船スケジュール .............................................. 40 

4.2 入港中の本船状態 ....................................................... 41 

4.3 船側荷役安全管理体制................................................... 41 

4.4 陸側荷役安全管理体制................................................... 41 

第４章 緊急離桟の安全性の検討 ............................................... 44 

１ 実験の想定 ................................................................ 44 

1.1 操船支援等の考え方 ..................................................... 44 

1.2 係留状態 ............................................................... 44 

1.3 対象水域 ............................................................... 44 

２ ビジュアル操船実験 ........................................................ 46 

2.1 対象船型 ............................................................... 46 

2.2 実験の条件設定 ......................................................... 48 

2.3 緊急離桟操船方法 ....................................................... 49 

2.4 シミュレーションケース ................................................ 52 

2.5 追加ケースの実施 ....................................................... 52 

３ 評価方法等 ................................................................ 55 

3.1 所要時間 ............................................................... 55 

3.2 評価方法 ............................................................... 55 

４ ビジュアル操船実験結果 .................................................... 55 

4.1 操船結果一覧 ........................................................... 55 

4.1.1 向岸風における船型別離桟限界風速 .................................. 59 

4.1.2 離桟出港にかかる操船時間 .......................................... 59 

4.1.3 操船方法の概要と考察 .............................................. 60 

4.2 操船シミュレータ実験結果のまとめ ...................................... 64 

第５章 津波対応緊急離桟手順.................................................. 65 

１ 離桟可能な時間条件 ........................................................ 65 

1.1 津波来襲までの時間条件 ................................................ 65 

1.2 離桟出港までの所要時間 ................................................ 65 

1.3 警戒ブイの存在 ......................................................... 69 

２ 津波対応の緊急離桟判断 .................................................... 69 

2.1 津波による係留限界 ..................................................... 69 

2.2 係留継続とする判断基準 ................................................ 71 

2.3 緊急離桟が可能となる時間の目安 ........................................ 71 



iii 

2.4 津波情報への対応案 ..................................................... 71 

３ 緊急離桟に係る事前対策 .................................................... 73 

3.1 事前確認事項 ........................................................... 73 

3.2 緊急離桟訓練 ........................................................... 73 

４ 緊急離桟標準操船例 ........................................................ 76 

資料１ 津波対応緊急離桟訓練実施要領案 ....................................... 97 

１ 緊急離桟訓練の目的 ........................................................ 97 

２ 緊急離桟操船訓練における想定シナリオ ..................................... 97 

３ 訓練予定日、対象船等 ...................................................... 97 

3.1 訓練予定日 ............................................................. 97 

3.2 訓練対象船 ............................................................. 97 

４ 緊急離桟訓練の内容 ........................................................ 99 

4.1 離桟準備訓練 ........................................................... 99 

4.2 係留索の遠隔解放訓練.................................................. 100 

4.3 緊急離桟操船訓練 ...................................................... 100 

５ 緊急離桟訓練における安全対策 ............................................ 104 

６ 訓練データの収集、結果とりまとめ ........................................ 105 

資料２ ＬＮＧ船の緊急離桟訓練要領書案 ...................................... 107 

調査会の開催状況及び議事の概要 .............................................. 111 

１ 第１回調査会 ............................................................. 111 

1.1 開催状況 .............................................................. 111 

1.2 出席者 ................................................................ 111 

1.3 議事の概要 ............................................................ 112 

２ 公開ビジュアル操船実験 ................................................... 121 

３ 第２回調査会 ............................................................. 121 

3.1 開催状況 .............................................................. 121 

3.2 出席者 ................................................................ 122 

3.3 議事の概要 ............................................................ 122 

 

 



 - 1 - 

第１章 調査・検討の概要 

１ 調査目的 

新潟港東区新潟ＬＮＧバースにおける係留中のＬＮＧ船の津波対応緊急離桟の安全性

を調査し、必要な対策及び離桟手順案を整理検討して、船舶交通の安全確保に資するこ

とを目的とした。 

２ 調査会の設置 

操船に係る専門的知識を有する者及び学識経験者から構成する「ＬＮＧ船の津波対応

緊急離桟に関する調査会」を設置して、調査・検討した。 

調査会の構成は以下の通りとし、新潟市において２回開催した。 

 

調査会の構成         （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 

  西村 陽造 新潟水先区水先人会 会長 

 伊藤 則彦 日本海曳船株式会社 常務取締役 

「関係官公庁」  

  第九管区海上保安本部交通部 

  新潟海上保安部 

 新潟港湾事務所 

「事務局」   

  
公益社団法人日本海海難防止協会 

株式会社日本海洋科学 
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３ 調査内容等 

3.1 調査の概要 

津波対応においては、津波高及び来襲時間から係留の続行、または緊急離桟を

検討することとした。 

津波対応イメージを図 1.3-1 に示す。 

 

 

図1.3-1 津浪襲来時の対応イメージ 

これらを考慮に入れ以下により検討した。 

イ 船舶が緊急離桟を選択する揚合を想定し、離桟開始までの手順、所要時間等

を整理。 

ロ 緊急離桟に関して、支援が制約を受ける想定(タグボート1隻等)において、

ビジュアル操船実験により安全水域（構造物を航過し、喫水に対して十分な水

深を確保できる水域）までに要する航行時間及び操船方法等を調査。 

ハ イ、ロを踏まえて、地震発生から津波襲来情報入手後の津波対応緊急離桟手

順案を取りまとめ。 

ニ 取りまとめた手順案を基に、実船による津波対応訓練（緊急離桟）を実施し

て、その結果を津波対応緊急離桟手順案にフィードバックさせ、津波対応緊急

離桟手順を策定。 

3.2 ビジュアル操船実験 

ビジュアル操船実験においては、緊急離桟を開始してから安全水域までの所要

時間及び操船方法等を調査した。 
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イ 緊急離桟は、タグボート１隻（警戒船）とスラスター(装備船の場合)で行う

こと。（緊急離桟開始までに要する時間については、本実験とは別に考察す

る。） 

ロ 対象船型は、推進装置や船型の影響を考慮して、６船型（13万ｍ3級から21

万ｍ3級までのうち、タンクタイプ(モス、メンブレン)、スラスター装備の有

無、主機・舵数(１軸１舵、２軸２舵)等）を設定。 

４ 津波対応緊急離桟手順の作成 

4.1 整理する資料 

係留・操船の検討結果から、船陸関係者の判断基準並びに緊急離桟手順等の作成に

資する基礎資料として、以下の項目を整理する。 

① 地震発生後・津波襲来情報入手後の係留継続または緊急離桟判断 

② 緊急離桟までの手順・時間の整理 

③ 係留継続の判断 

④ 緊急離桟手順作成のための基礎資料の整理 

4.2 津波対応緊急離桟手順案 

収集・整理した資料及びビジュアル操船実験結果を基に津波対応緊急離桟手順案を

まとめた。 

５ 津波対応緊急離桟訓練への対応 

5.1 緊急離桟訓練要領等の作成 

取りまとめた津波対応緊急離桟手順案を基に、実船による緊急離桟訓練要領及び安

全対策を作成した。 

5.2 緊急離桟訓練の実施及び対応 

実船による緊急離桟訓練については、以下の２つの訓練を想定する。 

なお、実船の訓練は通常の運航体制(水先人乗船、タグボート配置)により実施す

る。 

● 離桟準備訓練(津波襲来情報入手から緊急離桟決定、係留索の緊急開放訓練) 

● 緊急離桟訓練(タグボート１隻、スラスター)による離桟出港操船 

また、緊急離桟訓練の実施にあたっては、対象船に調査員を乗船させ、以下に示す

操船データを取得し、訓練結果(操船結果、訓練要領等)を取りまとめて津波対応緊急
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離桟手順案にフィードバックさせた。 

● 離桟操船方法(操船オーダー) 

● 離桟操船の航跡 

６ 調査会等の開催状況 

港湾統計、港湾要覧、新潟港(東港区)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、係留施設の検討対象船舶の操船シミュレーション結果等を整理・検

討の上、調査会の審議資料とした。 

調査会等の開催状況は以下の通り。 

(1) 第１回調査会 

日時：平成 27 年８月７日(金)13:30～15:15 

場所：新潟市(ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟) 

議題：① 調査・検討の計画について 

② 新潟港周辺の津波想定について 

③ 係留中のＬＮＧ船の状況について 

④ 緊急離桟ビジュアル操船実験方案について 

(2) 公開ビジュアル操船実験 

日時：平成 27 年 10 月９日(金)13:30～15:30 

場所：東京都(㈱日本海洋科学 24Ｆ：シミュレータセンター) 

(3) 第２回調査会 

日時：平成 27 年 11 月 17 日(火)13:30～15:20 

場所：新潟市(万代シルバーホテル) 

議題：① 第１回調査会質疑と対応について 

② 緊急離桟ビジュアル操船実験結果について 

③ 津波対応緊急離桟手順について 

④ 緊急離桟訓練要領案について 

⑤ 報告書構成案について 
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７ 調査結果 

新潟ＬＮＧバースにＬＮＧ船が係留中に地震が発生し、津波来襲が判明した際に、通

常の航行支援体制が整わない状況下において緊急出港する場合を想定し、ビジュアル操

船実験を行い緊急離桟の手順を整理するとともに津波対応緊急離桟訓練実施要領案を策

定した。 

緊急離桟させる場合の判断条件としては、津波高さが係留限界を超える場合及び津波

到達時間が離桟出港に要する時間以上となる場合とし、判断は、陸側において考えをま

とめ、バースマスターを通じて本船船長と協議して対応を決定するものとした。 

緊急離桟が可能となる時間の目安は、今回の操船シミュレータ実験結果から、向岸風

側の風速 10m/s 程度であれば、タグボート１隻及びスラスターの支援により、港外（西

防波堤通過）までの操船時間は最大 60 分程度、外力が５m/s 程度または離岸風であれば

40 分程度で安全水域まで到達できた。 

また、津波対応の係留限界については、東新潟に来襲する具体的な津波の高さ、流速、

水位変動時間等の具体的な津波データを用いて、係留限界の検討を行うことが望ましい

とした。 

なお、新潟港においては、港内停泊中の危険物積載タンカーから 40ｍ以内の水面は、

港長公示（昭和 61 年 10 月２日）により船舶の航泊が制限（指定された船舶以外の区域

内立入禁止）されていることから、ＬＮＧ船着桟中は航泊制限の区域を示す標識（警戒

ブイ）が設置されており、このブイを揚収しないと緊急離桟できないことを考慮すると、

緊急離桟の障害とならないように行政庁と調整すべき事項と考える。 

これら検討結果を基に整理した、緊急離桟の安全性及び緊急離桟における船陸の主た

る手順及び所要時間等は第４章及び５章に詳述し、策定した津波対応緊急離桟訓練実施

要領案等を資料とした。 
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第５章 津波対応緊急離桟手順 

１ 離桟可能な時間条件 

1.1 津波来襲までの時間条件 

緊急離桟させる場合の判断条件としては、以下の２点と考える。 

 津波高さが係留限界を超える場合 

 津波到達時間が、離桟出港時間（70 分）以上となる場合 

上記２点につき、係留継続、緊急離桟の判断を行う。 

判断は、基本的に陸側にて考えをまとめ、バースマスターを通じて本船船長と

協議して対応を決定するものとする。 

津波注意報
1ｍ未満

津波警報
1～3ｍ

大津波警報
3ｍ以上

本船離桟／津波来襲時間

係留不可・離桟可
【緊急出港】

津波警報レベル
津波高さ

第４ゾーン

係留可・離桟不可
【係留にて対応】

係留限界

離桟準備時間
離桟後、安全水域までの

所要時間

警報発令後、安全水域までの所要時間

係留・離桟不可
【緊急対応準備】

第３ゾーン

第１ゾーン

係留可・離桟可
【係留対応、状況により出港】

第２ゾーン

 

図 5.1-1 新潟ＬＮＧバースにおける津波対応区分 

1.2 離桟出港までの所要時間 

係留・荷役中の津波情報等対応の緊急離桟における主要な準備項目を表 5.1-1

に示す。 

船側は、主として主機等のスタンバイに要する時間が大きいが、主機の種類

（タービン、ディーゼル）により差異があるものと考える。 

陸側は、荷役停止から ESD-2 起動によるアーム切離しまでの時間想定が要素と

して大きい。 

検討では、本船側の主機スタンバイを考慮して、約 40 分を準備時間とした。 
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表 5.1-1 緊急離桟における主要な準備項目 

 主要な準備項目 

陸側 
荷役停止要員下船、ギャングウェイ収納、ESD-2 によるアーム切離

し、係留索解纜、CTM（Custody Transfer Measurement） 

船側 
荷役停止、主機等のスタンバイ、タグボート要請、在船者確認、係

留索解纜、CTM（Custody Transfer Measurement） 

 

地震発生からＬＮＧ船が離桟出港するまでの所要時間の整理を表 5.1-2 に示

す。 
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表 5.1-2 地震発生からＬＮＧ船が離桟出港するまでの所要時間の整理 

 
 

荷役中断、アーム格納 離桟開始（最短） 出港開始（判断の目安）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

地震発生、津波情報確認 3分

離桟出港の協議・決断
津波来襲までの時間、
規模から判断

7分

荷役（陸側） ESD1 2分

ESD2（ERC起動） 2分

バース作業 ギャングウェイ格納 分

QRH起動（船首解らん） 10分

QRH起動（船尾解らん） 10分

Com Link外し 1分

荷役（本船） 積載状態確認 7分

陸上との連絡

船橋 船長スタンバイ 1分

操舵機起動 3分

航海計器起動 15分

甲板部 在船者確認 3分

船首尾スタンバイ 3分

船首索解らん 10分

船尾索解らん 10分

機関部 主機始動、スラスタ準備 20-30分以上

操船支援 水先人スタンバイ 不明

タグスタンバイ（警戒船） 3分

タグライン係止 5分/隻

バース、船側の共同で作業

バース側での作業

船側での作業

部署、場所 作業 所要時間

時間（分）

連携作業

5分

8分

(ERS起動）

12分
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1.3 警戒ブイの存在 

新潟港においては、港内停泊中の危険物積載タンカーから 40ｍ以内の水面は、港

長公示（昭和 61 年 10 月２日）により船舶の航泊が制限（指定された船舶以外の区域

内立入禁止）されていることから、ＬＮＧ船着桟中は航泊制限の区域を示す標識（警

戒ブイ）が設置されており、このブイを揚収しないと緊急離桟できない。 

警戒ブイの設置・揚収は、綱取りボートを使用して人力で実施しているのが現状

で、警戒ブイの揚収作業は 10～15 分程度と予想されるが、係留作業完了後の荷役中

における地震の発生または津波警報等の発令時の綱取りボートの乗組員・作業員の招

集には時間を必要とし、しかも、地震の発生または津波警報等の発令時において、作

業員を乗船させた綱取りボートのような小型船の航行は極めて危険であり、綱取りボ

ートによる警戒ブイの揚収は期待できない。 

また、警戒船として配備されているタグボート乗組員による回収については、外舷

の高さから揚収は危険かつ困難である。 

以上の他、船舶の航泊が制限される区域を示すには、標識か警戒船（員）で対応で

きることとなっており、また、ＬＮＧバースは、東港入出港船舶の航路筋から約 500

ｍの離隔が保たれていること、ＬＮＧバース開設以来 31 年間の運用において、制限

区域内への侵入船がなかったこと等を考慮すると、警戒ブイについては、緊急離桟の

障害とならないように行政庁と調整すべき事項と考える。 

２ 津波対応の緊急離桟判断 

ＬＮＧ船が係留荷役中における地震発生・津波来襲情報を入手した場合の緊急離桟の

判断基準について、以下に示す。 

2.1 津波による係留限界 

『2013 年度 大地震及び大津波来襲時の航行安全対策に関する調査研究 報告書

（港内津波対策の手引き）2014 年４月（公社）日本海難防止協会』においては、モ

デル港の津波データを条件とした係留動揺シミュレーションでは、ＬＮＧ船における

係留限界として、船首尾方向からの津波の場合は高さ３ｍ程度、正弦波による条件で

は周期５分で高さ１ｍ、10 分で２ｍ、周期 15 分で３ｍとの検討結果もある。津波に

よる係留限界は、単純に津波高さにより評価できるものではなく、水位変動の状況に

より短時間に水位上昇が起こる場合は、津波高さは低いものの大きな動揺が発生し、

索張力が係留限界を超える状況となることとなる。 

津波への対応検討は、対象とする港湾に来襲する具体的な津波の高さ、流速、水位

変動時間を考慮して検討すべきと考える。しかしながら、来襲する津波は震源地との

距離、マグニチュード（断層のすべり量）等から状況が異なる。 

したがって、津波対応の係留限界については、地震の震源位置、マグニチュード等

から、東新潟に来襲する具体的な津波データを用いて検討することが望ましい。 
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参考：『2013 年度 大地震及び大津波来襲時の航行安全対策に関する調査研究報告書（港

内津波対策の手引き）2014 年４月 （公社）日本海難防止協会』から抜粋 
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2.2 係留継続とする判断基準 

前述の日海防での検討事例を参照し、現時点では予想される津波高さが 1.0ｍまで

の場合（津波注意報レベル）、震源からの距離、船型、係留索配置によっては、係留

継続にて対応できる可能性もあるため、バース側は本船船長と係留継続か緊急離桟か

を協議する。 

なお、係留継続を判断する基準においては今後、新潟東港へ来襲が想定される具体

的な津波データによる係留限界の検討を経て設定することが望ましい。 

2.3 緊急離桟が可能となる時間の目安 

今回の操船シミュレータ実験結果から、向岸風側の風速 10m/s 程度であれば、タグ

ボート１隻及びスラスターの支援により、港外（西防波堤通過）までの操船時間は最

大 60 分程度、外力が５m/s 程度または離岸風であれば 40 分程度で安全水域まで到達

できた。 

一方で、離桟出港までの準備時間について、30～40 分と推定した場合、緊急離桟

が可能となる津波来襲までの時間の目安は以下のとおりとなる。 

 西防波堤先端通過まで（70～100 分） 

緊急離桟の所要時間は、操船時間については外力と支援力の関係となり、外力が強

く、支援力が少ない場合は所要時間がかかることとなる。 

準備時間については、主機の準備時間、ローディングアームの切離し方法や、要員

退避等の時間等から検討を深めてできるだけ短時間とすることにより、より緊急離桟

の可能性が広がるものと考える。 

2.4 津波情報への対応案 

これまでの内容を踏まえ、津波等への緊急離桟への対応として、事前確認事項から

津波情報入手時の判断、その後対応（緊急離桟、係留継続）について 

図 5.2-1 に示す。 

緊急離桟の判断は、以下の事項がポイントとなる。 

(1) 「津波警報」の発令 

航行安全対策上、津波警報では離桟させることとしていること。 

なお、「津波注意報（津波高さ 1.0ｍ未満）」においては、津波来襲時間（震源か

らの距離）と本船の離桟準備時間、外力条件等を考慮して本船と協議の上で緊急

離桟・係留継続を判断する。 

(2) 離桟準備と来襲時間との関係 

準備時間は本船の主機スタンバイ時間が大きな要素となり、これを例えば、S/S

会議等の機会において事前に確認した上で、出港操船時間（最大 60 分程度）を加
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えた時間を把握し、津波来襲時間との関係で緊急離桟を判断する。 

ただし、来襲時間が、準備時間より短い場合における本船の対応の確認は事前

にしておくべきと考える。 

 

図 5.2-1 津波情報への対応（案） 

  

発令

【本船との事前確認事項(S/S会議、荷役前会議等)】

○本船主機、スラスタースタンバイ時間(A)

○緊急離桟時の本船側の体制(安全監督等の支援有無)

○必要に応じて緊急離桟操船方法の確認

○緊急時の船陸通信体制

【操船支援に関する事前確認事項(水先人、タグボート等)】

○支援可否の条件(津波情報等)の確認

○通信不良の場合、本船準備を優先して出港する

○緊急時の船陸通信体制

【情報収集】
地震発生場所、規模

津波の規模、到達時間
津波警報、避難勧告の発令状況
積載状態とスロッシシグ対応要否

地震発生

津波警報

【津波警報以上の発令】

荷役停止(ESD-1)

離桟の判断

(マリンアドバイザー、荷役管理責任者代行、船長、関係者)

水先人、タグボート手配

【津波注意報規模】

荷役停止(ESD-1)

係留継続(可能であれば主機準備)

ウインチブレーキ巻き締め

襲来時の本船船首尾スタンバイ

出港時間の余裕がある場合、緊急離桟の実施

も本船と協議

時間余裕あり、
本船との協議結果

【津波来襲までに、(A)＋60分以上の時間がある場合】

緊急離桟

【津波来襲までに、(A)＋60分未満の場合】
津波来襲までに安全水域までの出港が間に合わない

係留継続

津波来襲前に緊急離桟 協議の上、係留継続対応

発令なし

≪離桟準備作業≫

操船方法の確認(船長・マリンアドバイザー・荷役管理責任者代行)

離桟準備(本船主機、タグボート手配)

ESD-2起動準備

係留索解らん準備

船内要員の下船、通信手段の確保

≪離桟作業≫

タグボート到着確認

ESD-2起動(アーム切離し、ギャングウェイ格納)

係留索解らん

船陸リンク外し

≪係留継続対応作業≫

ウインチブレーキ巻き締め(本船)

本船主機準備、タグボート手配

ESD-2起動準備

船内要員の下船、通信手段の確保

≪津波来襲前の判断事項≫

ESD-2起動(アーム切離し、ギャグウェイ格納)

船陸リンク外し

来襲時の本船船首尾スタンバイ
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３ 緊急離桟に係る事前対策 

3.1 事前確認事項 

離桟出港においては、以下に示す陸側、船側の役割分担について事前に取り決めて

おくことが重要となる。 

なお、荷役途中に ESD-2 を起動させて緊急離桟となる場合、本船は、津波収束後に

再着桟させて荷役を継続することが想定される。 

緊急離桟時の支援体制については、本船が新潟ＬＮＧバースへ再着桟することを前

提とし、陸側要員を本船に乗船させて必要な支援を行うなどの体制作りも一案と考え

る。 

表 5.3-1 緊急離桟対応の事前確認事項 

【主に陸側（バース、支援）】 【主に船側】 

A) 警戒船の支援可否（警戒船自身の避難基準） 

B) ２隻目のタグボートの支援の可否 

C) ２隻目のタグボートの支援要件（LNG 船係

留中は、連絡がつかなくても、一定条件（例

えば震度 5 以上、または津波警報発令時）

には LNG船の支援に当たることの取り決め） 

D) 安全監督等、船側のサポート体制の有無と

緊急時の対応 

E) 水先人非乗船の場合の離桟出港操船方法

の確認（操船方法例の確認） 

F) 離桟準備時間より来襲時間が短い場合の本

船側の対応の意向 

【船陸における共通事項】 

G) 係留索の解纜作業（遠隔操作となること、その場合の船陸の作業確認方法） 

H) 係留索解纜から離桟操船における船陸の通信手段の確保（本船、タグボート、バース間で通

信可能な手段の確保） 

I) バース側の意思を適切に伝達できる体制（可能であればバース側の要員を本船に乗船させる） 

J) メンブレン船における、荷役途中での緊急離桟の判断（スロッシング対応） 

 

3.2 緊急離桟訓練 

今回の検討では、緊急離桟における船陸の主たる手順及び所要時間を整理した。実

際に緊急離桟を行う場合、前項に示した船陸の事前確認はもとより、地震が発生し津

波来襲が予想される状況において、荷役中の船陸の要員配置状態から想定した手順通

りに進むか、改善点・変更点があるかなど、定期的に訓練を行うことが望ましいと考

える。 
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緊急離桟において ESD-2 を作動させて緊急出港した場合、離脱したアーム先端部分

（ＥＲＣ）は本船に接続したままとなる。 

仮に本船が荷役途中で緊急離桟した場合、その後の対応として以下の２点が考えら

れる。 

(1) 比較的津波規模が小さい場合は、港内の安全確保後に再着桟し、ＥＲＣを復

旧して残りのＬＮＧを揚荷する。 

(2) 大規模津波により港湾及びバース設備が損傷し、早期の再着桟が難しい場合

は、他港にて残ＬＮＧを揚荷する。 

 

上記(1)の場合は、再着桟後にＥＲＳにて切離したアームの再接続作業が必要とな

るが、この作業に要する時間、手順等ついて、対応をバース側で予め確認しておくこ

とが望ましい。具体的には、ＥＲＳによりアームを切離した場合に、再接続がメーカ

ー技術者の立会いなどを要するのか、通常の接続作業に従事する要員が訓練を積めば

対応可能なのかを確認することが望ましい。 

メーカー技術者による復旧が必要な場合、緊急離桟を実施する状況であれば近隣他

港でも同様の状況が発生しているとも考えられ、早期の復旧対応が難しいことも考え

られる。  

再着桟 

バースへの再着桟橋 

荷役途中に ESD-2 を起動させた 

緊急離桟 

津波被害による再着桟の可否 

ＥＲＣの復旧 

荷役再開、揚げきり 

出 港 

アーム先端部外し（本船） 

（その後回収） 

他港（バース）での荷役 

(2) (1) 
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新潟ＬＮＧバースでのローディングアーム接続作業要員がＥＲＣの復旧について訓

練等により対応可能となる場合は、一連の緊急離桟対応の流れを含め、実際の手順や

作業について訓練により確認することが望ましい。 

主たる訓練項目・内容については、以下の項目が挙げられる。なお、それぞれの項

目において、実際に作業をするもの、模擬想定で実施するものなどは整理が必要と考

える。 

A) 津波来襲情報入手から離桟判断までの手順（関係者の協議場所、判断項目等） 

B) 荷役停止、離桟準備作業と要員配置 

C) 陸上要員の退避 

D) アーム切離し 

E) 操船支援（タグボート等）の確保、準備 

F) 本船の出港操船方法の確認 

G) 解纜作業とＱＲＨの解放 

H) 本船の離桟出港作業（タグボートとの交信等） 

I) 【津波収束後】港内安全確保後の再着桟 

J) アーム復旧作業 

K) 荷役再開、揚げきり 

 

なお、前述の②の状況にて新潟ＬＮＧバースへ再着桟・ＥＲＣの再接続が難しい場

合には、他港にて荷役を余儀なくされるが、ＬＮＧ船はマニホールドクレーンを装備

しているため、本船クレーンでアーム切離し部分をマニホールドから外し、他のバー

スにて揚荷することも可能である。 

 

  



４ 緊急離桟標準操船例、資料１、２及び委員会の開催状況等は省略 
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