
(一社）日本作業船協会による作業船の分類(概要）

大分類 中分類 小分類（船種名）

【主作業船】

運搬作業船

調 査 船

環境整備船

特 殊 船

構造物築造船

【付属作業船】

浚渫埋立用
作業船

揚重作業船

築造作業船

地盤改良船

作業補助船

測量船

給水船
台船・運搬船

石運船・捨石船

ガット船（グラブ付自航運搬船）

潜水士船

押船

土運船

ガットバージ

スパッド台船(築造用）

ケーソン製作用台船

杭打船

ポンプ式浚渫船

機械式浚渫船

揚 土 船

水中作業機械
特殊作業船

磁気探査船

油回収船・廃油回収船

多目的外洋作業船

オイルフェンス展張船

清掃船

スパッド台船(調査用）

業務艇・交通船・警戒船

引船

砂撒船

サンドドレーン船

油回収船・廃油回収船

揚錨船

サンドコンパクション船

深層混合処理船

自己昇降式台船

コンクリートミキサー船

リクレーマー船

空気圧送船・油圧圧送船

起重機船
クレーン付台船

プレミックス船

バージアンローダー船

カッターレスポンプ浚渫船

ドラグサクション浚渫船

マイクロポンプ浚渫船

ポンプ浚渫船

軟泥浚渫船

ディッパー浚渫船

バックホウ浚渫船

グラブ浚渫船
砕岩船 

バケット浚渫船

出典：（一社）日本作業船協会

ポンプ浚渫船

グラブ浚渫船

起重機船

サンドコンパクション船 杭打船

ガット船
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浚渫埋立用作業船 種別 隻数 作業補助船 種別 隻数

ポンプ式浚渫船 26 揚錨船 自航 382

1 ドラグサクション浚渫船 自航 2 27 引船 自航 1036

2 ポンプ浚渫船 自航 1 28 押船 自航 288

非自航 28 29 業務艇・交通船・警戒船 自航 910

3 カッターレスポンプ浚渫船 非自航 1 30 潜水士船 自航 282

4 マイクロポンプ浚渫船 非自航 13 運搬作業船

5 軟泥浚渫船 31 ガット船（グラブ付自航運搬船）

汚泥浚渫船 非自航 1 採砂運搬用 自航 12

高濃度浚渫船 非自航 17 石材運搬用 自航 34

浚渫空気圧送船 非自航 13 32 ガットバージ 非自航 22

機械式浚渫船 33 石運船・捨石船 自航 5

6 グラブ浚渫船 自航 4 非自航 7

非自航 283 34 土運船 自航 0

7 砕岩船 非自航 340

重錘式 非自航 74 35 台船・運搬船 694

衝撃式 非自航 1 自航 3

8 バックホウ浚渫船 非自航 75 非自航 573

9 バケット浚渫船 非自航 0 組立台船 非自航 56

10 ディッパー浚渫船 非自航 0 半潜水式運搬台船 非自航 3

揚土船 ランプウェイ付台船 非自航 59

11 リクレーマー船 非自航 10 36 給水船 自航 2

12 バージアンローダー船 非自航 11 非自航 1

13 空気圧送船・油圧圧送船 非自航 14 37 油回収船・廃油回収船 自航 2

14 プレミックス船 非自航 2 調査船

構造物築造船 38 測量船 自航 65

揚重作業船 39 磁気探査船 自航 18

15 起重機船 自航 18 40 スパッド台船(調査用） 非自航 17

うち300トン吊未満 16 環境整備船

うち300トン吊以上 2 41 清掃船 自航 8

非自航 421 42 油回収船・廃油回収船 自航 11

うち300トン吊未満 325 43 オイルフェンス展張船 自航 37

うち300トン吊以上 89 特殊船

（作業船一覧に記載無し） 7 44 多目的外洋作業船 自航 19

16 クレーン付台船 非自航 237 45 特殊作業船 自航 5

うち150トン吊未満 159 非自航 21

うち150トン吊以上 63 46 水中作業機械 非自航 17

（作業船一覧に記載無し） 15 小計 4,235

築造作業船

17 杭打船 非自航 48

18 コンクリートミキサー船

バッチ式 非自航 21

連続式 非自航 3

19 ケーソン製作用台船 非自航 41

20 自己昇降式台船 非自航 10

21 スパッド台船(築造用） 非自航 35

地盤改良船

22 深層混合処理船 非自航 17

23 サンドドレーン船 非自航 5

24 サンドコンパクション船 非自航 11

25 砂撒船 非自航 5

小計 1,422

合計 5,657

※隻数は「現有作業船一覧2021」を元に港湾局において作成

(一社）日本作業船協会による作業船の分類

主作業船 付属作業船

【資料３】

2


