
21 
 

OpenOpenOpenOpen    ForumForumForumForum 記事記事記事記事 2011201120112011 年年年年 5555 月号月号月号月号 

 

 

Securing a region’s economySecuring a region’s economySecuring a region’s economySecuring a region’s economy    

モンバサ港における保安対策強化モンバサ港における保安対策強化モンバサ港における保安対策強化モンバサ港における保安対策強化 

Gichiri Ndua 

 

■概要 

 モンバサ港（ケニア）は東アフリカを代表する港湾であり地域経済を物流面から支えて

いる。しかし、周辺海域において海賊行為が多発しており、港の更なる発展が阻害され

る恐れがあることから、保安対策の強化が喫緊の課題となっている。近代的な警備シス

テムの導入や周辺国との協同を通して保安対策強化に向けた取り組みが進められてい

る。 

 

■本文抄訳 

国内で多発するテロやインド洋・東アフリカ沿岸部で増加している海賊行為を受け、ケ

ニア政府内では港湾の保安が大きな懸案となっている。テロの脅威や海賊行為はクル

ーズ船の寄港を中心に、モンバサ港に悪影響をもたらしている。海賊行為が活発になる

以前は、９月から３月までの観光シーズンの間に年間４０隻程度のクルーズ船が寄港し

ていたが、現在は約１０隻にまで落ち込んでいる。 

 

モンバサ港は東アフリカ最大の港であり、東アフリカ諸国（ケニア、ウガンダ、ルワン

ダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国等）への玄関口となっているため、地域経済の発展の

要であり、貿易の拠点でもある。 

ケニアでは、輸出入の８５％がモンバサ港を経由している。世界経済は海上輸送に支

えられているが、地域の繁栄が海上輸送に負うところが大きい東アフリカでは、海運の

重要性が如実に表れており、海上輸送網の維持が必要不可欠である。 
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国際海上輸送におけるモンバサ港の役割を拡大させるため、同港を管理運営する

KPA（Kenya Port Authority）は保安強化に向けて積極的に動き始めている。２０１０年１２

月１１日にはイスラエルの警備会社 Magal Security Systems との契約を締結し、一体的

な警備システムの導入を決めた。総額２、１４０万ドルの契約には、最先端の技術を使っ

た警備システムが含まれており、アフリカでも最高レベルの保安体制が実現する見込み

である。システムの本格稼働は２０１２年６月だと言われている。 

 今回の保安対策強化は、東アフリカの物流効率化を目的とし、２００６年に合意された

世界銀行の EATTFP（East Africa Trade & Transport Facilitation Project）プログラムに基

づいた財政支援を受けることになっている。また、警備システムは土木構造物や通信網

の整備、職員の訓練やアフターサービス等を含んでおり、ターンキー方式で導入され

る。 

 

 警備システムに含まれる設備としては、港の境界に沿った 10km の防御壁と侵入者探

知機器、ゲート制御システム、港全域を対象としたCCTV監視網、インターコムや無線通

信があげられる。そして、これらの設備は Magal Security Systems のソフトウェア Fortis 

によりネットワーク上で接続され全体を一体とした警備システムとして運営される。 

 その他の特徴としては、クルーズ船とその乗客に対する入港審査や中央制御室の設

置がある。また、ケニアの600kmに及ぶ海岸線は海軍のレーダーが監視しているため、

警備システムの対象外となる。 

 新しい警備システムが導入されることで、コンテナや石油を扱うターミナルにおいてテ

ロや妨害行為に対する警備が強化され、不審者の早期発見が可能となる。また、テロや

海賊行為、貨物盗難といった犯罪・違法行為を牽制する効果やドラッグ・爆発物の検知

機能も期待できる。 

 

 ２００２年に ISPS が導入されて以降、KPA が管理する港湾において ISPS 遵守、及び

保安対策強化に向けた取り組みが活発になっている。コンテナ盗難、密航、船舶襲撃と

いった様々な問題があり、モンバサ港における対策が必要となっているからだ。 

 ２００４年７月までに、KPA が管理するすべての港湾で ISPS の基準をクリアしており、

更なる保安強化に向けた取り組みが続けられている。一方、２００５年に保安対策の有

効性を評価した結果、モンバサ港において一体的に運営される警備システムの導入が

必要と判断され、今回の Magal Security Systems との契約に至った。 

 海賊行為と略奪を防止するためには、港湾において ISPS を遵守するとともに港湾間

で連携することが重要である。モンバサ港には２００６年より IMO の委任によって

Regional Rescue and Coordination Centre が置かれており、海事関連の保安を所管であ

るKenya Maritime Authority が運営にあたっている。同センターはセイシェルを含む西イ

ンド洋の広い範囲を担当しており、対象地域内では情報の共有が行われている。 

 また、モンバサ港では保安対策の一環として、今年の２月よりコンテナ貨物を対象に

放射性物質の検出を強化している。検出設備の導入は、放射性物質の拡散防止を目的

として米政府の National Nuclear Security Administration を中心に推進されている

Megaports Initiative の枠組みの中で行われている。 
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 一方で、２００９年１月に西インド洋及びアデン湾における海賊行為と武装強盗の防止

策に関してDjibouti Code of Conduct が採択され、締結国の港湾では情報の共有と報告

が義務付けられた。DCoCの採択を受け、３月３１日にIMOの事務局長であるEfthimoios 

Mitropoulos によりモンバサ港が ISCs(Information Sharing Centres) の一つに指定され

たところである。 

 ISC が設置されたことで、西インド洋及びアデン湾の広い範囲から海賊行為に関する

情報がモンバサ港に集まることになる。最新の警備システムと ISC を通した情報収集を

統合的にモンバサ港の保安対策に生かすことで、港の安全性が高まり更なる貨物・旅

客の獲得につながるであろう。 

 

■図表の抄訳 

Throughput and facilities 

Kenya Ports Authority(KPA) はケニア国内のすべての港湾（Monbasa, Lamu, Malindi, 

Kilifi etc）を運営している。モンバサ港はコンテナ７００，０００TEU を含む２０００万トンの

貨物を扱っており、全体の２５％がトランシップ貨物である。同港が保有する主な施設は、

一般貨物船用バース、原油船用バース２基、及び延長６００ｍのコンテナ船用ターミナ

ルである。２００５年から２００９年にかけて取扱い貨物量が１１８０万トンから１７４０万ト

ン（年間増加率は８．７％）まで増加しており、貨物の増加に対応するため、港湾施設の

近代化や拡充が行われている。具体的なプロジェクトには、ポストパナマックス級のコン

テナ船に対応するための航路の増深と拡幅、既存コンテナターミナルの１６０ｍの延長、

水深１５ｍのバースを持つ取り扱い能力が１２０万ＴＥＵのコンテナターミナルの新設が

含まれる。 

 

（抄訳 港湾局計画課 田中挙） 
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CrossCrossCrossCross----border securityborder securityborder securityborder security    

国境を越えた保安対策国境を越えた保安対策国境を越えた保安対策国境を越えた保安対策    

Kurt Nagle 

 

■概要 

AAPA（アメリカ港湾管理者協会）の Kurt Nagle は、P&H に「政府は港湾の保安対

策に対して我々と共に取り組むべきだ」と語っている。 

抄訳者 高橋氏 

 

港湾保安上の脅威の予防と発見手順は、アメリカ大陸の国々の港湾における定

常業務の一部として根づいており、その機能は近年、より高度で高コストなものとな

ってきている。ますます多くの費用が、要員・設備からインフラ整備とその維持管理

までの全てにおいて必要となっている。 

米国で発生した 2001 年 9 月のテロ攻撃以降、港湾貨物に対する保安対策への必

要性は高まっているが、これらに対する連邦政府の支出は特に米国とカナダでは顕

著に下降し始めており、多くの港湾が将来の連邦政府の支援に対する不安を抱えて

いる。 

カナダの交通政策を担務するカナダ運輸省は、再開時期を示すことなく2009年11

月に保安に対する資金援助プログラムを終了した。米国連邦政府の港湾保安に対

する補助金は 2010 会計年度の 4.5 億ドル（景気刺激策を含む）から、2011 会計年度

では米国連邦議会に最近承認された継続予算決議(歳出法の一つ)の一部として

2.50 億ドルへと落ち込んだ。 

港湾において、保安は最重要事項のひとつであり続けている。それは、民間と政

府間に存在する重要かつ複雑で共通の責務である。我々、AAPA[American 

Association of Port Authorities；アメリカ港湾管理者協会]とその会員港は、港湾保

安を維持・促進するために政府関係者や民間の保安専門家と協力している。 

過去 10 年間に AAPA 会員の港湾管理者とその海上貨物ターミナルの連携により、

施設の保安向上のために合わせて何十億ドルもの投資をした。これらは、フェンス

や監視カメラといった基本的な保安設備から、場合によっては、水中での活動を調

査するようなハイテク技術を用いた制限区域への進入防止策までのすべてを含んで

いる。このような投資と、様々な法強制機関や行動実施機関との関係構築や資源共

有による新しい保安システムと協定は、港湾保安を飛躍的に強化している。 

近頃の景気後退による金融ショックは、国家資金の枯渇も相まって、北米から中

米、南米まで全域の主要国政府において港湾保安に費やす資金の引き締めにつな

がっている。 
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港湾は、グローバルな市場

への重大な結節点であり、それ

は雇用を創出し、世界市場に

我々を結びつけ、我々のそれ

ぞれの国の経済成長と繁栄の

ために不可欠である。米国では、

港湾は例年３兆ドル以上の経

済活動と、2,120 億ドル以上の

税収を創出する。さらに年間個

人所得で 6,490 億ドルに当たる

約 1,330 万件の雇用を支えてい

る。 

AAPA の米国におけるメンバ

ーである公共の港湾管理者は、

管理する施設を通過する人や貨物の安全確保のために、米国沿岸警備隊(USCG)、

米国運輸保安局(TSA)、米国税関・国境警備局 (CBP)及び国内核物質探査局

(DNDO)といった様々な機関と連携している。 

 

カナダ港湾管理者は保安と取り締まりのためにカナダ運輸省、カナダ安全情報局

（CSIS）、カナダ公共安全省(PSC)、カナダ騎馬警察隊(RCMP)、そして地元警察と協

力している。メキシコ港湾管理者は、保安のために政府の海軍事務局（メキシコ海

軍:SEMAR）と連携している。同様の港湾保安における協力体制はラテンアメリカに

見受けられ、また、いくつかのカリブ海の島々の港湾とそれぞれの政府との間で構

築されている。港湾保安においては保安活動と投資を増強するために、より多くの

補助金と政策上の議論とともにこのようなパートナーシップをさらに必要としている。 

AAPA は、港湾保安に役立つ、より多くの補助金と政策による支援を確保すること

を強く働きかけている。米国連邦議会は、2011 年 9 月に期限の切れる「全港湾にお

ける保安と責務に関する法律(SAFE Port Act of 2006)」に制定された港湾のセキュリ

ティポリシーと補助金制度を再承認するための立法を検討している。AAPA は再承

認の優先度を示すために、下院・上院両院の国土安全保障・政府問題委員会と、上

院通商・科学・交通委員会の委員に対して定期的に情報交換を行っている。これに

は港湾保安補助金に対する 25%の負担金排除、そして年間 4 億ドルの水準で補助を

維持し続けることを含んでいる。 

 

カナダ、カリブ海、ラテンアメリカと米国、全４地域の代表からなる AAPA のメンバ

ーは、"9・11 委員会勧告実施法"（法案 H.R.1）に含まれる要求である、海外での仕

出し港で全ての米国向け海上コンテナに対してスキャニングの実施を義務づけるこ

とに強い関心を持っている。AAPA はリスクに着目したスクリーニング、スキャニング、

捜索の方法を支持する一方で、それと同時に 100%スキャニングの義務づけに対して

は懸念を示している。 
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米国国土安全保障省 (DHS)は、本実施法の原案では 2012 年までに完全実施す

ることになっていたが、既に２年間延長する意向を表明しており、代替案を認める法

案を連邦議会に提出している。AAPA はまた、次世代スキャニング設備の導入前に

港湾運営との整合が図られるよう、各港湾ともっと密接に連携することを DHS に求

めてきた。 

AAPA は港湾保安の猛烈な擁護者であり続けている。４月に米国議会は、港湾保

安補助金プログラム(PSGP)の 資金を 2007 年法で認められている 1 億ドルではなく

2.5 億ドルとすることを承認した。議会はまた、2011 会計年度の残りで、各港湾に要

求していた 25%負担金の免除に同意した。AAPA は、協会メンバーを代表して両事項

について働きかけていた。しかしながら、この負担金の免除は議会で議論されてい

る[SAFE Port Act]の５年間の再承認法案には含まれていない。そこで、AAPA は本

法案が可決される前に、本事項も含めることを強く迫っている。 

強制、保安意識、そして資金は、将来的なテロの関与による貨物の引き起こす破

綻を阻止する上で、包括的な戦略における重要な部分である。大陸全体の広範な

海上保安技術支援と情報共有活動を提供するカナダ－米国間の港湾保安支援プロ

グラムのような協力の取り組みを含めたより多くの国家連携が必要になる。これらや

他の協力体も含めて、港湾、貿易関係者や税関当局との間における情報統合を早

めるとともに、こうした関係者間の保安連携構想を国際化させる。これが完全に実現

するためには、サプライチェーンに参加する全ての主体が 、最終的にはリアルタイ

ムに情報共有したり、経験から学んだ教訓を交換し合ったりして、お互いに研鑽して

いく必要がある。 

 

（抄訳：関東地方整備局 千葉港湾事務所 港湾保安調査官 高橋康弘） 
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After the earthquakeAfter the earthquakeAfter the earthquakeAfter the earthquake    

震災後震災後震災後震災後    

Rajiv Biswas  

 

 震災により大きな被害を受けた東北地方が復興するためには、日本の港とその後

背地との繋がりが大きな役割を担っている。また、電力供給方法の回復及び原子力

発電所からの放射線の漏洩にメドをつける事が大切である。 

抄訳者 八木氏 

 

 3 月 11 日に日本の東北地方を襲った地震は、短期間に日本の経済に大きなダメー

ジを与えた。被災した東北各県の復旧額は 3,000 億ドルに上ると想定されている。電

力供給や製造業が崩壊し、2011 年の前半は経済成長がマイナスに転じると推測さ

れる。 

大規模な復興は 2011 年の後半に始まり、2012 年も継続すると予想されている。こ

れによって、数か月で経済回復が明確に進むことになりそうである。HIS グローバル

サイトは、地震の影響を調査し、日本の GDP 成長が、大規模な復興や工場生産の

正常化による後押しによって、2011 年の 0.5%から 2012 年は約 3.5%に大きく成長する

と予測している。 

 短期間に地震、

津波、原子力災

害の 3 つの災害

が起き、3 月後

半の工場生産は

大きく崩壊した。

生産高を元の水

準に戻す工程は、

東北地方の主要な工場や施設が損傷し、自動車製造やエレクトロニクス分野のサプ

ライチェーンに問題が生じた結果、遅延することになろう。 

 産業分野の抱える問題は、日本全体の電力供給能力（約 20 ギガワット）がいくつか

の原子力発電や火力発電への損傷によって約 10%減少すると想定されたことで更に

厳しいものとなっている。この電力供給能力減少によって今年半ばまで続きうる計画

停電が始まり、この計画停電が産業部門の復興を遅らせることになる。 

 地震によって引き起こされた巨大な津波は、東北地方の仙台港、石巻港、小名浜

港、八戸港を含む多くの中規模の港に甚大な損害を与えた。これらの港湾施設は、

通常、ドライバルクカーゴや燃料製品のコンテナを扱っており、再び完全に運用可能

になるまで、かなりの復興作業が必要となるであろう。 

 こうした状況ではあるが、運用能力回復のために多大な努力が払われており、被
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害を受けた 15 港のうち 12 港は、場合によっては非常に限定的なものではあるが、あ

る程度の運用能力を持つようになっている。これを書いている 3 月の下旬には、茨城

港の一部はアクセス制限がかけられているものの、閉鎖されたままの港は石巻港や

大船渡港だけであった。この地域の重要な港湾である仙台港もひどい被害を受けた

が、災害援助の作業のために運用が開始され、3 月 21 日には最初の燃料の輸送を

受け入れた。 

 全体的に見れば、東京港と横浜港の二大港は通常通り運用されており、日本の港

湾施設のほとんどが地震被害の影響を受けずに生き残った。日本で現在運行可能

な港は、日本のコンテナ貨物、ドライバルク・液体バルク貨物を取り扱うのに十分な

能力がある。地震以降、日本の工業生産は崩壊し、これが通常の工場生産の水準

に回復するまで、明らかに海上輸出量を大きく減少させ続けるだろう。 

 重要なことに、日本の 40 の液化天然ガスのターミナルは運用可能な状態を保持し

ていた。原子力発電所や石炭を燃料とする発電所の両方が損傷を受けた結果、石

油や液化天然ガスの輸入増加が想定されるが、これらの施設はこの増加量を受け

入れることができる能力がある。液化天然ガスを燃料とする多くの発電所が、より多

くの電力を供給するために近い将来再稼働することになると想定されており、石油や

液化天然ガスの輸入の増加が、短期的に電力の生産能力を向上させるという日本

の努力の中で重要な役割を担うことは確実だろう。 

 福島原子力発電所の危機は、日本だけでなく他の多くのアジア諸国の電力政策に

重大な変化をもたらすかもしれない。原子力への依存率を下げる計画は、液化天然

ガスやクリーン・コール・テクノロジー

＊１

、再生可能エネルギーの前途を明るくするだ

ろう。日本では、これにより長期間、液化天然ガスの取扱能力の必要性が極めて大

きくなるだろう。 

 注

＊１

：クリーン・コール・テクノロジーとは、二酸化炭素の排出や有害物質の発生を

抑制し、環境にやさしい石炭活用をおこなうための技術である。これらの技

術には、石炭のガス化・液化や、低品位の石炭の改質技術や、燃焼に伴っ

て発生する石炭灰の有効活用技術など、様々なものがある。 

中でも、石炭ガス化発電(IGCC)技術は高効率で、かつ環境適合性の良い技

術であることから、石炭資源を使用する国において非常に注目されており、

各国で開発が進められている。 

 被災した原子力発電所からの放射線の恐怖は、福島の周辺における海運業に悪

影響を及ぼすことがある。中国の厦門港で、十分に安全な範囲内だが普通よりわず

かに高い放射線レベルが検出された後、MOL Presence 号への拒否反応が出て、こ

の問題への関心が大きくなった。福島原子力発電所沖の海水の放射線の値は、3 月

末にかけて急激に上昇していた。MOL Presence 号は、被災した原子力発電所のあ

る福島県の沖 120km を航海したが、そこは海上保安庁が当時勧告していた警戒区

域 30km のかなり外側であった。これ以降、この警戒区域は 80 マイル（148km）に拡
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大された。 

 ハパグロイドが日本の二大港である東京港と横浜港を抜港することを決定したこと

により、世界的なサプライチェーンに内在する潜在的な危険も明らかになっている。

マースクは、すでに福島の 140nm 以内を航海する事を禁止している。もし他の主要

船社が航行禁止区域を設定したり、東京港と横浜港への寄港を一時中止すると、放

射能の漏洩が制御できるまで、より多くの貨物がより南の日本の港経由になるので

物流の問題が生ずることになろう。 

 3 月末に、世界の主要な船会社は、まだ東京港や横浜港で通常のサービスを行っ

ていたが、いくつかの船会社では、放射線を確認するための設備を導入していた。加

えて、海外の港に日本の貨物が到着した時にも、放射線のテストが行われていた。

結果として、日本の会社や世界の船会社が、船や貨物の放射線を分析するために

更に計測器を導入することを強制されることになろう。 

 日本の港や船舶の基盤施設は、積荷を降ろす能力が大部分無傷のまま生き残っ

た。原料の輸入やエネルギーの輸入は港の設備を通して行うことが必要なので、こ

れらが生き残ったことは、災害から急速に復興するための日本の能力にとって重要

な要素である。 

 被害を受けた東北の港は復旧が必要なので、物流に関する問題は何カ月も続くだ

ろう。しかし、陸上の輸送システムは、日本の非常に進んだ技術や建築物の建設能

力のおかげで比較的早く復興し、より南の港からの輸送ができるようになると想定さ

れている。 

 鍵となる不確定要因は、福島原子力発電所からの放射線の漏れを食い止めるの

にどれほどの時間がかかるのかである。これが解れば、日本経済の回復が急速に

進むはずである。2011 年の後半から2012 年を通して、私達は、日本経済の著しい立

ち直りを見ることができるはずである。 

（抄訳 近畿地方整備局 港湾物流企画室 八木 翼） 
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FeatureFeatureFeatureFeature 記事記事記事記事 2011201120112011 年年年年 5555 月号月号月号月号 

 

実入りコンテナ重量を注視実入りコンテナ重量を注視実入りコンテナ重量を注視実入りコンテナ重量を注視    

Watching their weightWatching their weightWatching their weightWatching their weight    

    

    

Stephen Cousins 

港湾は、実入りコンテナ重量の誤申告を無くす責任が有ることに気がつくであろう。ス

テファン・カズンズ（Stephen Cousins）がその様々な代替案を検討する 

■概要： 

 実入りコンテナの正確な重量を把握する行為の責任の所在が明らかでないと言う

理由で、これをなおざりにしてきた海運業界であったが、安全性確保の観点から、関

係者間で徐々に関心が高まってきている。関係者間の行動、新たな技術革新がこの

問題解決に向けて動き出した。 

 

海 運 業

界における

実入りコン

テナの意図

的な重量の

誤申告は、

毎 年 関 連

産業と政府

に数十億ドルもの損失を与え、更に、船舶とその乗組員の安全を脅かしている。誰が

実入りコンテナの重量の検量に責任を持つべきなのであろうか、また何処でどの様に

してこの検量を行うべきなのであろうか？ 

コンテナ輸送業界が、貨物の正確な重量を知らされていない唯一の業界であると

いうことは、憂慮すべき事実である。コンテナ積荷目録は、積荷重量がいくらであるか

明らかに示してあるが、その数値は、経費削減を目論む荷造り業者及び荷主により

作成された間違いや不正確な申告に基づいたものであり、信頼出来ないことがしばし

ばある。ひどいケースでは、重量超過及び不正確な申告によるコンテナ個数は、船舶

に積み込まれたコンテナ個数の実に１割を数える。 

結果的にこれは、災害を引き起こすことになるであろう。2007 年に MSC ナポリ

（Napoli）は、英国の南西岸沖において、荷崩れを起こし座礁した。海洋事故調査部門

の報告書によると、実入りコンテナの重量及び内容物の誤申告がその事故の原因で

あることが明らかになった。その年の 2 月には、868TEU 積みのアナベラ（Annabella）

は、上段のブチレンガス 3 個を含む 7 個の 30ft コンテナの塊が崩壊した時には、重大
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な事故となるところであったが辛うじてこれを回避した。 

船舶への影響はさておき、重量が超過した実入りコンテナは、ターミナルの運営、

道路及び鉄道などの運送業界を含むサプライチェーン全般に亘って安全に影響を及

ぼす可能性がある。今や多くの業界関係者は、この問題に取り組む必要が有ると認

識しているが、誰が責任を持って実入りコンテナの重量の検量を実施するべきなのか、

これに要する費用を誰が支払うべきなのか、そして何処でこの検量を実施すべきなの

かなど、継続的に熱い議論を要する課題となっている。 

 

2010 年 12 月、世界海運評議会（WSC）と国際海運会議所（ICS）は、輸出用の実入

りコンテナ貨物を船舶に積み込む前に港湾施設において全て検量する国際法的要求

事項を設けるという嘆願を IMO に提示した。彼らの共同声明によると、“輸送され輸入

港において積み下ろされた後のコンテナの検量は、そのコンテナを取り扱う港湾労働

者及び船舶やその船員を保護していない・・・つまり、輸入港において船舶から積み

下ろされた後に得られるコンテナの検量情報は、船荷計画に適切に使用されることは

ない。港湾における法律上の義務が無い限り、相当数のコンテナは、引き続き検量さ

れずに輸出されるであろう。” 

しかしながら、UKMPG（UK Major Ports Group）の常務理事であるリチャード・バード

（Richard Bird）氏は、コンテナ輸送過程の港内にのみ焦点を当てることは、ポイントを

見失うとして、”最適の解決方法は、実入りコンテナが旅立つ始点でその重量が検量

されることだ。仮にコンテナが重量超過していたならば、これらのコンテナは港湾に到

達する以前に道路利用者にとって、安全上の問題となることは確実である。IMO は、

サプライチェーン全体について熟考すべきだ。”と述べた。 

 

WSC 会長のクリ

ス ・ コ ー シ ュ (Chris 

Koch)氏は、港湾の

ような拠点で計量す

るのが理にかなって

いると考えている。

同氏は、”コンテナに

荷詰めされる何千箇

所に計器を設置するより、むしろ港湾のターミナルのようなコンテナ貨物が集約される

場所に計器を設置する方がより簡単だ。”と述べた。 

もし仮に、ターミナル運営会社に彼らの業務の一部としてコンテナの検量を受け持

つことを求めたならば、この産業の支配的な意見は、新たな設備、ソフトウェア、更に

関連する人材の配置や研修などの費用負担に責任を持たねばならないという考えか

ら、否定的であるだろう。特にこれらの設備が脆弱で社会資本整備や投資が不十分



32 

 

な発展途上国においてはそうであろう。 

APM ターミナル・ヨーロッパの最高執行責任者であるデニス・レンス・オルセン

(Dennis Lenthe Olesen)氏は、”我々は、この問題の根本的原因に関係が無いのに、

何故我々が費用を負担せねばならないのだ。”と応じた。さらに同氏は、”荷主達は、

彼らの実入りコンテナの正確な重量を税関に申告する義務があり、仮に申告した重

量に間違いがあれば、税関に対する法的責任を免れない。つまり、彼ら荷主には、

実入りコンテナの正確な重量を税関に申告する義務があるばかりで無く、その計量

に要する費用を負担すべきなのだ。”と述べた。 

 

豪州海運企業体の最高経営責任者であるルー・ラッセル(Llew Russell)氏は、”いく

つかのターミナル・オペレーターは、荷主に対して付加価値的なサービスとして実入り

コンテナの検量を申し出ることによって、または、コンテナ荷役に費用を上乗せして、

先行投資を取り戻すかも知れない。コンテナの検量に要する費用は、あらゆる方法で、

荷主に転嫁されるであろう。”と述べた。 

 ターミナル・オペレーターへコンテナの検量に責任を負わせることは、別の課題を引

き起こす。仮に荷主が強く求めるように、ターミナル・オペレーターがコンテナ貨物の

検量の義務を負った場合、彼らは、追加的な保険料をも負担する義務を負うことにな

るであろう。レンス・オルセン氏は、“我々ターミナル・オペレーターに、コンテナの検量

の義務とその費用負担を強いるのは、公平ではない。”と付け加えた。 

 港湾におけるコンテナの検量は、いつどのように実施するかによって遅延の可能性

を増加させるという、ターミナル運営に新たな煩雑な要素を加えることになる。多くの

ターミナル・オペレーターは、すでにスペース不足であり、例えばターミナルの入口に

新たな車両計測機を設置するなどは、混乱を生じさせることとなる。多くの場合、埠頭

においてスプレッダーで“動的”にコンテナを計測する方が理にかなっている。そして、

実際のコンテナの重量と申告された重量との不一致が有る場合何をするかと言う問

題がある。どのようにしてターミナル運営システム（TOS）にこの情報を伝えるのか？

このコンテナはどこに行くのか？申告された重量が不正確な税関書類に何が起こる

のか？ 

 いくつかの技術的な解決は可能である。英国の ITS（ International Terminal 

Solutions）は、TOS に連動した情報を基にしたコンテナ重量計測とコンテナの積み下

ろしをトラックに指示する荷役機械用のソフトウェアを開発した。 

リーチスタッカーあるいは RTG クレーンに装着されたロードセル（Load cell）によっ

て記録されたコンテナの荷重情報は、TOS に送信される。仮に計測されたコンテナの

重量が、積荷目録により申告された重量分類と異なっていた場合、TOS は、計画を変

更し、運転手に、そのコンテナを別のヤードに置くことを指示する。“これが”動的“な

システムである。だから、遅延は極めて最小限となる。ソフトウェアは、顧客の請求書

の再作成というような他の事務管理部門の機能も有している。”と ITS の最高経営責
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任者であるリチャード・ランバート(Richard Lambert)氏は述べた。 

 昨年、港湾の機械設備の製造企業であるブロマ(Bromma)社は、スプレッダー・クレ

ーンのツイストロックに装着可能な革新的な小型の荷重検出システムの販売を開始

した。ブロマ社は、“このシステムは、ツインモードで20フィートコンテナを２個吊り上げ

た時でさえ荷重を検量する機能を有しており、RTG やその他の移動車両にも装着す

ることが可能だ。”と言う。 

 ブロマ社の製品開発責任者のラース・メウリング(Lars Meurling)氏は、“当初、この

革新的な技術は、特定の危険な荷役現場のターミナル・オペレーターを支援すること

が目的であったが、昨今、荷重検出に興味を持つターミナル・オペレーターから高い

関心を集めているのだ。”と述べた。また同氏は、“12 月の WSC-ICS の嘆願の発表に

より、この技術は大きな関心を呼んだ。当社は、この荷重検量技術を採用した電動ツ

インリフト・スプレッダーをブラジルのサントス港に向け１３機発送したところだ。”と述

べた。 

 このコンテナ荷重論争の終焉を予測することは困難である。この課題は、今月の

IMO の第８９回海洋安全委員会（MSC）及び第２７回 IAPH 世界港湾会議において、議

論されることであろう。この最終案は、来年早々までに IMO により了承されることであ

ろうと MSC は P&H に話した。 

 

【写真のキャプション】 

 ターミナル設備に設置されたロードセル及びコンテナ荷重が重すぎる際の運転手へ

の警告。 

 

(抄訳 近畿地方整備局港湾空港部港湾計画課調査係長 辻村 幸弘) 
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FeatureFeatureFeatureFeature 記事記事記事記事 2011201120112011 年年年年 7777 月号月号月号月号 

 

Debt for developmetDebt for developmetDebt for developmetDebt for developmet    

開発のための借金 

Chris Brown 

Paul Mansouri 

■概要 

「現在行おうとしている港湾の開発では、当分の間より費用のかかる融資を選択する

ことを考慮しなければならないであろう。」とノートン ローズ 法律事務所のクリス ブ

ラウンとポール マンソーリはポート＆ハーバーズへ語っている。 

抄訳者 上野氏 

 

2008-09 年の銀行危機に伴う金融市場の空前の変化が、インフラの世界で明らか

に過去数年にわたって、著しく影響してきている。2007 年の後半にピークに達して以

降投資ファンド市場は著しく変化してきている。この制限された状況を背景とするなか

で、インフラ整備への投資需要は続いている。その結果、財政的に圧迫された政府は

資金調達に民間を利用するようなった。 

 

注目を集めていたヨルダンのニューアカバ港を含め、2009 年に多くの港湾整備プロ

ジェクトが頓挫した。資金調達コストの急激な増加、厳しい融資条件、資産や政府投

資への過大な要求により、港湾の開発は大きな影響を受けた。この状況は、世界的

な個人消費の落ち込みによる当然の結果である、コンテナ貨物量の減少によって複

雑になった。そのため、政府と開発業者は、将来のコンテナ貨物の増加に対応した港

湾拡張整備を続行するか、それとも景気が底を脱し回復基調になるまで待ち、危険を

回避するかジレンマに悩まされた。 

 

2009 年の年初には、中東だけで 1 千億ドルもの港湾の開発が危機にさらされてい

ると報告された。2008 年から 2009 年にかけて港湾を含む輸送部門のプロジェクト融

資の低下が見られたが、これらの港湾開発の大部分の開発は温存され。 

金融危機はヨーロッパや周辺諸国での港湾開発を停滞させた。しかし、港湾のイン

フラ整備への要求は引き続き高いままである。このような状況は、主として世界的な

景気の減速の影響のあまり強く無かった発展途上国により引き起こされている。これ

らの国々では港湾の発展が最も必要であり、世界規模の消費に早期に対応するため

の港湾能力の拡大が必要だった。世界のコンテナ貨物量は 2008 年のピークに戻り、

2015 年まで年７％以上の割合で増加すると予測されている。 
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どの地域が最

も 早 く 回 復 す る

か注目が集まっ

た。インド政府は

208 億ドルの投

資を必要とする

276 の港湾開発

プロジェクトを認

可し、投資家に友好的な政策を実施することに努めている。また、アフリカや中国も同

様に開発ペースを上げている。 

中東地域では、湾岸協力会議（GCC）地域が貨物取扱能力の８５％を占めている。

取扱能力の増加見込みが年３％なのに対し、貨物量の成長予測は年 8％となってお

り、2015 年には取扱能力が限界に達する見込みである。これは、その大部分がカタ

ールとアブダビ行われている、総投資規模 425 億ドルの 34 のプロジェクトが進められ

ていることの説明となる。 

ヨーロッパで行われている開発は、この規模には及ばないが、検討段階のもの、実

際の資金調達を伴う段階に近づいているものなど、複数の重要なプロジェクトがある。

例えば、事業費 27 億ユーロ（39 億ドル）のアンダルシアの港湾と道路のＰＰＰプロジェ

クトやロッテルダム、ロンドンの開発計画である。 

 

需要を確実にし、開発の段階にプロジェクトを進めることは一つである。しかし、そ

の開発を進めるための資金調達先を確保することは別問題である。いくつかの地域

では開発に対して政府が直接または政府が関与するインフラ基金から大規模に資金

調達されている。CGC 地域の３４のプロジェクトは主に政府機関や政府が直接保有す

るインフラ基金から資金調達している。従来形式の負債、例えば優先弁済債務（無担

保や後順位の負債より優先する）や中間的債務（保証が無高価なタイプ）がこの地域

では補助的な役割を担っている。中国でも同様に政府や地方自治体を通じての資金

調達が大きな割合を占めている。この方法では、従来形式の借り入れやインフラファ

ンド市場へ大きく依存し続けている国においては機能しない。そのため、資金調達と

いう観点から見て財政危機以降何が変わってきたのか。 

 

財政危機の直接的な結果、様々なレベルで資金調達は条件をより厳しくしている。

中間マージン・手数料・必要な純資産レベルが極端に増加している。適正評価手続き

（デューディリジェンス）・総括的な担保物件を要求されることが多くなった。そして、長

期借り入れ全体の意欲は極端に弱くなっている。貸し手が小口化した結果、より多く

の貸し手から幅広く資金調達するのが当たり前となった。 

2011 年になり、長期融資への意欲は幾分か改善の兆しを見せてきたが、
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2007-2008 レベルと比較すると弱含みである。認可レベルは財政危機の前のレベル

までには戻っていない。2010 年は、2009 年と比べ貸し付けのレベルと債権のレベル

は増加している。負債はほぼ９０％が金融資本で占められることが希であった金融危

機前と比べ、未だに高額のままである。一般的には短期・中期的には物価は比較的

一定と予測されており、コストは少なくとも金融危機前の２倍になるとの予測もある。 

 

しかし、バーゼルⅢにより導入された必要資本規模－G20 の指導者により支持され

た銀行資本の適正規模と流動性に対する基準－そしてその後継者により討議が重

ねられ成立したものは、支払期間がより短く、より費用がかかるプロジェクトファイナン

スになりやすいとする見方がある。銀行は借り手側にスイープ（余剰資金強制弁済条

項）やマージンラチェット（プロジェクトが進行すると債務の支払い利率を上げる）とい

ったメカニズムを用い、借り手に対し短期間での借り換えを益々勧めている。 

 

一方で、良い知らせがある。今では、プロジェクトの資金調達先を見つけるのがより

困難になる一方、たとえ条件や価格設定が将来数年にわたって厳しいとしても、スポ

ンサーからかなりの資産でバックアップされた優良資産への貸し付けをしようとする思

いは引き続きある。例として、ブリスベーン港で最近締め切られた融資案件である。そ

れは、９銀行から提供された、プロジェクトコストの５０％を上回る 11 億ドルのプロジェ

クト借り入れである。再生可能エネルギーへの投資は、不確実になりやすいため、資

金調達に苦労している。港のような中心的インフラ資産はうまくは運びやすい。ここ数

年見られる多国籍機関や政府の融資への大がかりなサポート、インフラファンドから

の継続した投資と共に、借り入れによる資金調達はしかるべき額が確保できるように

続けられるであろう。 

 

ノートンローズ法律事務所 パートナー クリス ブラウン、シニアアソシエイト ポー

ルマンソウリ 

 

情報 www.nortonrose.com 

情報源 Drewry , HSBC , Zaywa 

 

現在の経済情勢における開発プロジェクトの資金調達は、港湾には高くつく 

 

（抄訳：中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所 保全課 上野太地） 
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Rebuilding faithRebuilding faithRebuilding faithRebuilding faith    in Japanin Japanin Japanin Japan’’’’s portss portss portss ports    

日本の港の信用を再構築する。日本の港の信用を再構築する。日本の港の信用を再構築する。日本の港の信用を再構築する。    

林田 博 

 

■概要 

日本の国土交通省所属林田博が、放射線の不安を和らげるために日本が船会社と

連携して実施している取り組みについての最新情報をお伝えする。 

 

2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、日本の物流インフラは甚大な

被害を被った。また、福島第一原発事故による風評被害が、日本の海運にもマイナス

の影響を与えている。日本における被害の現状と、貨物の安全性の確保について最

新情報をお伝えする。 

  

日本史上最大の地震が3月11日、日本の東北地方を襲った。東日本大震災と名付

けられたその地震は、マグニチュード９を記録し、太平洋沿岸に巨大な津波をもたらし

た。膨大な数の死者・行方不明者を出し、家もオフィスも工場も流されて、物流輸送基

盤は壊滅した。 

災害発生後すぐに日本政府は、救援のために10万人の自衛隊員を派遣した。2ヵ

月後、物流基盤は民間及び公共団体の努力によって再建され、高速道路と新幹線は、

通常どおりの運営を再開した。 

一部喫水制限がかかりながらではあるが、１４の主要港湾が被害を受けながらも、

２週間で応急復旧を行い運用を再開した。港湾及びその関連施設への被害状況につ

いては、港湾空港技術研究所と国土技術政策総合研究所を含む政府機関により調

査された。仙台港、相馬港、小名浜港、茨城港の施設への被害が大きかった。陸上

施設への損傷のいくつかは、地震動に起因するが、引き続き発生した津波の引き波
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によってさらに被害が拡大しており、防波堤への被害のほとんどは、津波によるもの

と考えられている。 

 

相馬・宮古間で発生した津波の遡上高（津波が陸上で達した最高値）は、大船渡市

近くで23.6メートルに達した。この地域の浸水高はやはり高くて、15mを超えている。本

州東部の港湾に被害を与えた津波は、木造建築物、自動車、タンクローリーや漁船

を含むほとんど全てを押し流した。鉄骨の建物や倉庫でさえ激しく損傷し、コンテナは

沖合に引きずられて散乱し、第２波によって近隣の海岸にうちあげられた。 

釜石湾口の水深およそ40mに建設された津波防波堤もまた被害を受けた。防波堤の

天端高は何百年に一回と云われる1896年明治三陸地震のときに発生した5メートル

の津波を防ぐために、低水位を6メートル上回っていたが、しかし、2011年の津波は防

波堤を乗り越えて、内陸の街まで浸水した。津波防波堤は破損し部分的に崩壊した

にもかかわらず、数値シミュレーションによると防波堤によって浸水面積が50％縮小

し、街への津波の到達を6分も遅らせていた。 

 

内陸の交通網と同様に港湾を含めた沿岸物流網への損害は、被災地の産業だけ

でなく、他の地域の多くの産業と外国企業の生産活動にも影響を与えた。迅速な対処

と被災した港湾の再開は、復興への重要な要素の一つであり、ひいては日本経済の

回復につながる。 

国土交通省は、総合再建計画に反映させるために以下の点の検討を行っている。 

１．施設の防護効果と被災原因 

２．まちづくりや地場産業との連携を原則とする港湾再建 

３．今後の地震による被害が予測される地域における防護方策とその水準 

４．港湾区域の役割である緊急救援物資輸送と活動を支える物流拠点としての機能

を守るための津波対策 

国土交通省は、産業復興スケジュールに沿った港湾復興と復旧に積極的に取り組

んでいる。当面の措置として約500億ドルの補正予算が、5月2日には当面の災害復

旧を目的に承認された。我々の復興への道のりは遠く、今後ともご支援とご協力をお

願いしたい。 

 

海外の海運会社には、福島原子力発電所から漏れた放射能を懸念して、東京、横

浜、川崎を含む京浜港への入港を見合わせ、航路を変更するところもあった。日本か

ら中国へ航海するコンテナ船は、高レベル放射線に汚染されていると判断されたため、

入港を認められなかった。 海外の港では、日本からの船と貨物も放射能で汚染され

ていると懸念して、独自の測定手順を採用している。 

 

そこで、国土交通省は海外での噂を払拭するために、放射能汚染への対応と輸出

コンテナと船舶の放射線レベルの正確な情報を提供することにした。3月18日から、

国土交通省は、東京港と横浜港のウェブサイト上でこの情報を掲載している。現在、

東京湾における大気と海水の放射線レベルに関する情報は、日本語、英語、中国語
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と韓国語の四カ国語で提供されている。 

国土交通省は、駐日大使館や在外公館及び海外メディアを通して、現在の東京湾

の放射線レベルが人体に影響がないレベルであることを伝えている。 

 国際海事機関（IMO）は、地震及び津波の被害のない国際港湾は平常通り運営され

ており、これら港湾周辺における放射能による健康被害はないという事実を、3月に

発行したプレスリリースで示した。船舶、貨物及び船員がこれらの港で被爆するという

不安は、特に京浜港においては緩和されつつある。その結果、京浜港への寄港を懸

念する船舶数は減少した。 

 

このような状況を受けて、4月、国土交通省では「港湾における輸出コンテナの放射

線測定のためのガイドライン」を制定した。ガイドラインでは、コンテナの放射線量の

測定場所、測定機器の仕様、証明書の発行手続きおよびコンテナの除染が必要であ

ると判断する基準値について示されている。海運事業者は、ガイドラインに沿ってコン

テナの放射線測定を要求することができ、国土交通省及び港湾管理者は連名で放射

線量に関する測定値の証明書を発行することとしている。船舶のための放射線の測

定が必要な場合は国土交通省又は（財）日本海事協会によって証明書の発行を受け

ることができる。 

 

国土交通省はコンテナや船が汚染されているかどうかの基準を国際原子力機関の

指導に準拠した"除染基準値"と国際海事機関の定めた国際海上危険物条約に準拠

した"通報基準値"を採用し厳しく定めており、輸出コンテナの放射線量が除染基準値

を下回っていれば、通常通り取り扱われる。報告の基準を超えた場合、指定の場所

に移動させた上で、国土交通省経由で原子力を管轄する文部科学省へ通知される。

通報基準値未満で除染基準値以上の数値が測定された場合は、指定された場所で

除染され、除染後の測定で基準を下回った場合は通常コンテナとして取り扱われ、測

定値が基準を上回っているならば、国土交通省は関係機関へ通報し指示を仰ぐこと

としている。 

この取組は、横浜港で４月28日から、東京港で5月9日から開始されており、東京港

および横浜港では6月7日までに約25,000の輸出コンテナの放射線レベルを測定した。

この間、3つの輸出用コンテナが、わずかに除染基準値を超えた。このうち２つのコン

テナは除染後基準を下回ったため、通常どおり輸出された。残ったコンテナは、内部

の貨物が放射能に汚染されていたため留め置かれ、輸出されずに荷主によって回収

された。 

 

5月に開かれた国際海事機関の海上安全委員会で、日本の代表団は「福島第一原

子力発電所事故後の日本における港湾と船舶の現状」と題してプレゼンをおこなった。

その中で、国土交通省は大気と海水のモニタリングを続けており、日本の安全性を確

認するために設けられた国土交通省のウェブサイトで公表される放射能レベルのデ

ータが正確であり、事実であることを示している。 
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代表団はまた、日本の港内におけるコンテナや船舶の放射線測定のスキームが

実施されていることもも報告した。 

国土交通省港湾局では、放射線レベルに関する正確な情報の提供を継続し、その内

容を充実を図る。 

 

Hiroshi Hayashida is director general of the Ports and Harbours Bureau, Ministry of 

Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan 

More info:www.mlit.go.jp 

林田 博（国土交通省港湾局長（日本）） 詳しくはウェブで－www.mlit.go.jp 

 

Thank you fromThank you fromThank you fromThank you from    MLITMLITMLITMLIT    

国土交通省より感謝を込めて国土交通省より感謝を込めて国土交通省より感謝を込めて国土交通省より感謝を込めて    

150以上の国と地域、40近い国際機関やひとつの非政府組織から、寄付金及びそ

の他の手段を通じて援助と多大なる心遣いが届けられた。様々な国や地域から、食

糧、医療品、毛布などを被災地へ届けるために救援隊員が駆けつけた。日本の国土

交通大臣は、廃墟からの復興に向けての援助と暖かい支援に対し、心からの感謝を

表明する。 

 

InfrastructureInfrastructureInfrastructureInfrastructure    first and economyfirst and economyfirst and economyfirst and economy    will followwill followwill followwill follow    

インフラの整備を第一に、経済はそれについてくる 

災厄の2011年の後、日本経済は2012年に復活する。IHSグローバルインサイトのチ

ーフアジアエコノミスト、ラジブビスワスの報告をお伝えする。  

 

３月に日本の東北地方を襲った自然災害は、日本の工業と発電能力に相当な混

乱を引き起こしている。自動車やエレクトロニクスは、その生産拠点を地震と津波に

襲われて特にひどい打撃を受けた。さらに、繰り返される計画停電が工場の稼働を制

限し、日本国内の2011年第2四半期経済成長はマイナスに転じると推定される。 

政府が緊急で可決させた500億ドルの補正予算を含め、被災地の再建には、3,000

億ドルのコストが見込まれている。これらの経済策によって、2011年後半には成長軌

道に乗り、次いで製造業が徐々に正常レベルまで回復し、日本経済の力強い再興が

予想される。                                                                                                                             

 

2011年のV字回復によって、日本全体の経済成長は横ばい、工業は11％程度縮小

すると予測される。しかし再建策が2012年まで全力で実施されれば、国の経済成長

は急激に回復するだろう。IHSグローバルインサイトでは、日本のGDPが約14％増、

工業生産は強く反発して2012年には3.6％成長すると予測している。 

世界経済の観点から見たところ、日本経済の構成上、自動車とエレクトロニクス産

業への依存度が高いことから、日本の供給網に短期的な混乱を起こすのではとの憶

測がマイナスに判断されている。トヨタ、日産、ホンダなど日本の自動車メーカーはす

でに、多くの主要物資の不足を受けて、国外の様々な工場での生産量を削減するこ
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とを発表している。しかし、これは供給網の復旧と共に、2011年の後半には徐々に無

くなる動きだ。 

中国の力強い継続的成長とアメリカの緩やかながら持続的成長は、堅調と予想さ

れる新興アジアの成長を下支えしている。全般的にみれば、今年の災害が世界の成

長に及ぼす影響はさほどではないと言えよう。 

来年、日本経済の大幅な復調によって、工業の回復と再建に伴う輸入の大幅な増

加をもたらし、その他の国々の経済への起爆剤となるだろう。 

 

（抄訳者：九州地方整備局 苅田港湾事務所 古島ひろみ） 
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FeatureFeatureFeatureFeature 記事記事記事記事 2011201120112011 年年年年 7777 月号月号月号月号 

 

海洋保安の再考海洋保安の再考海洋保安の再考海洋保安の再考    

Rethinking maritime securityRethinking maritime securityRethinking maritime securityRethinking maritime security 

Periasamy Gunasekaran 

 

■概要 

現在、海洋保安の課題は、2011 年よりより複雑になっている。 

英国のグリニッジ海事研究所の研究者パリアサミー・グナセカラン（Periasamy 

Gunasekaran）博士は、彼の考えを説明する。 

 

海運分野での港湾の役割の重要性は

強調してもしすぎることがない程である。

港湾は孤立して存在するものではなく、

サプライチェーンの不可欠な構成要素

である。国内および国際的な保安要件

がこの複雑なシステムに組み込まれて

おり、その多くは 2001 年 9 月 11 日のテ

ロ攻撃に対応して導入されたものであ

る。 

2001 年のテロ攻撃による港湾保安対

策の導入を転機として、保安のアプロ

ーチは大きく様変わりした。それは、多

くの国際的な保安対策を促進すること

で、海運の世界に新しい局面を展開するものであり、その多くは、通常より迅速に取り

込まれた。 

IHS フェアプレイの週刊国際海運誌であるフェアプレイの 2011 年 2 月 17 日号に書か

れている内容によると「普段は非常に長く審議する IMO が迅速に行動し、15 ヶ月で

ISPS を成立させた。これは、IMO のレコードタイムである。」 

 

2004 年 7 月に導入された ISPS コードには、様々な意見が反映されている。2006 年に

は IAPH が、2007 年には国連の国連貿易開発会議（UNCTAD）が実施したこのコード

の研究成果では、経済的影響から SOLAS 条約締約国の中の発展途上国の一部で

は、実施の初期段階で賛成を得られていなかった。それにもかかわらず、実施された

のは主に 2 つの理由からである。１つは国家の発展にとって貿易が重要であるという

ことであり、もう 1 つは多方面からの政治的圧力であった。 

すべての国が国際貿易の動きの 90％を占める海上輸送の重要性を認識し、それが
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グローバル化を促進するのに役立つことを理解している。産業の国際化のためには、

国際的な規則や規制が必要であり、またそれらの規則や規制が国内法に導入される

必要がある。締約国はその海域が脅威を受けているか、あるいは与えているかにか

かわらず規制を遵守しなければならない。非対応国は国際貿易から取り残されるか、

その国の船舶が準拠港湾へ寄港する際に厳しい検査を受けることになる。脅威はテ

ロ攻撃からではなく法律に準拠しなかった場合の貿易の損失だと言うことができる。 

採択されるいかなる対策も、個々の戦略ではなく国際的なアプローチに沿ったもので

なければならない。過度に厳格な安全対策が日本からの物品に課されている場合、

国際貿易の流れが影響を受けるというリスクもある。世界経済は海上輸送によって大

きく相互依存しており、強く結びついているので、疲弊した日本経済へのいかなる抑

制も最終的には他の諸国の経済に影響を及ぼす可能性がある。 

国際海事局（IMB）が発表した数値によると 2006〜2010 年では、海賊と武装強盗が、

以前のホットスポットであった南アジア、東南アジアからアフリカ海域に移動したことを

示している。対照的に、ランド研究所テロリズムリスクマネージメント政策センターの

2008年の数字によると、2001年以降、７件の注目すべき海上テロ事件があった。この

数字はおそらく 9.11 以降のテロ攻撃の誇大広告であって、心配する様な喫緊の課題

ではないことを示している。 

 

米国は、ISPS コードに加えて、無数のセキュリティ対策の一方的導入のために、一部

で批判された。コンテナセキュリティイニシアティブ（CSI）、テロ防止のための税関産

業界提携プログラム（C-TPAT）、コンテナの 100%スキャニングやメガポートイニシアテ

ィブは、国境を海上から守るために採用した重層構造のアプローチの一部である。 

４月に米国上院に提出された新しい法案は、これらのプログラムの多くを再承認する

ものである。米国は世界経済が弱まってきたこと、また経済推進力を取り戻そうとして

いるということを考慮する必要がある。多くの強力な経済組織はその企業業績予測を

深刻に見直している。それ故に、米国は、貨物の保安のための公正なメカニズムを確

立するための国際的な協力を求める必要があるが、それによって貿易の流れを妨げ

るとか、ビジネスに余計なコストをかけさせるべきではない。 

 

ほとんどの港湾保安対策は、技術に基づくものであり、多額の投資が必要であり、こ

れは最終的にはエンドユーザーの負担となる。更に、どのような技術も全ての安全を

保証できるものではない。繰り返すと、貿易相手との密接な連携によって公正な保安

の仕組みが確立されるのであり、この連携は民間関係者をも取り込むべきである。世

界税関機構、IMO 及びその他の国際的な関係者は、すでにいくつかの標準的な保安

の枠組みを実施しており、これらは、最適に用いられる必要がある。 

世界的な海事社会は、これらの厳格な保安対策の全ての基本が、あらゆる形の暴力

や脅威から資産を保護することであると認めている。そのため、保安はグローバル化
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のプロセスを改善拡大する上で重要な要素と考えられてきた。しかし、ISPS コードの

様なイニシャティブが、どの程度に望ましいセキュリティレベルをもたらすことに成功し

たかということは未だ確認されていない。 

 

海上犯罪は著しく増加しており、IMB のレポートでは、2011 年 1 月から 3 月に 142 件

の海賊/武装強盗が報告されており、一連の既存の保安対策によって状況を改善で

きるかどうかという疑問が生じている。業界には、海上犯罪への対抗を目的とした提

案が溢れているが、その対策で自分自身に余分な作業とコストを生じさせないように

注意が必要である。 

 

世界はまた 2001 年から変わってきた。海賊行為の増加、環境問題、政治的不安定、

様々な自然災害の発生によって、将来展望に変更をもたらした。このような状況は、

港湾保安に対して 2001 年以前に直面したものよりもさらに大きな課題を提起している。

海事当局と産業界は共同で、以下の視点を含んだ政策の再考を検討するべきであ

る。 

■2004 年 7 月 1 日の ISPS コード履行以来のその有効性を評価するグローバルな研

究、即ち、ISPS コードが単に書類上の要件としてではなく、総合的な港湾保安に有効

なツールとして承認されることとなるのか。 

■既存の港湾保安対策は、いかなる政党や国によっても歪められていないことが確

認されるのか。 

■国内及び国際の両面で、海事産業のより一層の理解を広めて、港湾保安が全て

の人に真剣に受け止められているか。 

■「Piracy: Orchestrating the response（海賊行為:その対応の調整）」と定められた

IMO の 2011 年「世界海の記念日」のテーマに沿って、各国が効果的かつ効率的に情

報を共有化することのできる包括的なツールを開発すること。 

■海上犯罪ではなく、その根本的な原因を軽減すること。多くの海上犯罪は政治と経

済の縮小が要因となって引き起こされている症状である。根底となる原因が効果的に

取り除かれていない場合は症状が残ることとなる。 

 

（抄訳者 港湾局国際・環境課国際企画室国際業務係長 對木努） 
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Partnerships for profitPartnerships for profitPartnerships for profitPartnerships for profit    

利益を求めた連携について利益を求めた連携について利益を求めた連携について利益を求めた連携について    

原分作者名：P&H reports 

 

■概要 

港には公社（公共）と民間企業の２つの運営主体が存在し、地域社会との繋がり

を持って発展している。両社は国際競争力や利益を求めることで港の発展に付与し

ている。 

 

 

一見して、公共の関心と利益を生み出すことは自然な関係ではない。地域社会と

の融合のため、あるいは環境にやさしい背後圏物流機能の促進のため、さらには港

湾機能全体の発展のために港湾へ投資すること、すなわち通常は港湾管理者の業

務であるような公共分野に投資することに関しては、実務的で効率重視の民間企業

は必ずしも大きな関心を持ってはいない。’  

このことは企業が運営しているターミナルと合わせた

政府の港湾運営方式が、最も成功した港モデルとして証

明されている理由の一つなのである。ランドロード型とし

て知られるこの港湾運営方式は、地域社会や投資者へ

の責任と利益を生み出すことのバランスを保つようにさ

れているということである。例外なく完全民営化港湾はは、

人件費を抑え、利益を最大限にするように考えている、と

Drewry Maritime Advisors 社の特別顧問である Neil 

Davidson は本誌に話した。また彼は効率化を進めるほど

職員は減少し、特に公共的分野へ対応する余力が減少

してゆくことを指摘した。’  

 

実際に、ランドロード方式は民営化部門と公共部門の

二つの責任を差別化し、互いの最良な要素を引き出すよ

うに考慮されている。Drewry 社は民間オペレーターにタ

ーミナルを賃貸契約しランドロード型港湾運営を進めて

いるゴッテンベルグ港のコンサルティングしている。2 月

には、自動車ターミナルの運営を物流企業の Lngent 社

に委託する１０年契約にサインした。Magnus Karestedt

最高経営責任者は、新しい港湾運営方式では、“港湾管理者はもっぱら港や施設整

備の発展・充実に投資することができ、ターミナル会社は効果的なターミナル運営の

専門家としてオペレーションに専念している。このようにして、ゴッテンベルグ港は更
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に競争力を持つことが可能になり、港の成長や港湾労働者の雇用を創出した。” と

本誌に話した。彼はつけ加えて、民間オペレーターの他の利点としては、彼らは国際

的なネットワークの一部であるため、ゴッテンベルグ港の競争力を強化に貢献できる

と話した。 

 国際的なネットワークの一部分という概念では、DP World や PSA のような公的機

関が管理しているオペレーターによって運営されているターミナルとのつながりにも

拡大することができる。Drewry 社によれば 2009 年に、全世界のコンテナ移動の

54.2%がそのような会社によって行われているという実績がある。AP Moller Maersk 

社、 APM Terminal 社、 CMA CGM 社のような船社はターミナル運営にも投資して

いる。Davidson によると、大型船の増加に対応して船社は、自らの施設拡大に投資

を行っており、貨物量の回復と多くの利益を期待している。船社は主要施設において

は大型船が寄港できる容量を確保する必要があるし、彼らはそのことは所有施設へ

の適正投資であると考えている。 

 

 シンガポールにある Watson,Farley&Williams 法律事務所の Chris Lowe は、船社に

とって、港への投資はコストをコントロールし物流から利益を得ることが全てだと信じ

ている。港湾施設は国内総生産と密接な関係にあり世界が不景気を脱出するにつ

れて良くなるだろう。Lowe は付け加えた。歴史的に不景気なときでさえ、ポートオペ

レーターはコンテナ会社が赤字をだす一方で、利益を生み出す、と。 

 港湾全体の民営化はむしろ例外的に存在し、大きな港で導入されるオプションは

ない、とポートモデルを分析している世界銀行の港湾民営化指針（ＰＲＴ）の中に述

べられている。Drewry 社の Davidson は確実なやり方でこのモデルを行える場所が

まだあると信じている。なぜなら最高決定部門へ素早く意見を伝えることや起業家と

しての姿勢を持っているため民間業者は素早く決定する能力を有しているためだ。

彼は、近くに製油施設や関連施設があるエネルギーターミナルのように単一目的の

港でオーナーが全てのコントロールを行っている港を最良の完全民営化港湾のモデ

ルと信じている。対照的に、彼は、ランドロード型の港湾管理者は十分な収益を確実

に長い期間維持できるように努めるべきであり、利益を最大にすることが目的ではな

い、と言った。 

 国際的な海事コンサルタントである International Maritime Associate 社のトップであ

る Jim McCaul も同じような意見である。彼はトランシップハブとしての港湾について

は民営化を支持する。 “ある投資家が関連の港湾施設全てに投資し、それからから

政府が使用料を徴収できるとしたら支持しない理由は無い”と考えている。しかしな

がら、もしその港が国の貿易のゲートウェイ港であれば、彼は港湾管理者へ慎重に

警告する。その理由はゲートウェイ港湾の場合は港のコントロールを行うものであれ

ば誰であろうとも、その国のコントロール能力を得ることになるからである、と彼は本

誌へ説明した。 

 BOT や BOOT のような PPP の形式は、プライベートな資金や専門家からの助けに

よる政府運営港のためのもう一つの方法である。インドでは近年 BOT や BOOT が非

常に強調されており、タイでは、Hutchison Port Holdings 社が Laem Chabang 港と
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BOT 協定を結んでいる。 

 

 ワールドバンクは PRT を用いて最近の状況についてまとめた。ここで提案されてい

る各タイプの港湾民営化方式は、公共便益と企業便益のバランスを保ちながら企業

資産を流動的にできるように配慮された。港に対する政府の見識は変わってきてい

る。ますます港は独立した経済資産であるとの考え方が強まっているが、まだ国や

地域や地方の目標達成を前提として考えられている。港湾は商業活動のベースとし

て管理すべきである。それと同時に、港の施設整備への公共補助、特に、港湾用地、

岸壁、それらの共通のエリアや内航航路への補助は避けられるべきである。 

 

 多くの選択肢は今日の政府にとって採用可能ものであるが、世界中で（ターミナル

リースの手段として全体であれ、一部分であれ）民営化する動きがいつ始まったの

か確かめることは困難なことである。APM ターミナルの報道責任者である Tom Boyd

は、時期を確定することは難しいとしながらも、「公的資金運営がタイトになったとき

の民間セクターへの外部委託の必要性や民間セクターの効率性は都市計画者にと

って魅力的である」と指摘している。 

 

 

（抄訳 九州地方建設局北九州港湾・空港整備事務所 総合評価係長：石松和孝） 
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○写真：サザンクロスマリタイム（南十字星海事会社） 

 

Private perspectivePrivate perspectivePrivate perspectivePrivate perspective    

民営化の展望 

Jem Newton and David Worwood 

 

各地域で民営化モデルのための様々な取り組みが進められている。 

 

■概要 

港湾民営化が世界各地域で取り組まれており、本稿では、オーストラリア、シリア、

中国での事例を紹介。 

 

オーストラリアは計画を強調オーストラリアは計画を強調オーストラリアは計画を強調オーストラリアは計画を強調    

ブリズベーンへのクルーズ・・・カーニバルオーストリラ社は、多くのクルーズ船が

ポートサイドの新しいクルーズターミナルに着岸できないのではないかと危惧してい

る。 

オーストラリアの国家港湾戦略は、港湾、陸上交通網、航路が連携した長期計画

策定を勧告した。「これらの交通インフラ間のより良い連携が、生産性の向上と民間

投資を誘発する助けになる。」と戦略を作成した、豪州インフラ委員会（以下、ＩＡ）及

び国家交通委員会のメンバーは発言している。 

昨年公表された国家港湾戦略では、港湾開発を合理化するために、更なる透明

性と脱官僚主義が求められた。「今後の港湾への投資及び運営は、民間に依存す

ることになるであろう。最善の民間投資とこれら資産活用は、政府があらゆるレベル

において意志を明確に示すことにかかってる。それは、例えば、港湾用地の手当や

活用、道路、鉄道システムである。」 

ＩＡのインフラ調整官であるミカエル・ディーガン氏によると、ブリズベーン港が最近

民営化されたことを受け、「オーストラリアでは、港湾の所有権を巡って議論が沸い

ている」ということである。ニューサウスウェールズの新しい州政府が、州の持ってい
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る港湾の所有権に係る協定を再評価するという憶測があるという。 

「海外での経験という観点では、中国を含む国際社会が経験したことに関心があ

る。オーストラリアは、国際社会から学ぶべきところが多くあり、港湾戦略は、マスタ

ープランや評価基準策定における国際経験に焦点を置いている箇所もある。」とゲィ

ーガン氏は述べている。 

西オーストラリア州（以下、ＷＡ州）オーカジーの大水深バルク新港は、三菱開発

とマーチソン・メタルズ社の民間会社が計画した。同じくＷＡ州のジェームズポイント

では、港湾施設を自ら建設・所有・運営（BOO）まで行い、港湾サービスの提供を計

画している民間共同事業体がある。バルク及び雑貨用施設とコンテナターミナルが

提案されている。 

 

しかしながら、前労働党州政府が、同地域で政府出資の港湾施設計画を支持して

いたため、4.2億豪ドル（4.5億米ドル）の民間による投資計画は10年間頓挫している。

これにも関わらず、2 月下旬のマスコミ報道によると、州政府はこの問題の解決を支

援するために、タスクフォースの設置を進めていたようである。 

昨年5月のIAの戦略提案に対して、ジェームス・プライス・ポイント社は、国家港湾

戦略は、50 年＋αの計画を採用すべきであり、官民からの投資を保証する手法に

ついてもっと注視すべきだと進言した。「現時点では、これは正にその場しのぎの対

応にすぎず、投資家を不安に陥れるものだ。民間投資は、荷役機械や賃借権への

投資に限るのではなく、土地やバースも対象にすべきだ。」 

オーストラリアでは、民間港湾施設はしばしば批判にさらされてきた。その原因は、

主に貧祖な計画と激しい競争、そして高い利用料である。一例として、ブリズベーン

で新たに民有化されたポートサイドのクルーズ用のターミナルでは、川上に位置して

いるため、大きなクルーズ船が着岸できないという顛末だ。カーニバルオーストラリ

ア社の CEO アン・シェリー氏は、高い料金を批判している。また、更に昨年の IA の報

告書では、「カーニバルオーストラリア社は、2020 年までにブリズベーンに寄港する

クルーズ船の３分の２が着岸できないであろうと予測している。」と発言している。 

 

ラタキア港が一新ラタキア港が一新ラタキア港が一新ラタキア港が一新    

「ターミナルは今やより効率的に」 

ラッセル・ミッチェル氏 ラタキア国際コンテナターミナル会社ＣＥＯ 

    

「大躍進」－シリアのラタキア国際コンテナターミナル会社（以降、LICT）の CEO は、

2009年半ばにCMA CGMが率いる共同企業体によって買収されてからの変化をそう

表現している。「この 12 ヶ月で、初期の大混乱から、ラタキア港は周囲との境界が区

別されたターミナル、輸出入のためのヤード、完全にコンピューター化され、きちんと

機能するターミナル管理システムをもつ港湾経営ができるようになったのだ。」とラッ

セル・ミッチェル氏はポート＆ハーバーに述べている。 

 

彼は CMA CGM が進出する前の状況をこう表現している。「政府所有の船舶公社
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がＬＩＣＴを経営していた際には、安全が確保されず、港内にコンテナが散乱していた。

各海運会社がそれぞれ好きなようにコンテナを積み重ねている状態だった。ゴミの

不法投棄や各海運会社の指示に従って、港内移動が行われている始末であった。」

2009 年までは、ラタキア港は、港内の混雑や過剰人員、官僚主義に悩まされている

状態であった。   

国際的オペレーターである CMA CGM は、労働力の合理化を図り、より効率的な

オペレーションを導入したものの、官僚主義な点も残っている。「買収前に、我々はタ

ーミナルの適正評価手続き（デューデリジェンス調査）を行ったものの、貢献しないが、

ターミナルにおいて出入り制限に大きな影響力を持つ税関のようなサーポート機関

を全て考慮したわけではなかった。」とミッチェル氏は言う。 

ミッチェル氏いわく、LICT がトランシップ貨物の取扱を増やそうとすると、幾多の官

僚主義的ハードルに直面したという。“ラタキア港とタルトゥース港の両方で貨物取

扱量を増大させようとすると、方法はトランシップしかない。今ではＬＩＣＴはしっかりと

した港湾施設であるにもかかわらず、税関から了解を得るためには、シリア向けでな

いトランシップ貨物のために、ターミナル内にゲート付きのもう一つのフェンスを建設

しなければならなかった。世界の他のどこのでも、船が入港する際にはコンテナ置き

場は一カ所確保すれば済む。“と彼は言う。 

「民営化を進めるにあたって、多くの課題を抱えている。ターミナルを民営化する

ために、法律改正を行わなければならない場合、そこには数多くの利害関係者が存

在し、また初めて実施することだけに関係者は抵抗するであろう。我々は企業家で

あり、だから、我々は決定し責任を取るためにここにいるのだ。」とミッチェル氏は語

る。 

効率性を高めるためのもう一つの方法として、更に大きなコンテナ船へ対応するこ

とである。ＬＩＣＴは、シリア国運輸省に対して、スーパーポストパナマックス船に対応

できるように、岸壁前面水深を 15.5m に深くすることと岸壁の強化を提案した。「防舷

方法にも着目している。ここの岸壁は堆積土壌に建設されているため、壁の基礎部

を弱くすることなく深く浚渫することはできない。」とミッチェル氏はいう。更に、彼はラ

タキア港湾公社に、アクセス航路と回頭水域も深くするよう求めている。 

 

中国は支配力を維持中国は支配力を維持中国は支配力を維持中国は支配力を維持    

アジアおよびその他の新興工業国は、西側諸国をしのごうと躍起になっているた

め、先進諸国は新興工業国から港湾の所有と開発資金の確保について何か学ぶこ

とができるだろうか。中国独自の手法である、政府出資方式の資本主義は、世界貿

易戦略のみに限ったものではない。港湾のような国内の重要インフラの所有につい

ても、政府出資方式がとられている。 

中国政府は普通は、しばしば複合的な資本協定を結ぶことで、港湾において過半

数のシェアを持つことを好む。これによって、政府の支配下に置くだけでなく、利益の

大部分を国内に留保することができる。 

 

チンタオ港湾の拡張のように港湾事業に対して、外国資本を歓迎しつつも、中国
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は往々にして、発展のアドバンテージは自らのためにきちんと確保している。一例と

しては、上海近郊のヤンシャン港事業である。この事業の第 2 フェーズは、ＡＰＭター

ミナルとハチソンワンポア社の子会社の投資も含んでいるが、次のフェーズでは海

外企業の参加はない。この戦略は、最終的な利益は－官又は民のどちらかであって

も－所在国である中国に保持されること確実にしている。 

 

（抄訳 近畿地方整備局港湾空港部港湾計画課港湾施設マネジメント係長 

 岡村京子） 
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Concessions for capacityConcessions for capacityConcessions for capacityConcessions for capacity    

能力拡大のためのコンセッション能力拡大のためのコンセッション能力拡大のためのコンセッション能力拡大のためのコンセッション 

Michel Donner 

 

■概要 

 南アメリカは輸出入貿易が急激に伸びており、早急にその処理能力を増やす必

要がある。官民パートナーシップがこの実現を支援するために進展していることにつ

いて、ミシェル・ドナーが報告する。 

抄訳者 塚本氏 

 

 南米地域は、多少の違いはあるがランドロード型の港湾形態を採用しており、港

湾管理者と政府がインフラの整備、取扱い能力の適時調整、航路や陸上アクセスの

整備、規制や管理を行っている。オペレーターは、ほとんどが公正かつ一般入札を

通じて選ばれている。 

 多くのアナリストがこの地域の楽観

的な経済成長見通しに賛同する一方、

ラテンアメリカにおいてコンテナターミ

ナルのコンセッションやプロジェクトを

策定する最近の計画が、2010 年には

憂慮すべき状況であることが明らか

になった。この地域のほぼ全ての国

には少なくとも 1 つの問題を抱えてい

る港湾計画があると見られている。こ

れらの問題には、コンセッションを取り

消されたコンセッション取得者、2 ヵ所

の業務から撤収する国際的なオペレ

ーター、入札者のない入札、入札者

が1者しかない入札、現職の競争して

いるコンセッション取得者によって告

発された入札手続き、出入路のない

完成されたターミナル、2 年以上オペ

レーターが不在の完成されたターミナ

ルがある。 

 ペルーの最大に港である Callao は、

2015 年までに約 200 万 teu を取り扱う

ことになっている。そのターミナルの 1

つが、年に 85 万 teu を取り扱う新しい
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DP World Muelle Sur のコンセッションである。 

この予想される成長に応えるために、ペルーの政府は Muelle Norte の入札準備を

行っていた。入札は、DP ワールドが地域内の私的独占につながり得る恐れがあると

して、その入札を許可すべきかどうかの法的紛争があり、座礁した。このコンセッショ

ンは、4 月前半に APM ターミナルに与えられた。 

 

港湾混雑危機に陥る以前の 2008 年、ブラジルのコンテナターミナルのネットワー

クは、処理しなければならない貨物の取扱い能力が既に逼迫していた。同程度のボ

リュームが、2010 年には同程度の貨物がブラジルに戻り、ブラジルのコンテナ取扱

量は、おそらく 2012 年までに 800 万 teu を超えるであろう。暫定措置では、港湾取扱

い能力の大幅な向上を図る暫定措置が取られることになっていない。 

増大する貨物を処理し、混雑解消を可能とする追加の施設は計画されているが、

しかし、まだ準備が整っていない。合計 150 万 TEU となるサントスの 2 つのプロジェ

クト- ブラジルターミナル Portuário（BTP）フェーズ 1 と Embraport のフェーズ 1 は、

それぞれ 2013 年と 2012 年に完了する予定である。30 万 teu を提供する Itapoa の

TSC のフェーズ 1 は完了しているが、アクセス道路ができていない。 

ブラジルの海上貿易の 31%を単独で取り扱うサントスは、2011 年に 300 万 teu の大

台を超えると期待されている。この成長は、スペースとバース不足により誘発される

困難な運用条件下で生ずる。 

 早期の警告と真摯な努力にもかかわらず、ブラジルの港湾システムは、必要な時

に必要な追加の容量を提供することができていない。 

 2007 年に当時のペドロウ・ブリット港担当大臣によって支持された画期的な浚渫

計画により、主要なブラジルの港は水深-15m となる。これ以上の増深を行うこと無し

に、この計画によって、他の場所での海上輸送業界の動向に沿った規模の経済と効

率性向上が確実に達成される。これは確実に南大西洋の海上輸送に影響を与える

だろう。 

 

 個人と機関投資家は、最近、ブラジルの港湾インフラへの投資に強い意欲を示し

た。１月に株式ファンドのアドベントは、混雑している施設の拡張を可能にするため

のパラナグアにある TCP コンテナターミナルに対し 50％（＄480M）の出資を行った。

2010 年 12 月に、米州開発銀行は、サントスにおける Embraport プロジェクトの資金

として 1 億米ドルの融資を承認した。この融資は、4 億米ドルを超える国際的な商業

銀行からの大型シンジケートローンと一体化される。2010 年の初めに、APM ターミナ

ルおよびターミナル・インベストメント株式会社(TIL)は共同企業体を形成した。今後、

共同で BTP を管理するだろう。3 月に、BTP は 6.79 億米ドルの国際金融公社（IFC）

のシンジケートローンを獲得した。 

 しかし、なぜこんなに遅れたのか？ここに 2 つの主な抑止的な要因（長期にわたる

ライセンスの供与期間と法律の不確実性の度合い）が存在し、それらが決定と締結

過程を遅らせてきた。 

 例えば、複雑な環境構成要素を内包する BTP プロジェクトは、2007 年 1 月から計
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画されていた。管理者のライセンス供与もまた、著しく遅らせる要因として挙げられて

いる。しかし、ブラジルの環境機関である IBAMA は分析とライセンス供与を促進する

ために特定の分野においてタスクフォースを設置する方針を固めた。 

 

 発展途上の港を持つ他の国のように、ブラジルは、公共入札を条件としてランドロ

ード型の公共港湾のコンセッション取得者として、あるいは民間港湾、民間ターミナ

ルとして、民間関係者を受け入れてきた。ブラジルでは、後者の民間港湾、民間ター

ミナルの考えは、大規模な鉱山会社または石油会社が彼ら自身の施設で彼ら自身

の生産を取扱うために特に考案された。1993 年の港湾法以降の解釈によって混合

民間施設の概念が生まれ、それによって上記の民間港湾、民間ターミナルで第三者

の貨物をある程度取り扱うことを許されるようになった。2008 年の法令では、この事

項は限定的解釈が行われるようになったが、その間に、3 つのコンテナターミナルプ

ロジェクト：イタジャイの Portonave、サンタカタリーナの Embraport、サントスの Itapoa

が開始されている。 

 この 3 つのプロジェクトの 2 つは完成したが、この 2 つの港が限定定期解釈から

はずされる必要があるということにはなりそうもない。他方、ある港で、競争している

民間のターミナルの負担や経費（例えば、臨時雇用への代金の支払い）が同じでは

ない場合、不正競争となる要素がある。この不確実性は、潜在的な投資家の躊躇の

原因になっている。それは、大いに必要な港湾施設を開発するために、将来の民間

の取り組みを阻害しない形で明確にしておく必要がある。 

 港のプロジェクトは完了まで一般的に 2 年から 5 年かかる。経済成長と投資家の

意欲は、港湾システムを開発するための前提条件である。これらの有益な要因を需

要に応じた必要な時に具体的な社会基盤として実現するためには、コンセッション過

程のスピード・正確性、透明性を保証する法的枠組みが整っていなければならない。

入札条件は、明らかに当局とコンセッション取得者の両方を対象とした共通の目標

を反映したものとすべきである。平等な競争条件での明確なルールを提供すること

は、入札プロセスに対してすべての利害関係者の支持を強固にするはずである。 

 

 ミシェル・ドナーは、港と海運業のアドバイザー兼コンサルタントである。本稿の執

筆に際して、彼は港、オペレーター、政府機関（例えば ProInvest）、Antaq と

Emporchi、産業団体や業界団体（例えば FIESP）、ICC と国際的機関（例えば

UNCAD と世界銀行）により提供されるデータに基づいて執筆した。 

 

 

Sweet investmentSweet investmentSweet investmentSweet investment    

砂糖関連の投資砂糖関連の投資砂糖関連の投資砂糖関連の投資    

 

ブラジルの農業機関Conabは、昨年の例外的な増収に続いて、2010-11年シーズ

ンで、砂糖の輸出が 15%増加し、2,540 万トンに達すると予測している。サントスは、

間違いなくブラジルからの砂糖の輸出基地である。シーズンのピークは第 3 四半期
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と第 4 四半期に起こり、大豆の輸出時期と重なる。 

2010 年の第 3 四半期に、サントスのバースで荷役をするために最高 60 隻に達す

る先例のない行列が泊地で待機していたが、その大半が砂糖を積み込む船であっ

た。バースの待ち期間は 1～3 週間であった。ブラジルの港湾施設は、砂糖の輸出

の急増に対応できなかった。この状況は、例年 90 日の降雨日が 120 日になるという

異常降雨と進行中の浚渫事業で更に悪化した。 

 

Cosan(そのロジスティクス部門である Rumo Logistica はサントスに世界で最大の

海運用砂糖ターミナルを保有している)は、天候に関係なく荷役を続けることができる

2 つの装置に 3600 万ドルを投資している。 

その一つは、パナマックスとケープサイズのばら積み船が、最大 41 °までの横な

ぐりの雨でも荷役できるような、長さ138メートルと高さ76メートルの固定式の金属構

造物で構成されている。もう一つは、最も適切な表現をすると、72km/h までの風が

吹きどんな横なぐりの雨の中でも船を保護することができる片持ち形式の張り出し屋

根構造と言うことができる。 

この投資によって、Rumo 砂糖ターミナルの年間処理能力が 25～30%大きくなると

予想されている。この構造物は、2012 年のピークシーズンに向けて準備が整うだろ

う。 

（抄訳 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 塚本邦芳） 

 


