
津波に対する漁船避難ルール策定の方法 

How to Create Rules for Fishing Boats Evacuation in the Event of a Tsunami 
 

岩瀬浩之*・早川雄飛**・阿部幸樹*** 
Hiroyuki IWASE, Yuuhi HAYAKAWA and Kouki ABE 

 

*(一財)漁港漁場漁村総合研究所 第 1 調査研究部 上級研究員 

**(一財)漁港漁場漁村総合研究所 専門技術員 

*** 岩手県 農林水産部 技術参事 

 

The Tohoku-Pacific Ocean Earthquake that occurred in 2011 inflicted enormous damage to Tohoku 
region due to tsunami. Considering the damage, the local governments located in the coastal land area 
reviewed the tsunami hazard maps. Under the existing circumstances, most of the maps focus on 
evacuation behavior in land areas, on the one side, sufficient support has not been provided in terms of 
evacuation behavior for fishery operators as well as fishing boats that are operating at sea.  
This study presents the case of Iwate prefecture and summarizes specific examination procedures to 
create rules for fishing boats evacuation in the event of a tsunami.  
Key Words : tsunami, fishing boats evacuation, creation of rules, examination procedures  

 

1．はじめに 

 

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震津波による沿

岸域での甚大な津波被害を教訓として，各自治体では，最

大クラスの津波による浸水想定の検討が行われ，津波ハザ

ードマップの公開が行われている．津波ハザードマップは，

新たな知見を基に逐次更新され，直近では，2020年4月に

内閣府から日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル1)が

公表されている． 

 

 

図-1 重茂地区と越喜来地区の位置 

現在，各自治体で公開されている津波ハザードマップは，

陸上域での避難行動を主としたものであるため，海上に滞

在する漁船の避難行動の検討を行うにあたっては，情報が

不十分と言わざるを得ない．一方で，津波発生時には，古

くから口碑等により，漁船を沖合へ避難させる漁業者も多

く，東北地方太平洋沖地震津波では，沖合への避難行動の

途中で津波の犠牲となった漁業者もいたことから，漁業者

の生命を第一とした漁船の避難ルールを整備することが

急務となっている． 

本論では，津波を対象とした漁船の避難ルールの検討方

法として，図-1に示す，岩手県の2つの地区(重茂地区：

宮古市，越喜来地区：大船渡市)を対象とした検討事例の

概要を報告する． 

 

2．避難ルールの検討手順 

2.1 避難行動の基本ルール 

 津波発生時における漁船の避難行動の検討にあたって

は，水産庁による「災害に強い漁業地域づくりガイドライ

ン」2)(以下，「ガイドライン」)に基本ルールが示されてい

る(図-2を参照)．基本ルールでは，漁船位置による避難行

動及び避難水深等の目安が示されているが，具体的な避難

ルール内容については，地理的条件等各地域の実情を勘案

して漁業地域防災協議会において十分協議し，避難のルー

ル化を図ることとなっている． 

本論で報告する岩手県の事例では，漁業者の避難行動を

「陸上滞在時」と「海上滞在時」に分け，さらに漁船を「動

力船」と「船外機船」に分けての避難ルールの基本検討を

実施した．避難海域は，3つの津波規模として，津波の高 
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図-2 避難行動の基本ルールのフロー 

(災害に強い漁業地域づくりガイドライン) 

 

さ3m，5m及び10mを対象に検討を実施した．津波の高さ

10mは，最大クラスの津波である．漁業者の避難行動の基

本は，最大クラスの津波を対象とし，今回の事例では，東

北地方太平洋沖地震津波(以下，「先の震災津波」)と内閣

府による日本海溝(三陸・日高沖)モデル津波の2つを対象

として検討を実施した． 

 

2.2 避難ルールの検討手順 

漁船の避難ルールの具体的な進め方については，加藤・

阿部 3)を参考として，図-3 に示す進め方で検討を実施し

た．「アンケート調査」では，先の震災津波時における具

体的な避難行動や避難した海域について，直接漁業者へヒ

アリングを行うことにより，より実態に即した避難海域の

検討に反映させた．なお，「協議会」としては，津波避難ル

ールの検討の際に，「漁業者への説明会」として開催し，

意見を踏まえて基本となる避難ルールの設定を行った． 
 

3．避難ルールの検討内容 

3.1 津波シミュレーションの実施 

津波解析による実態把握として実施した津波シミュレ

ーションには，主に2つの目的がある．一つは，避難海域

の検討であり，もう一つは，レベル2津波に対する避難ル

ールの検討である． 
避難海域の検討には，津波規模毎の津波シミュレーショ

ンから得られる海域の津波流速平面分布の情報が必要と

なる．特に，漁業者のヒアリングからでは，先の震災津波

による避難実績として位置情報は得られるものの，その海

域での津波流速の情報は，津波シミュレーションから得る 

 
図-3 避難ルールの進め方 

(加藤・阿部らから調査に合せて修正) 

 

 
図-4 避難実績と津波流速の重ね合わせ 

 

ことになる．図-4は，重茂地区における先の震災津波によ

る漁船の避難実績と津波流速分布を重ね合わせたもので

ある．実績による避難海域での津波流速は概ね2m/s，水深

は70m～130mであった． 

一方，避難ルールの検討には，最大クラスの津波の到達

時間として津波水位の情報が必要となる．漁船の避難行動

は，津波到達前に完了していることが望ましい．しなしな

1.基礎資料の収集整理
〇津波に関する資料
〇漁港、漁場、漁船などに関する資料
〇地形データなど
〇その他

↓
2.アンケート等調査

〇アンケート調査等による現状把握
・対象者：漁業者
・操業場所、船に関する諸元、出航までの時間等
・先の震災津波での津波避難時の行動について等
・津波に関する知識他

↓
3.津波解析による実態把握

〇津波シミュレーションの実施
・津波による海域、漁港周辺の水位と流速の算出
・海域、漁港周辺の津波到達時間の算出

↓
4.漁船避難実証試験

〇津波による流速、水位の検討
・漁船別航行速度、航行の時間
・避難海域への移動時間の把握

↓
5.津波避難ルールの検討

〇滞在場所、漁船種類別
〇来襲津波水位、到達時間
〇避難海域等

↓
6.基本的な漁船の避難ルールの設定

〇陸上滞在時のルール（動力船・船外機船）
〇海上滞在時のルール（動力船・船外機船）
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がら，検討事例の対象地区である重茂地区では，日本海溝

(三陸．日高沖)モデル津波の到達時間(±30cmの津波変動)

が約9分と短く，漁船の避難行動としての選択肢が限定さ

れる問題が生じた．そこで，重茂地区については，漁船の

避難行動に必要となる時間として，地区内の各漁港におけ

る主要岸壁の天端高を津波が超えるまでを対象として，避

難ルールの検討を行った． 
 

3.2 漁船避難実証試験の実施 

 漁船の航行速度の実態を把握するため，漁船避難の実証

試験(写真-1)を実施した．重茂地区(2020年9月10日)お

よび越喜来地区(2021 年 12 月 23 日，2022 年 1月 26 日)

で，それぞれ5隻の動力船，5隻の船外機船を対象とした．

動力船は，漁港からの海上避難，操業場所からの海上避難，

操業場所からの漁港避難の3行程とし，船外機船は，操業

場所から漁港の1行程を想定して実証試験を行った．ハン

ドヘルドGPSを持った調査員1名が乗船し，漁船の移動ル

ート，距離，時間から船速を算出して整理した．重茂地区

および越喜来地区の実証試験の結果の一例を表-1 および

表-2に示す．船速について，動力船は漁港から避難海域ま

で，船外機船は操業場所から漁港までの行程における平均

速度，最高速度である．漁船避難に必要な時間の検討にあ

たっては，各行程において，平均速度が最も小さい漁船の

船速を用いて検討を実施することとした． 

 

3.3 避難海域の検討 

 ガイドラインでは，漁船の避難海域に求められる条件と

して，以下の2つの条件が示されている． 
① 津波流速によって漁船等の船舶が操船不可能となる限

界流速以下であること． 
② 砕波が発生しない水深であること． 
①の条件としては，一般的貨物船を例に限界流速1.0m/s

が参考値として示されている．一方で，阿部ら4),5)による

岩手県内における先の震災津波時の避難実績調査，重茂地

区および越喜来地区の避難実績結果や今回の漁船避難実 

 

写真-1 漁船避難実証試験の様子 

表-1 重茂地区における実証試験の結果の例 

 
 

表-2 越喜来地区における実証試験の結果の例 

 
 

表-3 避難海域の設定 

 

 

証試験による船速結果を踏まえると，限界流速として概ね

2.0m/s～3.0m/s となるため，安全側をみて，津波流速

2.0m/s以下を避難海域として水深を設定した． 

 ②の砕波水深は，重茂地区および越喜来地区のいずれも

設定された避難海域の水深よりも浅い水深となることが

確認されている． 

津波シミュレーションによる津波流速分布から，各地区

の避難海域の設定内容(動力船・船外機船で共通)を表-3に

示す． 
 

3.4 避難行動の検討 

津波来襲時の漁業者の避難行動は，最大クラスの津波を

対象に検討を行った． 
 

(1)陸上滞在時の場合 

重茂地区では，新たに想定された日本海溝(三陸・日高沖)
モデルの津波到達時間が短いため，津波到達前に避難海域

まで移動することは難しいと判断した．また，越喜来地区

では，越喜来湾口を経て避難海域に至るまでの移動距離が

長く，津波到達前に避難海域まで移動することは難しいと

判断した．加えて，先の震災津波でも漁港から沖合への避

難行動の途中で津波による犠牲者が発生していることも

勘案すると，漁業者が陸上滞在時の場合は，動力船，船外

機船のいずれも原則として漁船を沖出ししないこととし

た． 

重茂地区
重量 全長 馬力 平均速度 最高速度

(トン) (m) (kW) (m/s) (m/s)
1 8.5 12.11 421 7.1 11.5 漁船漁業、遊漁船漁業
2 9.1 13.05 110 7.3 9.2 漁船漁業、遊漁船漁業
3 4.1 9.45 154 7.0 9.1 漁船漁業、遊漁船漁業
4 - - - 6.9 10.3 定置網
5 - - - 6.8 7.5 定置網
6 2.2 8.46 130 10.9 11.3 養殖漁業
7 0.6 5.35 60 12.5 13.2 採介藻漁業
8 0.6 5.00 40 9.8 10.4 採介藻漁業
9 1.8 8.26 150 12.7 14.0 養殖漁業
10 1.8 8.26 150 8.7 9.7 養殖漁業

船種 漁船用途(漁法)

動力船

船外機船

越喜来地区
重量 全長 馬力 平均速度 最高速度

(トン) (m) (kW) (m/s) (m/s)
1 3.0 9.80 201 8.2 10.3 漁船漁業、遊漁船漁業
2 2.5 9.25 134 8.3 9.3 養殖漁業
3 4.8 9.97 288 7.7 8.4 漁船漁業、遊漁船漁業
4 19.0 18.54 540 6.5 6.9 定置網
5 16.0 19.76 423 6.5 7.1 定置網
6 0.9 6.40 30 10.1 11.6 わかめ養殖、採介藻
7 0.9 6.40 30 10.3 12.2 わかめ養殖、採介藻
8 2.2 8.79 160 12.5 15.3 漁船漁業、遊漁船漁業
9 0.9 6.30 60 10.0 11.0 わかめ養殖、採介藻
10 0.7 7.06 30 9.8 10.8 わかめ養殖、採介藻

動力船

船外機船

船種 漁船用途(漁法)

重茂地区の 越喜来地区の
避難海域水深 避難海域水深

津波注意報・津波警報 3m 20m以深 40m以深

大津波警報 5m 30m以深 100m以深

高さ10mを超す大津波 10m 120m以深 120m以深

津波高津波規模
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表-4 重茂地区の各漁港における陸上避難を行う場合の避難可能な漁港からの距離 

 

 

(2)海上滞在時の場合 

漁業者が海上滞在時の場合では，津波到達時間から，津

波情報入手時間と各漁港から高台への陸上移動時間を踏

まえて，避難に必要な漁船移動時間もしくは移動距離から

検討を行った． 
重茂地区では，日本海溝(三陸・日高沖)モデル津波の到

達時間として，各漁港の代表岸壁の天端高を越える時間と

して検討を実施した．表-4は，各漁港へ帰港するまでに必

要な漁船の移動時間を算出し，避難可能な漁港からの距離

を整理したものである．避難可能な距離は，漁港口から最

大で約5㎞内の海上範囲，短いところでは1㎞未満の海上

範囲となる．例えば，重茂漁港に帰港する場合を想定する

と，岸壁天端高を津波が超える時間は，津波発生から14分

後である．津波情報入手時間，重茂漁港から最寄りの高台

への陸上避難時間を踏まえると，海上滞在場所から重茂漁

港の接岸までわずか4 分程度で帰港しなければならない．

図-5 は，重茂漁港に帰港して陸上避難を行う場合の避難

可能な範囲(オレンジ色)を図化したものであり，その避難

可能な範囲は約700m と狭い．加えて，防波堤開口部や漁

港内では，漁船の安全性を踏まえれば，船速を落とした操

船をせざるを得ないため，実態としては，重茂漁港に帰港

することは非常に困難であり，漁港へ帰港する避難行動は

危険であると判断した． 

越喜来地区では，越喜来湾の内側と外側で分けて検討を

行った．越喜来湾口幅は，越喜来湾の幅に比べて若干狭い

地形となっており，津波水位がまだ低い状態でも湾口付近

での流れが複雑化する恐れがある．津波発生後に漁船が越

喜来湾口を通過するような避難行動は危険であると判断

したためである． 

 

 

図-5 最大クラスの津波来襲時の陸上避難可能な水域 

(船外機船) 

 

湾内の海上滞在時では，いずれの津波でも湾内での津波

到達地時間は地震発生後15 分であり，速やかに最寄りの

漁港へ帰港し，高台への避難ができると判断された．一方

で，湾外の海上滞在時では，帰港するには越喜来湾口を通

過することが必要となるため，動力船，船外機船共に沖合

へ避難することが安全であると考えられる．表-5 および

表-6 は，それぞれ越喜来湾外に滞在する動力船および船

外機船の所要時間を整理した結果である．動力船および船

外機船共に，津波到達までには，沖合の避難海域へ避難す

ることができると判断した． 
 

岸壁天端高に
到達する時間

情報入手時間
操業場所
から港口

港口から
漁港

漁港から
陸上避難
（徒歩）

避難可能な距
離（km)

浦の沢漁港 18分

3分

8分8秒 0分52秒 6分 4.25

大浜漁港 15分 6分0秒 - 6分 3.13

立浜漁港 14分 3分45秒 1分15秒 6分 1.95

宿漁港 14分 4分30秒 0分30秒 6分 2.34

音部漁港 14分 1分26秒 2分34秒 7分 0.75

重茂漁港 14分 1分23秒 2分37秒 7分 0.73

姉吉漁港 12分 1分19秒 0分41秒 7分 0.69

千鶏漁港 13分 3分39秒 1分21秒 5分 1.91

石浜漁港 13分 3分17秒 0分43秒 6分 1.71

川代漁港 14分 1分7秒 0分53秒 9分 0.58
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表-5 越喜来地区の動力船における海上避難にかかる所要時間一覧【上表：定置網，下表：養殖】 

 

 

 
 

表-6 越喜来地区の船外機船における海上避難にかかる所要時間一覧 

 

 

4．基本的な避難ルールの設定 

 

基本的な避難ルールの設定にあたっては，滞在場所によ

り，その行動判断の条件は，複数に及ぶことが想定される．

一方で，多くの判断条件により，その判断に時間を要して

避難行動が遅れることは避けなければならない．よって，

基本的な避難ルールの設定では，可能な限り単純であるこ

とが望ましい． 

重茂地区および越喜来地区における漁業者への説明会

を経て，津波に対する漁船の基本的な避難ルールを設定し

た．陸上滞在時では，両地区で動力船，船外機船のいずれ

も原則沖出ししないこととした．海上滞在時では，それぞ

れの地区で表-7 および表-8 のように設定した．なお，設

定した基本的なルールは，漁業者の判断の目安であり，津

波の来襲時には，漁業者自らが，滞在する場所によって，

適切な判断をもとに避難行動をとる必要がある． 

5．おわりに 

 

津波を対象とした漁船の避難ルールの検討方法として，

岩手県の2つの地区を対象とした検討事例を報告した．漁

船の避難ルールの検討および設定にあたっては，その地域

の漁業形態，想定される津波諸元，地形的な特徴に応じて

策定することが望ましい．併せて，津波情報を確実に入手

することが望まれる．特に船外機船では，沖合へ避難する

際，海上に長時間滞在する可能性も視野に入れる必要があ

る． 

なお，漁村総研では，今後も漁船避難ルール検討のサポ

ートを行いながら，多種多様な漁船避難ルールの検討事例

の蓄積に努める次第である． 
 

津波規模
（波源）

避難海域 湾内
避難開始
時間（分）
(※1)

移動時間（分）
【操業場所から避

難海域】

合計時間
（分）

判定
水深

津波
到達時間

津波
到達時間

津波警報 40m 25分 25分

5分

- - 待機か海上避難

大津波警報 100m 25分 25分 0分37秒 5分37秒 海上避難可

東北地方太平洋沖地震津波 120m 15分 15分 3分04秒 8分04秒 海上避難可

日本海溝（三陸・日高沖）モデル 110m 13分 15分 1分18秒 6分18秒 海上避難可

津波規模
（波源）

避難海域 湾内
避難開始
時間（分）
(※1)

移動時間（分）
【操業場所から避

難海域】

合計時間
（分）

判定
水深

津波到達時
間（避難海

域）

津波到達時
間

津波警報 40m 25分 25分

5分

- - 待機か海上避難

大津波警報 100m 25分 25分 2分21秒 7分21秒 海上避難可

東北地方太平洋沖地震津波 120m 15分 15分 8分09秒 13分09秒 海上避難可

日本海溝（三陸・日高沖）
モデル

110m 13分 15分 5分38秒 10分38秒 海上避難可

津波規模
（波源）

避難海域 湾内
避難開始
時間（分）
(※1)

移動時間（分）
【操業場所から避

難海域】

合計時間
（分）

判定
水深

津波到達
時間

津波到達
時間

津波警報 40m 25分 25分

5分

- - 待機か海上避難

大津波警報 100m 25分 25分 1分29秒 6分29秒 海上避難可

東北地方太平洋沖地震津波 120m 15分 15分 5分10秒 10分10秒 海上避難可

日本海溝（三陸・日高沖）
モデル

110m 13分 15分 3分34秒 8分34秒 海上避難可

― 19 ―



表-7 重茂地区における海上滞在時の基本的な漁船の避難ルール【動力船・船外機船共通】 

 
 

表-8 越喜来地区における海上滞在時の基本的な漁船の避難ルール【動力船・船外機船共通】 
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重茂地区
津波規模 津波高 避難海域水深 漁船の避難ルール

津波注意報・津波警報 3m 20m以深

大津波警報 5m 30m以深

高さ10mを超す大津波 10m 120m以深

原則として沖合へ避難する。

越喜来地区
津波規模 津波高 避難海域水深 漁船の避難ルール

津波注意報・津波警報 3m 40m以深

大津波警報 5m 100m以深

高さ10mを超す大津波 10m 120m以深

【越喜来湾内の海上滞在時】
原則として最寄りの漁港へ帰港し陸上避難する。

【越喜来湾外の海上滞在時】
原則として沖合へ避難する。
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