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発刊に当たって 
 
 
 社団法人日本海難防止協会シンガポール連絡事務所は、我が国の経済活動を

支える重要海域であるマラッカ・シンガポール海峡（以下「マ・シ海峡」とい

う。）における航行安全、セキュリティー及び環境保全対策の推進を図るための

調査研究活動を、沿岸三カ国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール）

と適切に連携を取りつつ実施することを目的として、日本財団からの全面的な

支援を受け、１９９６年７月に設立されています。 
 
 さて、２０１０年におけるマ・シ海峡をめぐる情勢を概観しますと、世界経

済危機の影響により２００９年には大幅に落ち込んだ海峡通過船舶数は、その

後の経済状況の好転に連動して再び増加に転じています。 
 また、概ね沈静化の傾向にある海賊事案については、マ・シ海峡内での発生

は引き続きまれなものとなっていますが、海峡に接続する海域においては増加

している地域も見られます。これらの地域においても、発生件数及び凶悪性の

両面においてソマリア沖・アデン湾の海賊ほどの深刻さではないものの、今後

の動向を引き続き注視していくことが必要です。 
 
 マ・シ海峡の航行安全と環境保全を確保するための国際的枠組みである「協

力メカニズム」は、初期の立ちあげ段階からいよいよ本格的な稼働段階に入り、

各種会議の開催も３年目を迎えました。 
 １０月に開催された「第３回協力フォーラム」においては、沿岸三カ国と国

際海運団体との協力に関する議論がさらに進展し、具体的な取組に向けて動き

出すこととなりました。 
 また同月に開催された「第５回航行援助施設基金委員会」においては、日本

財団、マラッカ海峡協議会等からの引き続いての資金拠出とともに、IMO、中

国、韓国等の国・機関から新たに資金拠出があったことが報告されました。 
 
 当事務所においては、このようなマ・シ海峡情勢に関する調査研究活動の結

果を取りまとめることにより、マ・シ海峡をめぐる諸情勢について広く情報提

供を行うことを目的として、マ・シ海峡レポートを毎年作成しています。 
ここに発刊いたします２０１１年マ・シ海峡レポートが、マ・シ海峡につい

ての皆様方のご理解を一層深めていただく上での一助となれば幸いです。 
 
２０１１年２月 

社団法人日本海難防止協会シンガポール連絡事務所 
所長 中村 広樹 
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マ・シ海峡沿岸三カ国及び国際海運団体による会議（３＋１会合）の開催 

（２０１０年７月１２日） 
 
 ２００８年１１月に日本財団と国際海運団体の円卓会議（ラウンドテーブ

ル：BIMCO（ボルティック国際海運協議会）、ICS（国際海運会議所）、Intercargo
（国際独立乾貨物船主協会）及び Intertanko（国際独立タンカー船主協会）の

４者から構成）の共催により開催された国際シンポジウムの場において、同団

体から、マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に関するテクニカルパネル

の設立に関する提案がなされた。 
 この提案を受け、２００９年１０月にシンガポールが主催した第２回協力フ

ォーラムにおいて、国際海運団体及び沿岸三カ国からの共同議長により、マ・

シ海峡における航行安全及び環境保全に関するテクニカルパネルディスカッシ

ョンを開催、分離通航帯における航行安全確保や油等流出時対応措置について、

今後はコレスポンディンスグループを立上げ、詳細については更に議論を継続

していくことが確認された。 
 これを受け、２０１０年７月１２日ジャカルタにおいて、国際海運団体及び

沿岸三か国により、マ・シ海峡協力メカニズムに基づく航行安全及び環境保全

に関するテクニカルパネル（以下、「３＋１会合」という。）が開催された。会

合では、沿岸三カ国及び旗国の協力を得て、海峡内における海難情報の収集及

び分析をすること、廃油等受入施設の現状及び提供されるサービスに関する情

報共有をより発展させることの必要性について合意が形成された。海難情報の

収集方法やスケジュールについては、２０１０年１０月の TTEG（沿岸三カ国

専門家会合）及び第３回協力フォーラムでの承認手続きを経て、分析結果につ

いては、２０１１年の第４回協力フォーラムにおいて報告されることになって

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3+1 会合に参加した代表団 
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第３回協力フォーラムの開催 

（２０１０年１０月６日・７日） 
 
 ２０１０年１０月６日及び７日インドネシア・ジョグジャカルタにおいて、イ

ンドネシア海運総局主催のもと第３回協力フォーラムが開催された。 
 協力フォーラムは、２００７年９月に開催された IMO シンガポール会議にお

いて打ち出された協力メカニズムを構成する３つの柱のうちの一つ（他の２つ

は、プロジェクト調整委員会と航行援助施設基金）であり、沿岸三カ国、利用

国及びその他の利害関係者との間における対話の場を提供することを目的とし

ている。 
 会合には、マ・シ海峡沿岸三カ国、日本を始めとする海峡利用国１１カ国、

Intertanko（国際独立タンカー船主協会）及び BIMCO（ボルティック国際海運

協議会）等国際海運団体並びに日本財団などが参加した。 
 会合においては、有害液体物質に関する対策等協力メカニズムのもとにおけ

る６つのプロジェクトに関する 新状況が報告、共有されるとともに、マ・シ

海峡の航行安全及び環境保全確保のための新たな取組として、同海峡の TSS（分

離通航帯）内における横切り船の灯火表示に関する IMO での検討状況や、イン

ドネシアにおいて設置が予定されている VTS センターに関する報告が行われた。 
 また、２０１０年７月に開催された 3+1 会合（詳細は前頁参照）の結果報告

がなされ、今後は、マ・シ海峡内における海難事案の統計・分析を行うための

技術委員会を設置、２０１１年２月末までに１９９９年～２０１０年までの海

難事案に関する情報を沿岸三カ国が提出、その後同年６月までに分析を行うこ

となどが合意された。当該結果については、２０１１年１０月に予定されてい

る第３６回 TTEG 会合を経て第４回協力フォーラムにて共有される予定となっ

ている。 

 
開会挨拶を行うインドネシア海運総局長    フォーラムにおけるプレゼンの模様 
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ミクロネシア海上監視能力向上のための官民共同会議の開催 

（２０１０年１１月１１日） 
 
 広大な排他的経済水域（EEZ）を抱える太平洋島嶼国であるミクロネシア三

国（パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国）は、その海上

保安体制の脆弱性から、外国漁船によるキハダマグロなどの違法操業に悩ませ

続けられてきた。三国の大統領がその対策支援を日本財団に要請したことを契

機として、三国における違法操業等に対する海上監視能力向上のためのプロジ

ェクトが２００９年から立ち上がり、具体的な支援策の内容などの検討が本格

的に開始された。 
三国における安全保障は米国が主に担っている他、豪州も島嶼国パトロール

ボートプロジェクトの下、島嶼国に対し巡視艇の供与や専門家を派遣するなど

長年にわたって多大な支援を行っているため、プロジェクトの推進に際しては、

日本財団を中心とする民間団体とこれら政府が十分に連携していくことが肝要

である。このため、ミクロネシア三国及び米・豪・日の６カ国の政府関係者と

日本財団及び笹川平和財団の関係者が一堂に介し、プロジェクトに関し議論を

行う官民共同会議が、２０１０年３月２日（東京）、６月２日～３日（グアム）

及び１１月１１日（パラオ共和国）において、それぞれ開催された。 
これらの会合の結果、第３回パラオ会合において、以下のような支援策の項

目について合意に至った。 
・ 地域調整センターの設置 ・ 小型艇の供与 
・ 小型艇のメンテナンス及び燃料支援 ・小型艇の牽引車及び架台の供与 

 ・ ボートランプの建設 ・ 通信設備の改善・ 非常用発電機の供与 
 ・ カピンガマランギ島における燃料タンク供与の検討 
 

 
パラオ会合に参加した代表団               会合の模様 
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第２編 マ・シ海峡航行援助施設基金関連レポート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

レポート１ 
 

マ・シ海峡沿岸三カ国及び国際海運団体による会議（３＋１会合）の開催 

（2010 年 7 月 12 日） 
 

１ 開催の背景 
 
 2008 年 11 月に日本財団と国際海運団体のラウンドテーブル（RT：国際海運

会議所（ICS）、国際乾貨物船主協会（INTERCARGO）及び国際独立タンカー

船主協会（INTERTANKO）、バルチック国際海運協議会（BIMCO）の四者で

構成）の共催により開催された国際シンポジウムの場において、RT からマ・シ

海峡のおける航行安全及び環境保全に関するテクニカルパネルの設立について

の提案が行われた。 
これを受け、2010 年 10 月に開催された第 2 回協力フォーラムにおいては、

初めての試みとして国際海運団体も加わる形でマ・シ海峡における新たな協力

分野を議論するパネルディスカッションが行われた。その結果、航行安全と環

境保全に関する課題対応への協力について、沿岸国と国際海運団体との間で引

き続き議論を行い、その結果を次回の協力フォーラムへ報告することとされた。 
 これを踏まえ、第３回協力フォーラムに向けて海峡沿岸国と国際海運団体と

の間の協力に関する議論を深めるための会議が、2010 年 7 月にインドネシアの

ジャカルタで開催された。 
 なお、今回の会議は第２回協力フォーラムでの表明に基づき、開催国である

インドネシアとともに日本財団が共催する形で行われた。 
 
 
２ 出席者 
 
 沿岸三カ国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール） 
 IMO 
 BIMCO、ICS、INTERTANKO 等国際海運団体 
 日本財団 
 
 
３ 概要 
 
 会議では、前年に開催された第２回協力フォーラムの結果概要の報告が行わ
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れた後、国際海運団体より航行安全と環境保全のそれぞれについて、今後協力

して取り組んでいくべき課題についての提案が行われた。 
 続いて、国際海運団体からの提案に関し議論が行われ、以下の３項目 
・マラッカ・シンガポール海峡における海上事故の分析 
・当該地域における（廃棄物）受入施設とサービスに関する情報一覧のとりま

とめ 
・油・化学物質流失事故への対応マニュアルと手続の検証 
について、引き続き作業を進めていくことを合意した。 
また、今回の会議の成果を第３回協力フォーラムに報告し、その承認を得た

上でさらに取組を進めていくことに合意した。 
 
 
４ 考察 
 
 今回の海峡沿岸国と国際海運団体による 3+1 会合は、第２回協力フォーラム

の中で行われたパネルディスカッションを踏まえ、マ・シ海峡における課題対

応において海峡沿岸国と国際海運団体の協力関係をより緊密なものとし、新た

な取り組みに向けた方向性を探るために開催されたものであった。 
 「協力メカニズム」の下では、海峡沿岸国のみならず海峡利用国やその他の

利害関係者が広く参画することとされているが、実際に各プロジェクトや航行

援助施設基金に資金を拠出する等の目に見える形での参画は、もっぱら国レベ

ルによるものが多いのが現状である。 
 このような状況において、海峡沿岸国と国際海運業界を代表するラウンドテ

ーブルの代表者が、マ・シ海峡をめぐる新たな課題を共有し改善に向けた協力

を行っていくための議論を行う場が、個別の会議として開催されたことは画期

的で非常に意義深いものであった。 
 また、今回の会議は、インドネシア運輸省と日本財団の共催という形で開催

されたことから、当事務所も開催準備等のサポートを行うこととなり、会議開

催の一翼を担うことができた。 
 今後は、今回のような議論を重ねることにより、海峡沿岸国と国際海運団体

の相互理解が一層進み協力関係が進展することにより、「協力メカニズム」の下

でマ・シ海峡の航行安全と環境保全強化の取組に対する海運団体の参画が深ま

っていくことが望まれる。 
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3+1 MEETING OF THE LITTORAL STATES AND THE INTERNATIONALSHIPPING 
INDUSTRY ON THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE UNDER THE 

CO-OPERATION FORUM OF THECO-OPERATIVE MECHANISM 

HELD AT 
THE MANDARIN ORIENTAL HOTEL, JAKARTA, INDONESIA 

12 JULY 2010 

REPORT OF THE MEETING 

 

1.   OPENING SESSION 

1.1. The 3+1 Meeting of the Littoral States and the International Shipping Industry on 

the Straits of Malacca and Singapore under the Co-operation Forum of the Co-operative 

Mechanism on Safety of Navigation and Environmental Protection, was held on 12 July 

2010 at the Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Republic of Indonesia. 

航行安全と環境保全に関する「協力メカニズムにおける協力フォーラムの下でのマラ

ッカ・シンガポール海峡に係る沿岸国と国際海運団体による3+1会議」は、2010年7月

12日にインドネシア・ジャカルタのマンダリン・オリエンタル・ホテルで開催された。 

 

1.2. The Meeting was hosted by the Directorate General of Sea Transportation 

(DGST) of the Ministry of Transportation, Republic of Indonesia, and facilitated by 

Nippon Foundation. The Meeting was attended by representatives from the littoral 

States (Indonesia, Malaysia, Singapore), the Nippon Foundation; representatives of the 

shipping industries, namely the International Chamber of Shipping (ICS), the 

INTERTANKO and INTERCARGO, the Baltic and International Maritime Council 

(BIMCO); and representative of the International Maritime Organization (IMO). These 

delegations were also present during the Second Co-operation Forum Meeting under 

the Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore, held on 14-15 

October 2009 in Singapore. 

The list of participants appear in Annex 1. 
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 会議は、日本財団の支援により、インドネシア運輸省海運総局との共催で行われた。

会議には、沿岸国（インドネシア、マレーシア、シンガポール）の代表、日本財団、海

運業界の代表すなわち国際海運会議所（ICS）、国際乾貨物船主協会（INTERCARGO）

及び国際独立タンカー船主協会（INTERTANKO）、バルチック国際海運協議会（BIMCO）、

さらに国際海事機関（IMO）の代表が出席した。これらの代表団は、2009年10月14～

15日にシンガポールにおいて開催されたマラッカ・シンガポール海峡に係る協力メカ

ニズムの下での第２回協力フォーラムにも出席している。 

 参加者リストはアネックス１の通り。 

 

1.3. The Meeting was officially opened by Mr. Boedhi Setiajid, Director for Navigation, 

DGST, on behalf of the Director-General for Sea Transportation of the Ministry of 

Transportation, Republic of Indonesia. In his remarks he noted that the main idea of the 

Meeting is to facilitate further discussions between the littoral States and the shipping 

industries in the area of safety of navigation and environmental protection along the 

Straits. He also noted that this area of cooperation is similar to what has been promoted 

by the littoral States and the IMO through the Co-operative Mechanism. Therefore it is 

hoped that the Meeting could provide brilliant ideas and project commitments on the two 

areas of concern. 

The remarks of the Director for Navigation appear in Annex 2. 

 会議はインドネシア運輸省海運総局を代表してブディ航行局長により正式に開会さ

れた。挨拶においてブディ局長は、この会議の主な目的はマ・シ海峡の航行安全と環境

保全の分野における沿岸国と海運業界との更なる議論を促進することにあると述べた。

また、この協力の分野は協力メカニズムを通じて沿岸国とIMOにより推進されてきた分

野と同様であり、そのため、この会議が関心事項である二つの分野に関して素晴らしい

アイデアとプロジェクトへの参画が示される場となるよう期待されるとも述べた。 

 航行局長の挨拶はアネックス２の通り。 

 

1.4. The Head of Delegation of Indonesia welcomed delegations to the Meeting. 

Indonesia also stated, while thanking the Nippon Foundation for co-hosting the event, 

also extended their hope that the results of this strategic meeting would achieve a 
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broader cooperation between the littoral States and the shipping industries in enhancing 

the safety of navigation and environmental protection in the Straits. The Meeting is also 

expected to acquire more extensive and effective participations to the Co-operative 

Mechanism. 

 インドネシアの代表団長は会議に参加する各代表団を歓迎した。また、インドネシア
は、会議を共催する日本財団に感謝の意を示すとともに、この戦略的な会議の結果が
マ・シ海峡の航行安全と環境保全の強化に関する沿岸国と海運業界との間のより広範な
協力を実現するものとなるよう期待したいと述べた。この会議は、協力メカニズムへの
より広範で効果的な参画を得ることも期待されている。 

 

1.5. The Head of Delegation of Malaysia and Singapore both expressed their 

appreciation to Indonesia for hosting the Meeting and also their appreciation to the 

Nippon Foundation for facilitating it. Malaysia further highlighted the importance to keep 

the Straits of Malacca and Singapore safe and the marine environment protected for the 

Straits to remain open for international shipping and navigation. Singapore also stated 

that the convening of this 3+1 Meeting as a follow up to the industry's participation in the 

2nd Co-operation Forum, demonstrated the confidence that has been established 

between the littoral States and industry and would serve as a good basis for further 

collaboration. 

 マレーシアとシンガポールの代表団長はともに、インドネシア及び日本財団に対し会
議開催への謝意を述べた。さらにマレーシアは、マラッカ・シンガポール海峡を国際海
運と航海にとって開かれたものとし続けるためには、海峡の安全を確保し環境保全を図
ることが重要であると強調した。また、シンガポールは、第２回協力フォーラムでの海
運業界の参画をフォローアップする今回の3+1会議の開催は、沿岸国と海運業界との間
で確立されたきた信頼を示すものであり更なる協力に向けた良い基礎となると述べた。 

 

1.6. The Nippon Foundation as the co-host expressed their appreciation to Indonesia 

for their generous hospitality, and that it has been an honored for the Nippon 

Foundation to contribute to the Meeting. It is also stated that Nippon Foundation is 

committed to continue their support for the cooperation between the littoral States and 

shipping industries which has been build upon mutual understanding among others. 

The Nippon Foundation also expect these kinds of coordination meeting would have 

good reflection for the other projects under the Co-operative Mechanism. 

 日本財団は共催者として、インドネシアの惜しみなく温かいもてなしに謝意を述べる

とともに会議の開催に貢献できることは喜びである旨述べた。また、相互理解に貢献す
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る沿岸国と海運業界との間の協力に対し引き続き支援を行っていく意向である旨述べ

た。さらに日本財団は、この種の調整会議が協力メカニズムの下での他のプロジェクト

に関しても良いアイデアをもたらすものとなるよう期待したいと述べた。 

 

1.7. The International Maritime Organization stated that conduct of the Meeting is 

timely in order to push the efforts of the Co-operation Forum forward. The Meeting also 

reflects further commitment of the littoral States and the shipping industry to enhance 

safety of navigation and environmental protection along the Straits. 

 IMOは、この会議の開催は協力フォーラムでの取組を前に進めるために時宜にかなっ

たものであると述べた。また、この会議はマ・シ海峡の航行安全と環境保全を強化する

ための沿岸国と海運業界の更なる参画を反映するものになると述べた。 

 

1.8. The International Chamber of Shipping on behalf of the shipping industries 

present at this Meeting presented their remarks saying that the relation between the 

littoral States and the industry is the only example in the world of such cooperation. It is 

also stated that the relation between the shipping industry and the littoral States is 

highly new, and that it needed to be guided carefully. The foundation has already been 

laid down, therefore what is needed further is to develop trust and comfort among the 

parties involved. 

 国際海運会議所（ICS）はこの会議に出席する海運業界を代表して、沿岸国と海運業界と
の関係は、このような形で協力を進める世界で唯一のものであると述べた。また、海運業
界と沿岸国との関係は非常に新しいものであり注意深く進めていく必要があるとも述べた。
基礎は既に築かれているため、さらに必要なことは関係者間での信頼と安心感を育成して
いくことである。 

2.   ADOPTION OF THE AGENDA 

2.1. The Meeting was chaired by Mr. Raymond Sianturi, from the DGST of the 

Ministry of Transport, Republic of Indonesia. Since the 3+1 Meeting is a derivative 

meeting of the Cooperation Forum, the election of Chairman and Vice-Chairs for the 

Meeting was arranged accordingly by Article 3 of the Rules and Procedures of the 

Co-operation Forum whereby the host country will assume the Chair of the Meeting and 

the other two littoral States as joint Vice-Chairs. 
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 会議は、インドネシア運輸省海運総局のレイモンド・シアントゥリ氏が議長を務め行
われた。この3+1会議は協力フォーラムから派生した会議であるため、会議の議長及び副
議長の選出は、開催国が議長を務め他の二沿岸国が共同副議長を務めるという協力メカ
ニズムの運営規則第３条にしたがって行われた。 

 

2.2. The Meeting had discussed and adopted the agenda for the Meeting as attached 

in document 3+1/1. 

 会議は、document3+1/1添付の会議議題を議論しこれを採択した。 

 

3.   REPORT ON THE RESULTS OF THE 2ND CO-OPERATION FORUM 

3.1. The report of the results of the 2nd Co-operation Forum was presented by 

Singapore. In their report, Singapore briefly informed the Meeting on the key outcomes 

of the 2nd Cooperation Forum, saying that it had promoted good dialogue and 

exchanged views on issues of common interest. It also reflects the furthered 

collaboration between the littoral States, user States, industry, and other stakeholders 

in the Straits of Malacca and Singapore. The 2nd Co-operation Forum also brought 

together a wide growing interest and participation from user States and other 

stakeholders. Therefore it is hoped that the level of contribution and participation that 

was achieved in the 2nd Co-operation Forum could be maintained in the future meetings 

of the Co-operation Forum. Concrete results were also achieved in promoting 

cooperation on safety of navigation and environmental protection. 

The presentation of the report from Singapore appear in document 3+1/2. 

 第２回協力フォーラムの結果報告がシンガポールから行われた。報告においてシンガ

ポールは、共通する関心事項についての実りある対話と意見交換が促進されたとする第

２回協力フォーラムの主な成果を簡潔に報告した。また、マ・シ海峡環境に関する沿岸

国、利用国、海運業界及び他の利害関係者の間のより進んだ協力を反映するものである。

第２回協力フォーラムはまた、利用国や利害関係者からのより広範な関心や参加をもた

らすものであった。したがって、第２回協力フォーラムで達成された貢献や参加のレベ

ルが、協力フォーラムの将来の会議においても維持されることが望まれる。航行安全や

環境保全に関する協力の促進に関する具体的な成果も達成された。 

 シンガポールからの報告資料はdocument3+1/2の通り。 
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4.   PRESENTATION BY THE INDUSTRY AND DISCUSSION ON PROPOSALS 

4.1. The presentation by the industry was based on the results of the panel 

established during the 2nd Co-operation Forum, whereby it covers the issue safety of 

navigation in one part and the issue of environmental protection on the other part. 

 海運業界からの発表は第２回協力フォーラムで行われたパネルディスカッションの
結果に基づくものであり、前半は航行安全に関する課題を後半は環境保全に関する課題
をとりあげたものであった。 

 

4.2. The presentation on the safety of navigation was presented by the Mr. Peter 

Hinchliffe from the International Chamber of Shipping (ICS). He presented a proposal 

paper on the safety of navigation based on the follow up discussions that was taken up 

during the 2nd Co-operation Forum in 2009, as follows: 

1) Small vessel traffic; 

2) Traffic separation scheme; and 

3) E-navigation. 

航行安全に関する発表は、国際海運会議所（ICS）のピーター・ヒンチリフ氏が行っ
た。彼は2009年の第２回協力フォーラムにおいて取り上げられた継続的な議論に基づい
た航行安全に関する提案文書について説明した。それは以下のような事項である。 

1) 小型船舶の通航 

2) 航行分離制度（TSS） 

 3) 電子航行支援 

 

4.3. Based on those issues, the industry has proposed several projects to consider on 

how to gather verifiable data of accidents and incidents that have occurred in the Straits 

of Malacca and Singapore. The long term objective of this cooperation and collaboration 

is to assist the littoral States to further enhance navigation safety and environmental 

protection in the Straits of Malacca and Singapore. 

The presentation on the safety of navigation appear in document 3+1/3/1. 

 それらの課題に基づき、海運業界は、マラッカ・シンガポール海峡で発生した事故の
検証可能なデータをどのように収集するかを検討するためのいくつかのプロジェクト
を提案した。この協力と共同作業の長期的な目的は、マラッカ・シンガポール海峡にお
ける航行安全と環境保全をさらに強化するために沿岸国を支援することにある。 
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 航行安全に関する発表資料はdocument3+1/3/1の通り。 

 

4.4. The presentation on environmental protection was presented by Mr. Tim Wilkins 

from the INTERTANKO and INTERCARGO. He presented a proposal paper with the 

objective to enhance environmental protection in the Straits of Malacca and Singapore 

by cooperation and capacity building through the development of a common 

environmental action plan. This action plan will be introduced at the 3rd Co-operation 

Forum for adoption 

by the littoral States, with main items to be considered as follows: 

1) Ship sourced marine pollution; 

2) Accidental oil and chemical (HNS) spills; and 

3)   Invasive species 

 環境保全に関する発表は、国際独立タンカー船主協会（INTERTANKO）及び国際乾貨
物船主協会（INTERCARGO）のティム・ウィルキンス氏が行った。彼は、共通の環境
アクション・プランを通じた協力や能力向上によるマラッカ・シンガポール海峡におけ
る環境保全強化を目的とする提案文書について説明した。このアクション・プランは、
沿岸国により第３回協力フォーラムにおいて採択を得るため提出される。検討された主
な項目は以下の通り。 

1) 船舶が発生源となる海洋汚染 

2) 事故による油及び化学物質の流出 

3) 侵入生物種 

 

4.5. The proposals presented were aimed to develop option for the littoral States' 

participation at workshops, seminars, and meetings on reception facilities provided by 

the industry. It also include assistances to examine current manuals and operating 

procedures to further enhance cooperation between the industry and relevant 

government agencies in the event of an oil or chemical spill incident, and also in other 

relevant areas of activity. 

The presentation on the environmental protection appears in document 3+1/3/2. 

 発表された提案は、海運業界により開催される（港湾での廃棄物）受入施設に関する
勉強会、セミナー及び会議への沿岸国の参加を促すことも目指している。また、万が一
油・化学物質流失事故が発生した場合やその他の関連する活動分野での海運業界と関係
政府機関との間の協力をさらに強化するため、現在の対応マニュアルや作業手続を検証
することへの支援も含まれている。 
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 環境保全に関する発表資料はdocument3+1/3/2の通り。 

 

4.6. The Meeting discussed both proposals on safety of navigation and environmental 

protection presented by the industry representing the Round Table of International 

Shipping Association. The three littoral States provided their appreciation for the 

proposals presented by the industry and accepted their proposal in principle. The 

Meeting agreed to 

proceed on a more structured basis in respect of : 

1) Analysis  of marine  accidents  and   incidents   in  the Straits  of 

Malacca  and Singapore; 

2) Development of an information directory of reception facilities and services in the 

region; and 

3) Examination  of oil  and chemical spill  response manuals  and  procedures 

to enhance co-operation between the industry and the littoral States; 

 会議は、国際海運団体のラウンド・テーブルを代表して海運業界から発表された航行
安全と環境保全に関する提案について議論した。沿岸三カ国は、海運業界からの提案に
感謝の意を示すとともに、原則としてその提案を受け入れた。会議は、以下の事項につ
いて、よりしっかりとした基礎に立って作業を進めることを合意した。 

1) マラッカ・シンガポール海峡における海上事故の分析 

2) 当該地域における（廃棄物）受入施設とサービスに関する情報一覧のとりまとめ 

3) 海運業界と沿岸国との協力を強化するための油・化学物質流失事故への対応マニュ
アルと手続の検証 

 

4.7. The Meeting also agreed to adopt in general terms the following process with 

respect to the proposal above, with objectives of acquiring the endorsement by the 3rd 

Co-operation Forum. 

1) To gather data from the three littoral States and the Flag States regarding 

marine accidents and incidents in the Straits of Malacca and Singapore; 

2) Timeline to complete data gathering to support further assessment by the 

industry and other participants; 

3) The outcome of the Meeting will be submitted to the next Tripartite Technical 
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Expert Group Meeting for their endorsement of the proposals; 

4) The outcome of the Meeting would also be presented at the 3rd Co-operation 

Forum by the littoral States, while the detailed proposals would be presented 

by the Round Table of International Shipping Association as an update on the 

development of the Co-operative Mechanism; and 

5) Subsequent to the endorsement by the 3rd Co-operation Forum in 2010, a 

report on the progress in implementing the proposals will be submitted and 

provided at the 4th Co-operation Forum in 2011. 

 また、会議は第３回協力フォーラムでの承認を得るため、一般論として、上記の提案
については以下の手順で進めていくことに合意した。 

1) マラッカ・シンガポール海峡における海上事故について沿岸三カ国及び（船舶の）
旗国からデータを収集すること。 

2) 海運業界やその他の参加者によるさらなる評価を支援するため情報収集を完了す
るためのスケジュールを作成すること。 

3) この会議の成果を次回の三国技術専門家会議（TTEG）に提出し、提案について承
認を得ること。 

4) この会議の成果については、沿岸国より第３回協力フォーラムでも発表を行うとと
もに、提案の詳細については、協力メカニズムの進展に関する 新情報として国際
海運団体のラウンド・テーブルから発表すること。 

5) 2010年の第３回協力フォーラムでの承認の後、提案の実施に関する進捗状況報告を
2011年の第４回協力フォーラムに提出すること。 

 

5. CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE REPORT 

5.1.      The Meeting considered and adopted the report of the Meeting. 

 会議は、会議録について検討しこれを採択した。 

6. CLOSING SESSION 

6.1. The Chairman thanked all delegations for their positive contribution and 

cooperation for making the 3+1 Meeting a success. The positive commitments and 

supports from the other two littoral States, Nippon Foundation, and the shipping 

industries demonstrated the success of the 3+1 Meeting. 
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 議長は、すべての代表団に対して3+1会議を成功に導いたその建設的な貢献と協力に
謝意を述べた。他の二沿岸国、日本財団及び海運団体の前向きな参画と支援により会議
は成功裡に開催された。 

 

6.2. The delegations also thanked and expressed their appreciation to Indonesia for 

convening and arranging the Meeting, and also the Nippon Foundation for facilitating it. 

また、各代表団は会議を準備し開催したインドネシア及びそれを支援し共催した日本財
団に対して感謝の意を述べた。 
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レポート２ 

第３回協力フォーラムの開催 

（2010 年 10 月 6 日・7 日） 
 
 
１ 開催の背景 
 
 「協力フォーラム（Co-operation Forum）」は、2007 年 9 月に開催された IMO
シンガポール会議において打ち出されたマラッカ・シンガポール海峡における

国際的協力枠組みである「協力メカニズム（Co-operative Mechanism）」を構成す

る３本の柱のひとつ（他の二つは、プロジェクト調整委員会と航行援助施設基

金）となっている。この会議は、マ・シ海峡沿岸３カ国、海峡利用国及びその

他の利害関係者が一同に会し対話の場を提供することを目的として毎年開催さ

れているものである。 
 第３回目となる今回の「協力フォーラム」は、インドネシア運輸省海運総局

（DGST）の主催により、2010 年 10 月 6 日及び 7 日の両日、インドネシアの

古都ジョグジャカルタにおいて開催された。 
 
 
２ 出席者 
 
 沿岸三カ国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール） 
 日本（国土交通省）米豪中韓 等 マ・シ海峡利用国（９カ国） 
 IMO 
 BIMCO、ICS、INTERTANKO 等国際海運団体 
 日本財団 
財団法人マラッカ海峡協議会   等 

 
 
３ 概要 
 
 フォーラム初日においては、開会式の後、航行援助施設基金の運営状況、前

回フォーラムの成果、７月に開催された沿岸３カ国と国際海運団体による 3＋1
会議の概要及び IMO による MEH（海洋電子ハイウェイ）プロジェクトの進捗

状況に関する報告が行われた。 
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 続いて、シンガポール海峡 TSS（分離通航帯）内における横切り船の灯火表

示に関する検討状況及び「協力メカニズム」のもとで進められている６つのプ

ロジェクトを含めた航行安全及び環境保全のための様々な取り組みに関し、そ

の進捗状況の報告が行われた。 
 また、日本より「協力メカニズム」に関連したマ・シ海峡における日本政府

の取り組み・見解等の発表が行われた。 
 ２日目においては、航行安全及び環境保全の両面について、マ・シ海峡にお

ける新たな協力分野の将来的な方向性について議論が行われた。 
 まず、マレーシア及びシンガポールより 2010 年 5 月にシンガポール海峡にお

いて発生した船舶衝突事故への対応に関する報告が行われた。またインドネシ

アからは 2012 年に開始を予定している海上交通管制（VTS）の進捗状況につい

て報告が行われた。 
 さらに第２回協力フォーラムにおける海峡沿岸国と国際海運団体との議論の

フォローアップとして、国際海運団体より第 35 回 TTEG（沿岸３カ国技術専門

家会合、本フォーラムの直前に開催）での議論を踏まえた沿岸国と国際海運団

体による協力プロジェクトの提案を行った。 
 この中で、マ・シ海峡における海難事案の分析や港湾での廃棄物受入施設の

情報集約等について共同で取り組みを進めていくことが報告された。 
 さらに日本財団からは、「協力メカニズム」の重要性とこれまでの成果にふれ

るとともに、将来に向けて「協力メカニズム」を持続可能なものとしていくた

めには、人材育成など異なる分野における進展や多様なアプローチが望まれる

との見解を表明した。 
 
 
４ 考察 
 
 ３回目の開催となった今回の協力フォーラムでは、「協力メカニズム」に関連

したものを中心としたマ・シ海峡に関わる航行安全や環境保全のための取り組

み等の報告にとどまらず、将来に向けた新たな協力分野についての方向性につ

いて広く意見を求め議論を行う場が設けられた。 
 議論としてはそれほど活発なものとはならなかったが、「協力メカニズム」が

沿岸国のみならず海峡利用国やその他の利害関係者が広く参画し、持続可能な

枠組みとなっていくためには、今後も引き続き将来を見据え新たな課題につい

て議論を行っていくことが重要であると考えられる。 
 
 そのような中で、前回の第２回協力フォーラムでのパネルディスカッション
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を踏まえ、沿岸３カ国と国際海運団体との間での議論が進み、新たな分野で具

体的な事項について共同で取組を進めていくことが合意されたことは今回の協

力フォーラムの成果としてあげることができる。 
 
 今後は、今回合意された沿岸国と国際海運団体との新たな共同プロジェクト

を着実に進め一定の成果を上げることにより、「協力メカニズム」の所期の目的

である広範な関係者によるマ・シ海峡の航行安全と環境保全の取組がより一層

進展することが期待される。 
 
 また、「協力メカニズム」の起ち上げから一定期間が経過し、当初設定した６

つのプロジェクトも進行している中で、「協力フォーラム」を単なる状況報告を

行う場とせず、マ・シ海峡に関係する者が一同に会し課題やその対応について

実質的な議論が行われる場として機能させていくための検討が今後さらに必要

になるものと考えられる。 
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3rd Co-operation Forum under the Co-operative Mechanism on the 
Safety of Navigation and Environmental Protection in the Straits of 

Malacca and Singapore 
  

Yogyakarta, Indonesia, 6 – 7 October 2010 

  

 

REPORT OF THE MEETING 
 

 

1. OPENING OF THE FORUM 

  

1.1.  The Third Meeting of the Co-operation Forum (the Forum) under the 

Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore (the Straits) 

between Indonesia, Malaysia, Singapore (the littoral States), user States and other 

stakeholders of the Straits, were held from 6 to 7 October 2010 at the Sheraton 

Mustika Hotel, Yogyakarta, Indonesia. 

 

マラッカ・シンガポール海峡（以下「マ・シ海峡」という。）におけるインドネシ

ア、マレーシア並びにシンガポールの沿岸３カ国、海峡利用国及びその他利害関係者

による協力メカニズムの下での第３回協力フォーラム（以下「フォーラム」という。）

は、2010年10月6日及び7日に、インドネシア・ジョグジャカルタのシェラトン・ムス

ティカ・ホテルで開催された。 

 

1.2.  The Forum was attended by representatives from the littoral States, user States, 

Inter-Governmental Organizations (IGOs), Non-Governmental Organizations 

(NGOs), regional and international shipping industries/associations, and other 

stakeholders. The list of participants is attached as Annex 1. 

 

フォーラムには、沿岸３カ国、海峡利用国、政府間機関、ＮＧＯ、地域及び国際海

運団体及びその他利害関係者の代表団が参加した。参加者リストは、アネックス１と

して添付。 

 

1.3.  At the opening session, Mr. Sunaryo, Director-General for Sea Transportation, 

Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia welcomed participants to 

the Forum. In his remarks, he stated that Indonesia attaches great importance to the 
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Straits of Malacca and Singapore. And because of their unique and important 

characteristics, the Straits need first-rate management. 

 

開会式において、スナリヨ・インドネシア共和国運輸省海運総局長は、フォーラム

への参加者を歓迎した。総局長は、インドネシアがマ・シ海峡を非常に重要視してい

るとともに、その特有で重要な特質のためにマ・シ海峡は 上の運営が必要であると

述べた。 

 

1.4.  In addition, the respective Heads of Delegations of Malaysia and Singapore, and 

the representative of the International Maritime Organization (IMO) also addressed 

the Forum. They thanked and welcomed other participants and wished for a 

positive outcome of the Forum. 

 

 さらに、マレーシア並びにシンガポールの代表団代表及びIMOの代表はそれぞれ、

会議の参加者に感謝し歓迎するとともに、フォーラムが建設的な成果を得られるよう

期待したいと述べた。 

 

1.5.  In his opening remarks, Mr. Baharin Bin Dato’ Abdul Hamid, Deputy 

Director-General, Marine Department of Malaysia stated his hope that that the 

Forum will continue to foster co-operation between the littoral States, users and 

other stakeholders. He further emphasised that it was necessary to have close 

co-operation in order to achieve the common objective, to keep the Straits safe and 

open to shipping. 

 

バハリン・マレーシア海事局副局長は、冒頭あいさつにおいて、フォーラムが沿岸

３カ国、海峡利用国及びその他利害関係者間の協力を引き続き発展させていくことを

期待すると述べた。さらに、共通の目的を達成しマ・シ海峡を安全で海上運送に開か

れたものにするためには、緊密な協力が必要であると強調した。 

 

1.6.  Mr. Lam Yi Young, Chief Executive, Maritime and Port Authority of Singapore, 

addressed the Forum by acknowledging the good progress that has been achieved 

by the Forum since its commencement. He highlighted that under the Co-operative 

Mechanism, the littoral States have initiated significant technological and 

regulatory measures to enhance navigational safety and environmental protection in 

the Straits. He also thanked key contributors for their continuous support and 

contributions to the Co-operative Mechanism. He ended his remarks by welcoming 
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the shipping industry onboard the Co-operative Mechanism. 

 

ラム・シンガポール海事港湾局長は、その創設以来フォーラムにより成し遂げられ

てきた成果に言及するとともに、協力メカニズムの下で沿岸３カ国が、マ・シ海峡の

航行安全と環境保全を強化するために、重要な技術的、規制的措置を講じてきている

ことを強調した。また、協力メカニズムへの継続的な支援と貢献について、主要な貢

献者に対し謝意を述べた。さらに、海運団体の協力メカニズムへの参画を歓迎して発

言を締めくくった。 

 

 

1.7.  Mr. Hartmut Hesse, Senior Deputy Director, Maritime Safety Division of IMO, 

also addressed the Forum by saying that the IMO Secretariat is fully engaged in the 

Co-operative Mechanism and that IMO would continue to provide all possible 

assistance in its implementation. Moreover, he stated that the IMO Straits Fund is 

also an additional contributing factor to support various projects of the 

Co-operative Mechanism and the Aids to Navigation Fund, and that IMO is 

looking forward to more fruitful developments in years to come. 

 

ヘッセ・IMO海上安全部上級副部長は、IMO事務局は協力メカニズムに十分関与し

ており、その実施に当たっては可能な全ての支援を継続していくと述べた。さらに、

IMO海峡基金は協力メカニズムと航行援助施設基金の様々なプロジェクトを支援す

るための付加的な貢献手段であり、IMOは来るべき数年間でより一層の成果を期待し

ていると述べた。 

 

1.8.  The Forum was officially opened by Mr. Bambang Susantono, Vice Minister for 

Transportation of the Republic of Indonesia. In his remarks, Vice Minister 

Bambang stated that the Co-operation Forum is the main avenue for user States, 

shipping industry and other stakeholders to discuss and exchange views on issues 

relating to safety of navigation and environmental protection in the Straits of 

Malacca and Singapore. The Vice Minister also expressed the Government of 

Indonesia appreciation for stakeholders’ contribution, support and participation. He 

also commended the shipping industry, represented by the Round Table of 

International Shipping Association (RTisa), for their recent participation in the 

Co-operative Mechanism, and would like to see their positive contribution to the 

development of Co-operative Mechanism. 
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フォーラムは、インドネシア共和国運輸副大臣であるバンバン・スサントノ氏によ

り公式に開会が宣言された。あいさつの中で副大臣は、協力フォーラムは海峡利用国、

海運団体及び他の利害関係者にとって、マ・シ海峡の航行安全や環境保全に関する課

題を議論するための主要な手段であると述べた。また、利害関係者による貢献、支援

及び参画に対して、インドネシア政府からの感謝の意を表した。さらに、国際海運団

体ラウンドテーブル（RTisa）により代表される海運業界による協力メカニズムへの

近の参画を賞賛するとともに、協力メカニズムの発展に対する前向きな参画を期待

したいと述べた。 

 

1.9. The speeches delivered by Vice Minister Susantono, the littoral States and the IMO 

are attached as Annex 2, Annex 2, Annex 2, and Annex 2. 

 

スサントノ副大臣、沿岸３カ国代表及びIMOによるあいさつはアネックス２として

添付のとおり。 

 

1.10. The Forum adopted the provisional agenda as attached as Annex 3.   

 

フォーラムは、議題案をアネックス３として添付の通り採択した。 

 

  

2. SESSION 1: DEVELOPMENTS IN THE CO-OPERATIVE MECHANISM 

   

2.1.  Session 1 was chaired by Mr. Yudustar, Director for Sea and Coast Guard, 

Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. In his introductory 

remarks, he highlighted the purpose and objective of the Forum that is to serve to 

promote general dialogue and exchange of views on issues of common interests in 

the Straits. He also provided a brief information on the Co-operative Mechanism. 

 

セッション１は、インドネシア運輸省海運総局海上警備救難局長のユドスター氏が

議長を務めた。冒頭の挨拶において、ユドスター氏はマ・シ海峡における共通の利益

に関する課題について対話と意見交換を促進するものであるというフォーラムの目

的を強調した。また、協力メカニズムに関する概要について説明を行った。 

 

Agenda Item 1.1. Update on the Administration, Operation and Activities of the 

Aids to Navigation Fund  
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議題1.1 航行援助施設基金の管理、運営及び活動に関する 新状況 

 

2.2.  Malaysia presented an update on the administration, operation and activities of 

the Aids to Navigation Fund (ANF) of the Co-operative Mechanism. Malaysia 

informed the Forum that the contributions received by the ANF from contributors 

were used to maintain 51 critical aids to navigation (AtoN) that have been 

identified along the Straits. Out of the 51 AtoN, 28 AtoN were maintained by 

Indonesia, 18 AtoN maintained by Malaysia, and 5 AtoN by Singapore. As host of 

the ANF, Malaysia has established a trust account operating in United States 

Dollars (USD) in the name of the ANF in a local bank in Malaysia, and has been 

fully operational since May 2008. The amount of contributions received so far 

(2008-2010) has reached USD 8.10 million in total. The current balance after 

deducting for maintenance and replacement of AtoN, is approximately USD 2.8 

million. Malaysia emphasized the need for more voluntary contributions as the 

present level of contributions was still short of the average annual cost required, 

estimated at USD 5.8 million per year. 

 

マレーシアは、協力メカニズムにおける航行援助施設基金の管理、運営及び活動の

新状況を説明した。また、資金拠出者から基金に寄せられた拠出金が、マ・シ海峡

に設置されている５１基の重要な航行援助施設を維持するために使用されたことを

報告した。５１基の航行援助施設のうち、２８基はインドネシアにより、１８基はマ

レーシアにより、５基はシンガポールによりそれぞれ維持管理が行われた。 

航行援助施設基金のホスト国として、マレーシアは地元銀行に航行援助施設基金の

名義で米国ドルにより運用される信託口座を開設し、2008年5月より利用可能な状態

となっている。これまで（2008年～2010年）に受領した拠出金の総額は、810万ＵＳ

ドルに達している。航行援助施設の維持・更新のための費用を控除した現在の残高は、

およそ280万ＵＳドルとなっている。マレーシアは、現在までの拠出額は年間580万Ｕ

Ｓドルと見積もられている平均的な必要経費額には依然不足しており、より多くの自

発的な拠出が必要であると強調した。 

 

2.3.  Malaysia also informed the Forum regarding their initiative to establish 

Co-operative Mechanism Website which will provide useful information about the 

Co-operative Mechanism and further promote all of its work. The beta version of 

the website is expected to be launched by December 2010. The Forum noted the 

update presentation by Malaysia as attached as Annex 4.  
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また、マレーシアは、協力メカニズムに関する有益な情報を提供し活動をさらに促

進させるであろう「協力メカニズム・ウェブサイト」を立ち上げる構想について説明

した。ウェブサイトのβ版は、2010年12月に開設される予定となっている。 

フォーラムは、マレーシアによる 新状況の説明をアネックス４として添付の通り

確認した。 

  

Agenda Item 1.2: Updates and information from the 2nd Co-operation Forum  

  

議題1.2 第２回協力フォーラムに関する 新状況と情報 

 

2.4.  Singapore presented the outcomes of the 2nd Co-operation Forum and the 

progresses made in the Straits projects. Key outcomes from 2nd Co-operation 

Forum, among others, are growing interest and participation in the Forum, the 

signing of the Joint Technical Arrangement (JTA) between the littoral States and 

IMO, significant progresses in Co-operative Mechanism projects, potential support 

from several other stakeholders were identified, and a concept proposal for a new 

project was raised by the littoral States. Moreover, there was more in-depth 

engagement between littoral States and Industry, which provided an enhanced 

perspective on navigation safety and marine environment protection in the Straits. 

The Forum noted the update by Singapore as attached as Annex 5.  

 

シンガポールは、第２回協力フォーラムの成果とマ・シ海峡プロジェクトにおける

進捗状況について説明した。第２回フォーラムの主要な成果は、とりわけ、フォーラ

ムに対する関心と参加の増加、沿岸３カ国とIMO間での共同細則協定（JTA）の署名、

協力メカニズム・プロジェクトの著しい進捗であり、いくつかの利害関係者からの支

援の見込みも確認され、沿岸３カ国から新たなプロジェクトの構想についても提案が

行われた。さらに、マ・シ海峡における航行安全と環境保全に関する展望を広げるこ

とになる沿岸３カ国と海運業界との間でのより掘り下げたやりとりもあった。 

フォーラムは、シンガポールによる 新状況の説明をアネックス５として添付の通

り確認した。 

 

Agenda Item 1.3: Updates and information from the 3+1 Meeting of Littoral States 

and Shipping Industry  

 

議題1.3 沿岸３カ国と国際海運団体による3+1会議に関する 新状況と情報 
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2.5.  Indonesia presented outcomes of the 3+1 Meeting of the Littoral States and the 

International Shipping Industry on the Straits of Malacca and Singapore, which 

was hosted by the Directorate-General of Sea Transportation, Ministry of 

Transportation of the Republic of Indonesia, and facilitated by Nippon Foundation. 

The shipping industry was represented by the Round Table of International 

Shipping (RTisa) which is comprised by Baltic and International Maritime Council 

(BIMCO), International Chamber of Shipping (ICS) / International Shipping 

Federation (ISF), International Association of Dry Cargo Shipowners 

(INTERCARGO) and International Association of Independent Tanker Owners 

(INTERTANKO). The Meeting was held in Jakarta, 12 July 2010.   

 

インドネシアは、インドネシア運輸省海運総局が日本財団の支援を受けて共催した、

マ・シ海峡に関する沿岸３カ国と国際海運団体による3+1会議の成果を説明した。海

運団体からは、バルチック国際海運協議会（BIMCO）、国際海運会議所（ICS）／国

際海運連盟（ISF）、国際乾貨物船主協会（INTERCARGO）及び国際独立タンカー船

主協会（INTERTANKO）により構成される国際海運団体ラウンドテーブル（RTisa）

が出席した。この会議は、2010年7月12日にジャカルタで開催された。 

 

2.6.  The objectives of the Meeting were to facilitate further discussion and to 

follow-up the two proposals from the Industry previously proposed at the 2nd 

Co-operation Forum and to bring together more extensive and effective 

participation for the Co-operative Mechanism. Key outcomes of the Meeting are 

that the littoral States agreed in principle to the proposals from the Industry, and 

agreed to proceed on a more structured basis, including adopting it in general terms. 

The proposals by the Industry comprises: 1) Safety of Navigation: Analysis of 

marine accidents and incidents in the Straits of Malacca and Singapore; and 2) 

Environmental protection: Compilation of directory on reception facilities within 

the Straits of Malacca and Singapore. The Forum noted the update presentation by 

Indonesia as appeared as Annex 6.   

 

この3+1会議の目的は、更なる議論を深め、第２回フォーラムで海運団体より提起

された２つの提案をフォローアップし、協力メカニズムへの広範で効果的な参画を呼

び掛けるためのものであった。会議の成果は、沿岸３カ国が海運団体からの提案に原

則的に合意し、よりしっかりした基礎にたって進めていくことが合意されたことであ

った。海運団体からの提案は、1) 航行安全：マラッカ・シンガポール海峡における

海上事故の分析、2) 海峡保全：マラッカ・シンガポール海峡内における（港湾ごと
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の廃棄物）受入施設簿の編集、からなっている。 

フォーラムは、インドネシアによる 新状況の説明をアネックス６として添付の通

り確認した。 

 

Agenda Item 1.4: Updates on IMO Projects in the Straits and IMO Malacca 

Straits Trust Fund  

 

議題1.4 マラッカ・シンガポール海峡におけるIMOプロジェクトとIMOマラッカ海峡

信託基金に関する 新状況 

 

2.7.  IMO Representative presented comprehensive updates on various IMO Projects 

in the Straits including the Marine Electronic Highway (MEH) Project and other 

potential projects in the Straits, and the IMO Malacca and Singapore Straits Fund.  

 

IMOの代表は、海洋電子ハイウェイ（MEH）プロジェクトを含めたマ・シ海峡にお

ける様々なIMOのプロジェクトやその他の可能性のあるプロジェクト、及びIMOマラ

ッカ・シンガポール海峡基金に関する包括的か 新状況の説明を行った。 

 

2.8.  On the current status of the MEH Project, IMO informed the Forum that it has 

achieved positive progress and several technical aspects of the projects are still 

underway, among others, the geographical survey and data processing has been 

successfully linked to the IMO server, and provided online at 

www.meh-project.com; an Electronic Navigation Chart (ENC) Production Tools 

will be purchased; procurement for MEH Data Center is still being negotiated; and 

the recruitment of a new Project Manager is still awaiting the appointment by the 

Secretary General of IMO.  

 

IMOはMEHプロジェクトの現状に関し、明確な進展がありプロジェクトのいくつか

の技術面については進行中であると説明した。とりわけ、地理学的調査とデータ処理

については、うまくIMOサーバーとも接続されており、www.meh-project.com におい

てオンラインでも提供されている。電子航海海図（ENC）作成ツールについては購入

される予定となっている。MEHデータセンターに関する調達については未だ調整中

であり、新しいプロジェクト・マネージャーの採用についてはIMO事務局長の指名を

依然として待っている状態である。 

  

2.9.  With regard to potential projects in the Straits, IMO has introduced the 
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e-Navigation. e-Navigation will harmonise the collection, integration, exchange, 

presentation, and analysis of marine information on board and ashore by electronic 

means. It is intended to enhance berth–to-berth navigation and related services for 

safety and security at sea and protection of the marine environment. It is also 

intended to meet present and future user needs through harmonisation of marine 

navigation systems and supporting shore services. The Forum noted IMO’s 

presentation as appear as Annex 7.   

 

マラッカ・シンガポール海峡における将来的なプロジェクトについてIMOは、

e-Navigation（電子航法）を紹介した。E-Navigationとは、電子的方法により船上及び

陸上における海洋情報の収集、統合、交換、提示及び分析を調和させるものである。

これは海上安全と海洋環境保全のためにバース間の航行とそれに関連するサービス

をより強化しようとするものである。 

フォーラムは、IMOによる説明をアネックス７として添付の通り確認した。 

 

2.10.  During the discussion, the Forum discussed the shortfall of funds in the ANF 

compared to the estimated budget plan laid out by the littoral States. The Forum 

was informed that the littoral States have been working together for the past three 

years to acquire more sources of funding, and that the shortfall of funds for the 

maintenance and replacement of the AtoN were covered by the littoral States. The 

Forum further noted the information provided by IMO that the littoral States could 

also utilise the IMO Straits Fund to support the ANF and encouraged the littoral 

States to submit a detailed proposal for that purpose.   

 

フォーラムは議論において、沿岸国より提示された見積予算と比較して航行援助施

設基金の資金額が不足している点について議論した。沿岸国が過去３年間にわたって

より多くの資金を集めるために取り組んできたこと、航行援助施設の維持・更新に必

要な資金の不足額は沿岸国によりカバーされたことが報告された。さらにフォーラム

は、航行援助施設基金を援助するためにIMO海峡基金を活用することができるとの

IMOからの情報提供を確認し、沿岸国にそのための詳細な提案を提出するよう促した。 

 

2.11.  With regard to the recent participation of the Industry in the Co-operative 

Mechanism, Nippon Foundation stated that it will continue its support to provide 

assistance to the littoral States in order to work together closely with the Industry. 

The littoral States thanked Nippon Foundation for their continuous support.   
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近の海運団体の協力メカニズムへの参画に関して、日本財団は、海運団体との密

接な連携のため沿岸国に対する支援を継続していきたいと述べた。沿岸国は日本財団

の継続的な支援に謝意を述べた。 

  

3. SESSION 2: SAFETY OF NAVIGATION 

   

3.1.  Session 2 was chaired by Mr. Raymond Sianturi, Head of Centre of Occupational 

Health of Navigation, and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.   

 

セッション２は、インドネシア運輸省航海職業健康センター長のレイモンド・シア

ントゥリ氏が議長を務めた。 

  

Agenda Item 2.1. Initiatives to Enhance Safety of Navigation in the Straits    

 

議題2.1 マラッカ・シンガポール海峡における航行安全強化に向けた取組 

 

3.2.  Singapore presented to the Forum an update on Night Signals to be Displayed by 

Vessels Crossing the TSS and Precautionary Areas in the Singapore Strait. The 

presentation appears as Annex 8.  

 

シンガポールは、「シンガポール海峡の分離通航帯（TSS）と警戒区域内を横断す

る船舶により表示されるべき夜間信号」に関する 新状況を説明した。説明内容はア

ネックス８として添付の通り。 

 

3.2.1  Singapore informed the Forum that the proposal was presented to IMO 

Sub-Committee on Safety of Navigation during its 56th Session in July 2010 (NAV 

56). NAV56 agreed in principle that the proposal would contribute to the solution 

in addressing the problem of identifying ships crossing the TSS and Precautionary 

Areas in the Singapore Strait. Most countries recognised the unique characteristics 

of Singapore Strait and agreed it was a valid proposal to enhance safety of 

navigation. But several countries raised their concern if the signals were only to be 

established regionally, since this could result in other regions imposing different 

requirements and creating confusion amongst the shipmasters.  

 

シンガポールは、2010年7月のIMO航行安全小委員会第56回会合（NAV56）に提案

が提出されたことを報告した。NAV56において、提案はシンガポール海峡の分離通航
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帯と警戒区域内を横断する船舶を識別するという課題に対処するための解決策に寄

与するものであろうとの原則的な合意がなされた。多くの国々がシンガポール海峡独

特の特徴を認識し、本提案が航行安全を強化するための効果的な提案であると同意し

た。しかし、いくつかの国は、本提案が他の地域では異なった要件が課され船長たち

を混乱させることにもなりうることから、このような信号が地域限定で導入されるべ

きなのかとの懸念を示した。 

 

3.2.2  Additionally, most countries preferred amendment to Collision Regulations 

(COLREGS) as a permanent solution to enhance safety of navigation. Indonesia, 

Malaysia and Singapore, whilst noting the concerns of other delegations in making 

such carriage of special signals as a mandatory requirement, and in a spirit of 

compromise, were agreeable to implement this as an interim recommendatory 

measure. NAV 56 agreed to the recommendatory measures and will put forward to 

the Maritime Safety Committee of the IMO to be adopted and entered into force at 

0001 UTC on 1 Jul 2011. NAV 56 also requested all contracting States to propose 

amendments to COLREGS to make carriage of night signals for vessels crossing 

TSS as a universal requirement in all TSSs.  

 

加えて、大部分の国は航行安全を強化するための恒久的な解決策として衝突規則

（COLREGS）の改正で対応するのが良いと考えた。インドネシア、マレーシア及び

シンガポールは、強制要件としてこのような特別な信号の形を作ることに対する他の

代表団の懸念に留意するとともに、歩み寄りの姿勢を示すことにより、この信号を暫

定的な推奨措置として実施することに同意した。NAV56は推奨措置に合意し、これら

が採択され2011年7月1日のUTC（協定世界時）00:01に発効するようIMOの海上安全

委員会（MSC）に提出されることになった。また、NAV56はすべての締約国に対し、

すべての分離通航帯（TSS）における共通要件として、TSSを横断する船舶のための

夜間信号の形を規定するため衝突規則（COLREGS）の改正を提案するよう要請した。 

  

3.3.  Malaysia presented an update on Wrecks Removal in the TSS (Project 1 of the 

Co-operative Mechanism). The presentation appears as Annex 9.   

 

 マレーシアは、分離通航帯における沈船除去（協力メカニズムのプロジェクト１）

に関する 新状況を説明した。説明はアネックス９として添付の通り。 

 

3.3.1  Malaysia informed the Forum on the objective of this Project is to identify 

risks associated with wrecks and to remove any hazards to allow for continuous and 
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unobstructed navigation. Currently there are 11 wrecks identified within the TSS, 

and some of them are located at the narrow bend of the TSS that may cause a 

bottleneck effect to traffic. Malaysia also highlighted areas of co-operation that 

could be explored by potential contributors that included hydrographical survey, 

risk assessment, removal of wrecks, capacity building, and wreck monitoring.  

 

マレーシアはフォーラムに対し、このプロジェクトの目的は沈船に関連する危険を

確認し、継続的で支障のない航行を確保するために危険要素を除去するためのもので

あると報告した。現在、航行分離帯内に11の沈船が確認されており、それらのいくつ

かはTTSの狭い湾曲部に位置しているため交通のボトルネックとなる懸念がある。ま

た、マレーシアは、潜在的な貢献者によって行われる余地のある、水界地理学上の調

査、リスク評価、沈船の除去、人材育成、沈船の調査を含めた協力の分野を強調した。 

 

3.3.2  In this regard, the Forum noted with appreciation the contributions made by 

India that organised for the littoral States a Truncated Course in Bathymetric 

Survey and Wreck Investigation in March 2010.   

 

この点について、フォーラムは、2010年3月にインドにより沿岸３カ国のために水

深測量と沈船調査に関する短縮コースが開催されたという貢献を感謝とともに確認

した。 

 

3.3.3  The Forum also noted that consultations are ongoing between Malaysia and 

Germany to explore possible areas where Germany may cooperate in this Project.  

 

また、フォーラムは、マレーシアとドイツとの間でこのプロジェクトに関しドイツ

がどのような分野で協力可能できそうか調査するための協議が行われていることを

確認した。 

 

3.4.  Singapore presented to the Forum an update on Demonstration Project of Class B 

Automatic Identification System (AIS) Transponder on Small Ships (Project 3 of 

the Co-operative Mechanism). The presentation appears as Annex 10.  

 

シンガポールは、小型艇におけるClass B AIS（船舶自動識別装置）トランスポンダ

ーの実証プロジェクト（協力メカニズムのプロジェクト３）に関する 新状況をフォ

ーラムに説明した。説明はアネックス10として添付の通り。 
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3.4.1  In their presentation, Singapore highlighted the objectives of this Project were 

to evaluate the performance of Class B AIS in high traffic density areas, to evaluate 

the impact of Class B AIS on existing AIS network, and to raise the shipping 

community’s awareness of the capabilities and limitations of Class B AIS.   

 

シンガポールは説明において、本プロジェクトの目的は交通輻輳地域におけるClass 

B AISの性能を評価すること、現在のAISネットワークにClass B AISが与える影響を評

価すること、及び海事関係者にClass B AISの能力と制約を知らしめることであると強

調した。 

 

3.4.2  As a conclusion, the Forum noted that this Project had provided a valuable 

insight on the performance of Class B AIS transponders in a crowded AIS network 

and that a large scale deployment of additional Class B AIS transponders on 

harbour craft and coastal vessels would bring much benefit and improve 

navigational safety. The Forum also noted that Project 3 of the Co-operative 

Mechanism has been formally completed.   

 

結論としてフォーラムは、このプロジェクトが混雑しているAISネットワークにお

けるClass B AISトランスポンダーの能力についての貴重な見通しを提供し、港内船艇

や沿岸船舶へのClass B AISトランスポンダーの増設を広範囲で行うことは有益な効

果をもたらし航行の安全が改善されるであろうことを確認した。また、フォーラムは

協力メカニズムのプロジェクト３が正式に完了したことを確認した。 

 

3.5.  Singapore presented to the Forum an update on Setting up a Tide, Current and 

Wind Measurement System (Project 4 of the Co-operative Mechanism). The 

presentation appears as Annex 11.   

 

シンガポールは、潮汐、潮流及び風向・風力の観測システム設置（協力メカニズム

のプロジェクト４）に関する 新状況をフォーラムに説明した。説明はアネックス11

として添付の通り。 

 

3.5.1  In the presentation, Singapore informed the Forum on the current situation of 

the Project whereby the tide, current and winds were separately monitored by the 

littoral States individually. The objective of this Project is to enhance navigation 

safety and environmental protection by providing real-time tidal information for 

ships navigation shallow waters, and accurate data of tide, current and wind to 
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facilitate effective response to pollution incidents in the Straits. Singapore also laid 

down detailed potential benefits of the Project, scope of work, and a timeline for the 

remaining work activities.  

 

シンガポールは説明において、潮汐、潮流及び風向・風力がそれぞれ沿岸３カ国に

より個別に観測されているという本件プロジェクトの現状についてフォーラムに報

告した。このプロジェクトの目的は、浅水路を航行する船舶のためにリアルタイムの

潮汐情報を提供するとともに、海峡内での汚染事故に対して効果的な対応を容易にす

るため潮汐、潮流及び風向・風力の正確なデータを提供することにより、航行の安全

及び環境の保全を強化することである。また、シンガポールは、残されている作業に

関して本プロジェクトの詳細な潜在的効果、作業の範囲及びスケジュールについても

言及した。 

 

3.5.2  The Forum noted the contributions received for this Project from China, which 

has provided technical expertise since October 2007, and from India, which has 

provided USD 1.687 million and technical expertise since December 2008. The 

Forum further noted the key milestones achieved by the Project that comprises 

desktop assessment conducted in May 2008, site survey by technical experts from 

China and India presented at the 2nd Co-operation / Project Coordination Committee 

Meeting in Singapore in October 2009, and endorsed the completion of the public 

tender for “Design, Supply and Install Tide, Wind and Current Monitoring Stations 

and Information Display System” for Indonesia and Singapore in September 2010.  

 

フォーラムは、本プロジェクトに対して、中国から2007年10月以降専門的技術の提

供による貢献を受けたこと、またインドからは2008年12月以降168.7百万USドルと専

門的技術の提供による貢献を受けたことを確認した。さらにフォーラムは、2008年5

月に実施された机上評価や2009年9月にシンガポールで開催された第２回協力フォー

ラム／プロジェクト調整委員会でも報告された中国とインドの専門家による実地調

査といったこのプロジェクトにより達成されたカギとなる画期的事項を確認すると

ともに、2010年9月に行われたインドネシア及びシンガポールのための「潮汐、風向・

風力及び潮流の観測局並びに情報表示システムの設計、供給及び設置」に関する競争

入札の完了を承認した。 

 

Agenda Item 2.2: Proposal and Participations from Users  

 

議題2.2 利用国側からの提案と参画 
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3.6.  At this agenda, two user States, Australia and Japan were invited to present their 

views on potential participation and new possible areas of co-operation.   

 

この議題に関し、オーストラリア、日本の２つの利用国が、協力への今後可能性の

ある参画や新たな分野に関する見解について発表を行った。 

 

3.7.  Australia presented to the Forum information on Under Keel Clearance 

Management (UKCM) in Torres Strait – The Framework to share on Australia’s 

practices in navigational safety. This presentation appears as Annex 12.  

 

オーストラリアは、航行安全に関するオーストラリアの取組を共有するため、トー

レス海峡における船底下余裕水深（UKC）管理（UKCM）の仕組みに関する情報につ

いて説明した。説明はアネックス12として添付の通り。 

 

3.7.1  Australia shared with the Forum its objectives in using the UKCM system, 

which is currently on trial. The UKCM system is considered as part of the current 

generation of AtoN. Using this system, Australia will validate/verify the existing 

safety margin and evaluate the appropriateness of the current draught and under 

keel clearance (UKC) regime, and possibly move from a static UKC to a dynamic 

UKC regime.   

 

オーストラリアは、現在試行中であるUKCMシステムを採用する目的をフォーラム

に説明した。UKCMシステムは、現世代の航行援助施設の重要要素であると考えられ

ている。このシステムを採用することにより、オーストラリアは現行の安全余裕距離

を確認・検証し、現行の喫水と船底下余裕水深（UKC）に係る制度の適切性を評価す

るとともに、あるいは固定的なUKC制度から動的なUKC制度に移行することになる

だろう。 

 

3.7.2  Australia further highlighted that there is a need to analyse the existing 

situation in order to focus on the critical aspects of UKC (i.e. speed through the 

water may be more critical than increased depth accuracy), and to conduct full scale 

observations to confirm assumptions and to improve existing models. Moreover, 

collaboration across a number of official agencies to establish a robust network of 

reliable and redundant real-time sensors operating in the same datum framework is 

vital.  
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さらにオーストラリアは、船底下余裕水深（UKC）の重要な側面（すなわち、水深

の正確さの増強よりも海上のスピードがより重要かもしれない）に焦点をあてるため

に現在の状況を分析し、仮定を確認するために全面的な観測を行い、現在のモデルを

改善する必要があることを強調した。加えて、同じデータの枠組みの中で稼動する信

頼性があり代替機能を持つリアルタイムのセンサーの強固なネットワークを確立す

るため、多数の公的機関にまたがった協力が極めて重要である。 

 

3.8.  Japan presented to the Forum their views on Developments in the Co-operative 

Mechanism for the Next Decade – Towards “Sustainable” System. This 

presentation appears as Annex 13.  

 

日本は、協力メカニズムの今後１０年間の発展 –持続可能なシステムに向けたもの

- についての見解をフォーラムに説明した。この説明については、アネックス13とし

て添付の通り。 

 

3.8.1  In their presentation, Japan highlighted the importance of international 

shipping and key points for sustainable world shipping namely that comprises the 

level of competitive conditions in the world, and the effort to securing vital sea lane 

for seaborne trade, and assistance for developing nations. Japan further highlighted 

several vital sea areas in the world which are facing challenges of safety and 

security, and the Straits of Malacca and Singapore being one of them. In order to 

meet the challenges of ensuring safety and securing such sea area, close 

co-operation is needed. In this regard, the Co-operative Mechanism in the Straits of 

Malacca and Singapore has become the only framework which is suitable for this 

type of co-operation between governments and industries; therefore there is an 

important need to sustain this system, in particular to ensure safety of navigation 

along the Straits.  

 

 発表において日本は、国際海運の重要性と持続可能な国際海運にとって重要な事項、

すなわち、世界における平等な競争条件、海上貿易にとって死活的な海上交通路を確

保するための努力及び発展途上国への支援、を強調した。さらに日本は、世界におけ

る重要海域のいくつかが安全に関する課題に直面しており、マラッカ・シンガポール

海峡もその一つであると強調した。このような海域における安全を確保するという課

題に対応するため、緊密な協力が必要である。この関連で、マラッカ・シンガポール

海峡における協力メカニズムは、各国政府及び産業界の間でのこの種の協力に適した

唯一の枠組みとなってきており、それゆえに、とりわけマ・シ海峡における航行安全
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確保するためにも、このシステムを維持していくという重要な必要性がある。 

 

3.8.2  In the Co-operative Mechanism, Japan highlighted their Government’s 

continuous support and in-kind contributions by providing financial support to the 

ANF and through in-kind contributions of technical assistances to the littoral States. 

Japan made a new proposal for the in-kind co-operation by the Japanese 

Government that is through sustaining and maintaining AtoNs along the Straits. 

Japan plans to conduct the preliminary survey of 2 AtoN respectively in 2010 and 

2011, and to also provide capacity building course on AtoN in 2011. Moreover, 

Japan highlighted several key points for a sustainable ANF system, through 

providing stable contributions to the ANF, introducing know-how and ideas of user 

States and private sectors, and also to provide assistance to the littoral States.    

 

協力メカニズムに関して日本は、航行援助施設基金への財政的支援の提供と沿岸３

カ国への技術的支援の人的貢献による日本政府の継続的な支援と人的貢献を強調し

た。また、日本政府によるマ・シ海峡の航行援助施設を維持するための人的協力に関

する新たな提案を行った。日本は、2010年と2011年に２つの航行援助施設に関する予

備調査をそれぞれ実施するとともに、航行援助施設に関する人材育成コースを2011

年に提供することを計画している。さらに日本は、航行援助施設基金への安定的な拠

出、利用国や民間セクターのノウハウやアイデアの紹介及び沿岸国への支援など、持

続可能な航行援助施設基金制度のために重要となるいくつかの点を強調した。 

 

3.9.  During the discussion, littoral States thanked the Australian and Japanese 

Government for their proposal and the views presented. On the UKCM, the Forum 

suggested that the next TTEG could explore the possibilities of applying it in the 

Straits of Malacca and Singapore. Additionally, with regard to the Japanese 

proposal for a sustainable mechanism in the context of AtoN maintenance and 

replacement, the Forum noted that the littoral States, user States, and other 

stakeholders could help develop the way forward. Singapore highlighted that 

Japan’s presentation shows that significant progress has been made by the 

Co-operative Mechanism to enhance the safety of navigation in the Straits.  

 

 議論において、沿岸３カ国は、オーストラリア及び日本両政府から行われた提案と

見解の表明に謝意を示した。船底下余裕水深管理（UKCM）に関してフォーラムは、

次回のTTEGでマ・シ海峡において本システムを利用することの実現可能性を検討し

ても良いかもしれないと提案した。加えて、航行援助施設の維持・更新に関連した持
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続可能なメカニズムのための日本からの提案に関して、フォーラムは沿岸３カ国、利

用国及び他の利害関係者が事態を進展させるのに役立つであろうことを確認した。シ

ンガポールは、日本の発表はマ・シ海峡における航行安全を強化するため協力メカニ

ズムにより重要な進展が遂げられてきたことを示していると強調した。 

  

4. SESSION 3: MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE STRAITS  

  

4.1.  Session 3 was chaired by Mr. Yudustar, Director for Sea and Coast Guard, 

Ministry of Transportation Republic of Indonesia.  

 

セッション３は、インドネシア海運総局海上警備救難局ユドスター局長が議長を務

めた。 

 

Agenda Item 3.1 : Initiatives to Enhance Environmental Protection in the Straits   

 

 議題3.1 マラッカ・シンガポール海峡の環境保全を強化するための取組 

 

4.2.  Malaysia presented an update on Co-operation and Capacity Building on 

Hazardous and Noxious Substance (HNS) Preparedness and Response (Project 2 of 

the Co-operative Mechanism). The presentation appears as Annex 14.   

 

マレーシアは、協力メカニズムのプロジェクト２であるマ・シ海峡における危険有

害物質（HNS）に対する予防・対応に関する協力及び人材育成の実施状況について

新の状況を説明した。説明については、アネックス14として添付の通り。 

 

4.2.1  Malaysia informed the Forum that the objective of this Project is to enhance 

marine environment protection in the Straits by enhancing the preparedness and 

response capability of the littoral States against any ship-sourced pollution incidents 

by hazardous and noxious substances (HNS). Malaysia stressed the importance to 

establish common HNS databank, common standard operation procedure to 

response on any HNS incidents. It was equally important that response centres in 

the Straits be developed, which will involve the procurement of specialized 

equipment and training of personnel to enhance preparedness and response 

capabilities of the littoral States towards any HNS incident. The initial estimated 

cost for the whole of Project 2 was USD 3.5million.  
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マレーシアはフォーラムに対し、本プロジェクトの目的は、あらゆる船舶起因によ

る危険有害物質(HNS)の汚染事案に対し、沿岸国の予防・対応能力を向上させること

により、海洋環境保全を向上させることであると報告した。マレーシアは、HNSデー

タバンクの作成、あらゆるHNS事案に対応するための標準運用手続きを策定すること

の重要性を強調した。あらゆるHNS事案に対して、沿岸国の予防・対応能力を向上さ

せるための特別な設備やトレーニングを包含した対応センターを海峡内に設立する

ことの重要性も同様に強調された。プロジェクト２の当初予算額は、3.5百万USドル

である。 

 

4.2.2  Malaysia also highlighted the contributions made by China and USA for 

conducting the assessment study in 2007. The USCG also conducted a HNS 

awareness course for personnel from the littoral States and provided a model on 

standard operating procedure for HNS response. Additionally, Australia contributed 

technical expertise on the establishment of the HNS Databank and the methodology 

to develop a computer-based risk assessment, and also funded for HNS Spill Risk 

Assessment in 2008. Currently, Malaysia is consultation with IMO for the 

utilization of the IMO Straits Fund for the procurement of the HNS Databank and 

computer based risk assessment model proposed by Australia. China informed the 

Forum of her plan to conduct a “train the trainers” course in 2011.   

 

マレーシアは、また、2007年に実施された評価調査への中国及び米国による支援を

強調した。米国沿岸警備隊は、沿岸国の参加者に対しHNS認識コースを実施し、HNS

対応に関する標準運用手続きのモデルコースを実施した。オーストラリアは更に、

HNSデータバンクの開発、コンピューターに基づく危険評価の方法に関する専門的知

見の貢献を行い、また、2008年に行われたHNS流出危険評価への財政支援を行った。 

 

4.3.  Singapore presented to the Forum an update on Study on Feasibility and 

Requirements of Emergency Towing Vessel (ETV) Service in the Straits of Malacca 

and Singapore (Project 7 of the Co-operative Mechanism). The presentation appears as 

Annex 15.  

 

シンガポールは、フォーラムに対し、マ・シ海峡における緊急時用タグボート（ETV）

サービス（協力メカニズムのプロジェクト７）に関する実行可能性及び必要性調査の

新状況を報告した。 

 

4.3.1  This project was first proposed at the 33rd TTEG Meeting for consideration, 
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and at the 34th TTEG Meeting, it was agreed that Singapore will lead the project to 

conduct a study to establish the feasibility and requirements. At the 35th TTEG 

Meeting, Singapore had presented the scope of the study. The IMO agreed in 

principle to provide funding from the IMO Straits Fund for this project. The 

presentation at this Forum was also intended to seek support and participation from 

interested user States and other stakeholders.   

 

このプロジェクトは、第33回TTEG会合時に初めて提案され、その後第34回TTEG

会合において、実行可能性及びその必要事項の調査の実施をシンガポール政府の主導

により実施することが合意されたものである。IMOは、このプロジェクトへの資金拠

出をIMO信託基金を通じて行うことを合意した。フォーラムにおいては、このプロジ

ェクトに関心のある利用国や他の利害関係者からも支援を募ることが意図された。 

 

4.3.2  The objective of the study is to develop a clear understanding of operational 

need for ETV response, including gathering statistical data for ETV modelling 

(vessel traffic casualties and meteorological/hydrographical data) and more. 

Singapore also informed the Forum that the Project would be conducted in several 

phases. The intended outcome of the study would then be a proposal on the design 

concept and modus operandi for ETV operations in the Straits.  

 

この調査の目的は、ETVモデルあるいはモデル以上の形態のための統計データ（海

難事案件数、気象/海洋情報データ）の収集を含む、ETV対応のための運用上の必要

性に関しより明確に理解を得ることである。シンガポールは、また、プロジェクトは、

いくつかのフェーズにより実施されることを表明した。調査結果は、海峡内における

ETV実施のためのデザインコンセプト及び手続きに関する提案につなげることを意

図されている。 

  

5. SESSION 4: FUTURE DIRECTIONS AND PROSPECTIVE ON NEW AREAS 

OF CO-OPERATION  

 

5.1.  Session 4 was chaired by Mr. Bebeb Djundjunan, Director for Treaties on 

Economic and Social Cultural Affairs, Ministry of Foreign Affairs Republic of 

Indonesia. In his introductory remarks he reiterated the scope of the Co-operative 

Mechanism and a brief the Forum on the historical perspective of the co-operation 

framework in the Straits. He also proposed to change the order of presentation at 

this session for effectiveness.   
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セッション4は、インドネシア外務省条約局ベベブ経済及び社会文化担当局長が議

長を務めた。はじめのあいさつでベベブ局長は、協力メカニズムの活動範囲やマ・シ

海峡における協力枠組みの歴史的全体像の概略を繰り返して述べた。また、本セッシ

ョンの効率的運営のため、発表順序の変更を提案した。 

 

Agenda item 4.1: New Areas of Co-operation in Safety of Navigation  

 

議題4.1 航行安全に関する協力における新たな分野 

 

5.2.  Malaysia and Singapore presented a Case Study of the Incident between MT 

Bunga Kelana 3 and MV Waily in the Singapore Strait. Their presentation appears 

as Annex 16 

 

マレーシア及びシンガポールは、タンカーBunga Kelana3及び商船Wailyのシンガポ

ール海峡における衝突事案について発表を行った。それらの発表は、アネックス16

に添付の通り。 

 

5.2.1  The incident occurred on 25 May 2010 where the MT Bunga Kelana 3, 

Malaysian-registered tanker, collided with MV Waily, St. Vincent and the 

Grenadines-registered bulk carrier in a location approximately 4nm off the coast of 

Tanjung Setapa, Pengerang, Johor. The collision resulted in a 2,500metric ton of 

light crude oil spilling into the sea. There were no live casualties in this incident. 

After the incident was reported, all resources from Malaysia and Singapore were 

put into high alert, and national contingency plans were conducted to contain the 

pollution. A collaborative effort was also undertaken by both Malaysia and 

Singapore that is in line with the SOP for Joint Oil Spill Combat in the Straits.   

 

マレーシア籍タンカーBunga Kelana3及びセントビンセント・グレナディーン籍商船

Wailyの衝突は、2010年5月25日マレーシア・ジョホール州のTanjung Setapaの約4海里

沖で発生した。衝突により2,500トンの軽重油が海上に流出し、死傷者は発生してい

ない。衝突の通報後、マレーシア及びシンガポールの全ての関係当局は、高度の警戒

レベルを敷き、汚染回収のための緊急時計画を実行した。マ・シ海峡内における共同

流出油対応のための標準運用手続きに従い、マレーシア及びシンガポールによる協調

作業も行われた。 
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5.2.2  A lesson learned from this incident is that shipping incidents and oil spills 

remain a huge challenge for the littoral States and there is a need for continued 

close co-operation among littoral States in this regard. It was also recognised for 

continued efforts to prevent environmental damage and disruption to shipping 

traffic in the Straits of Malacca and Singapore. The Forum noted the need for all 

parties concerned to always explore ways to further prevent shipping incidents and 

improve co-operation on oil spill response.   

 

本衝突事案からの教訓は、船舶の海難及び油流出対応は沿岸国にとって未だ大きな

課題であり、沿岸国間の緊密な協力が引き続き必要であるということである。また、

マ・シ海峡における環境に対する損害及び海上交通の混乱を防止するために、引き続

き努力していくことも確認された。フォーラムは、船舶の海難を更に防止し、油流出

事案に対する協力を向上していくための方策を全ての関係者間で常に模索していく

必要性を確認した。 

 

5.3.  Indonesia presented to the Forum a proposal for establishing Indonesian Vessel 

Traffic Service (VTS) for the Straits of Malacca and Singapore. The presentation 

appears as Annex 17.   

 

インドネシアは、マ・シ海峡におけるインドネシアによる海上交通管制(VTS)に関

する提案をフォーラムに対し発表した。発表はアネックス17に添付の通り。 

 

5.3.1.  Indonesia informed the Forum that it is in the progress of establishing a VTS 

that will commence in 2012. This idea was put forward as an answer the challenges 

of great amount of vessels passing the Straits and that there is a need for a more 

comprehensive service to complement the existing ones. The establishment of VTS 

is expected to bring greater contribution to the safety of navigation for users of the 

Straits. In this regard, Indonesia has laid out a timeline for implementation 

beginning in 2009 until 2012. Therefore an open co-operation with other littoral 

States and user States are expected in the areas of capacity building and harmonize 

the operation of the VTS of the littoral States’.  

 

インドネシアは、2012年に開始する海上交通管制(VTS)の進捗状況について報告を

行った。これは、海峡内を航行する膨大な数の船舶に対し、既存の海上交通管制を補

完するためのより包括的な管制が必要であるとの問いに答えるものである。VTSの設

立は、マ・シ海峡利用者のための航行安全の確保により大きな貢献をもたらすもので
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あると期待される。これに関しインドネシアは、設立実施に向けた2009年から2012

年までの計画を示した。人材育成やVTS運用のための調和などの分野において、他の

沿岸国や利用国との開かれた協力が望まれている。 

 

5.4.  As a follow up to the discussions that was brought up during the 2nd Co-operation 

Forum, the RTisa represented by the ICS were invited to provide a detailed 

presentation on their proposal on safety of navigation. The presentation appears as 

Annex 18.  

 

第2回協力フォーラム時に行われた議論のフォローアップとして、国際海運団体ラ

ウンドテーブルを代表してICSは、航行安全に関するパネルの提案の詳細について発

表した。発表はアネックス18に添付の通り。 

 

5.4.1.  ICS informed the Forum that the 35th TTEG Meeting has agreed to further 

consideration of their project proposal regarding the “Review and Enhancement of 

Measures in the Straits of Malacca and Singapore for the Safety of Navigation and 

the Protection of the Marine Environment”, in particular the project “analysis of 

marine accidents and incidents in the Straits of Malacca and Singapore”. It was also 

agreed at the 35th TTEG Meeting to establish a Technical Working Group to further 

develop the proposed assessment of accidents and incidents. The 35th TTEG also 

agreed to the time schedule for the project implementation. The project would begin 

in November 2010 and require the littoral States to provide information regarding 

accidents/incidents reported from 1999 to 2010, with a deadline on 28 February 

2011. Data gathering would also proceed by analyzing information received from 

the littoral States in a period of March to July. The completion of the work is 

expected on 1 September 2011, to set enough time for it to be presented at the 36th 

TTEG Meeting (October 2011 in Malaysia).  

 

ICSは、第35回TTEGにおいて「マ・シ海峡における航行安全及び環境保全の確保の

ための方策の見直し及び改善」、特に「マ・シ海峡内における海難事案の分析」に関

するプロジェクトを更に検討することに合意したことをフォーラムに対し報告した。

また、第35回TTEGでは、海難事案に関する提案された分析を進めるために技術作業

部会を設立することにも合意した。さらに、プロジェクト実施のためのスケジュール

についても合意した。プロジェクトは、2010年11月に開始し、沿岸国に対し、2011

年の2月28日までに1999年から2010年の間に報告された海難事案に関する情報を提供

することを求めている。データ収集に続いて、2011年3月から7月の間は、収集データ
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の分析が行われる予定である。作業は、2011年の10月にマレーシアにおいて開催され

る第36回TTEG会合において報告ができるよう2011年9月1日に完了することを見込ん

でいる。 

 

5.5.  The Forum commended the shipping industry for their support and contribution 

to the Co-operative Mechanism. The presentation made has also shown a clear and 

workable plan to conduct in a manner appropriate to all. Singapore specifically 

highlighted the value and timeline of the review given that the traffic measures in 

the Straits of Malacca and Singapore were first established more than 25 years ago. 

The holistic and comprehensive review as recommended in by the Industry would 

help take into consideration future traffic projections such as volume, composition, 

pattern, goods carried, as well as changes in technological advancements on board 

ships, as well as navigational aids on shore and off shore, including developments 

in the MEH Project. Hence, Singapore reiterated that participation in the review 

should not be confined to just the littoral States and the Industry, but should also 

include user States. For this reason, Singapore encouraged user States to provide 

technical expertise or assigning technical experts where possible.  

 

フォーラムは、協力メカニズムに対する国際海運団体の支援及び貢献について賞賛

した。国際海運団体からのプレゼンテーションは、明確かつ実施可能な計画について、

聴衆に対し適切に示すものであった。シンガポールは特に、マ・シ海峡の海上交通管

制は、設立から既に25年が経過していることに鑑み、見直しの価値及び計画を強調し

た。国際海運団体によって奨励された全体的で包括的な見直しは、交通量、構成、パ

ターン、運送されている物、船上における技術的な進化やMEH（海上電子ハイウェ

ー）を含む陸上及び海上における航行援助施設などの将来の海上交通予測を考察する

のに役立つであろう。故にシンガポールは、見直し作業への参画は、沿岸国及び海運

団体に限らず利用国も含めるべきであることを強調した。このような理由からシンガ

ポールは、利用国からの専門的知見及び専門家の派遣を奨励した。 

 

Agenda item 4.2: New Areas of Co-operation in Environmental Protection  

 

 議題4.2 環境保全に関する協力における新たな分野 

 

5.6.  Indonesia presented to the Forum a brief proposal on Oil Spill Response 

Stockpile in the Straits. The presentation appears as Annex 19.  
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インドネシアは、マ・シ海峡における流出油対応のための予備資機材に関する提案

をフォーラムに対し行った。発表についてはアネックス19として添付の通り。 

 

5.6.1.  The main purpose of this proposal is to establish a rapid and effective action 

to overcome oil spill accident in order to minimize the damage to the marine 

environment. This proposal will also take into account the existence of the SOP for 

Joint Oil Spill in the Straits and also the Revolving Fund Committee that funds it.  

 

この提案の主たる目的は、油流出時の海洋環境への損害を 小化するために迅速か

つ効果的な対応を確立するためのものである。この提案は、海峡内の油流出時におけ

る共同防除対策のための標準運用手続きやそれに資金を提供する回転基金委員会に

ついても考慮がなされる。 

 

5.7.  As a follow up to the discussions that was brought up during the 2nd Co-operation 

Forum, the shipping industry represented by the INTERTANKO were invited to 

provide a detailed presentation on their proposal on environmental protection. The 

presentation appears as Annex 20.  

 

第2回協力フォーラム時に行われた議論のフォローアップとして、国際海運団体を

代表してINTERTANKOは、環境保全に関する提案の詳細についてプレゼンテーショ

ンを行った。発表についてはアネックス20に添付の通り。 

 

5.7.1  INTERTANKO informed the Forum that their proposal on environmental 

protection has been discussed in detail at the 35th TTEG Meeting. The objective of 

the proposal is to work together towards mutual objective of enhancing 

environmental protection in the Straits of Malacca and Singapore by co-operation 

and capacity building through the development of a common environmental action 

plan. The 35th TTEG Meeting supported further consideration of the project 

proposal on port reception facilities, establishment of a Technical Working Group, 

and the proposed project activity and time schedule for the project implementation. 

This project is expected to be carried out soon after the littoral States have 

appointed their national focal points in order to start data collection from the littoral 

States. Results are expected by April 2011 to set out sufficient time for the progress 

to be reported at the 36th TTEG Meeting.   

 

INTERTANKOは、第35回TTEGにおいて、その詳細が議論された環境保全に関する
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提案について報告を行った。提案の目的は、共通の環境保全計画を通じた協力や人材

育成により、マ・シ海峡の環境保全に向けて相互に努力していくことである。第35

回TTEGは、港湾受入施設、技術専門家グループの設置、プロジェクトの実施に向け

た適切な作業計画及びタイムスケジュールの更なる検討について支持した。これらは、

沿岸国からのデータ収集を行うためのフォーカルポイントが決定された後すぐに実

施される予定である。結果は、第36回TTEGにおいて十分な時間的な余裕をもってそ

の進捗を報告できるよう2011年4月までに完了することを見込んでいる。 

 

5.8.  The Forum noted that Indonesia’s proposal was similar to the proposal from the 

Industry and that Industry could work together with Indonesia on areas of 

co-operation in responding to an oil spill incident and oil spill cap. The IMO also 

showed their support for Indonesia’s proposal but requested that it should first be 

tabled and discussed thoroughly at the TTEG to provide the necessary terms and 

references of the project. The Forum noted Indonesia’s proposal to be delivered at 

the next TTEG for consideration.  

 

フォーラムは、インドネシアの提案は、海運団体からの提案と類似しており、両者

は、油流出対応に関し協力できることを確認した。IMOは、インドネシアの提案を支

持したが、プロジェクトに必要なTORをまずはTTEGにおいて十分に検討すべきある

ことを要請した。フォーラムは、インドネシアの提案は、次回TTEGで検討されるこ

とを確認した。 

 

5.9.  On the discussion of the shipping industry’s proposal on environmental protection, 

the Forum commended the presentation on the detailed proposal by the Industry. 

The Forum also noted the identification of approaches presented to it, and 

possibilities to explore the existing mechanism and co-operation further.   

 

環境保全に関する国際海運団体からの提案に関する議論に関し、フォーラムは、同

団体からの詳細なプレゼンテーションを賞賛した。フォーラムは、また、提案された

計画、既存のメカニズムや更なる協力を模索することについても確認した。 

 

5.10.  During the deliberations of Session 4, the Forum was asked to provide an insight 

for the development of the co-operation framework in the future. Nippon 

Foundation delivered their remarks to the Forum on their perspective of the 

existing co-operation in the Straits of Malacca and Singapore. As an overview, 

Nippon Foundation observed the Co-operative Mechanism as a fundamental 
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framework for stakeholders in their co-operation to maintain safety of navigation 

and environmental protection in the Straits. Moreover, positive results were 

achieved and the works of the Co-operative Mechanism continue to progress since 

its first initiation three years ago. As a way forward to make the Co-operative 

Mechanism more successful and sustainable in a long term, Nippon Foundation 

provided a variety of approaches and development in a different perspective that 

focuses on capacity building. Nippon Foundation also informed the Forum that the 

Aids to Navigation Fund have been operating well, as one of the most important 

components of the Co-operative Mechanism and mentioned few examples In order 

to make this outstanding Mechanism more successful and sustainable in a long 

term.  

 

セッション４の議論の間、フォーラムは、将来の協力の枠組みに関して参加者から

の自由意見を求めた。日本財団は、マラッカ・シンガポール海峡における協力の枠組

みの展望について意見を述べた。要旨として日本財団は、マ・シ海峡内の航行安全及

び環境保全を関係者間の協力により維持していく上で、協力メカニズムは不可欠な枠

組みであるとしている。さらに、メカニズムが設立された３年前以降、良好な成果が

あげられ、同メカニズムは進展を続けていると述べた。協力メカニズムを長期間にわ

たってより成功しかつ持続可能なものとする方策として日本財団は、人材育成に特化

した異なる分野における進展や多様なアプローチを提案した。日本財団は、また、航

行援助施設基金が、協力メカニズムの も重要な要素の一部として良好に運用されて

いることに触れ、この傑出したメカニズムをより成功させ、長期間維持可能なものと

するためのいくつかの例を紹介した。 

 

5.11. China also thanked the littoral States for its invitation to attend the Forum. China 

also commended the work that has been done by the littoral States, user States, and 

other stakeholders including the Industry in keeping the Straits safe for 

international shipping. As a user State, China views the direction of the 

co-operation should be determined by the trend and development of the Industry in 

general. China also highlighted trends in international trade as well as advancement 

in information and technology, with the view of possible co-operation in 

developing new modern information and technology to bring safe passage in the 

Straits. China stated that they will continue to participate actively in the 

Co-operative Mechanism, through providing assistance, technically and financially 

to enhance the safety navigation and environmental protection and also efficient 

passage through the Straits of Malacca and Singapore.   
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中国は、同国に対するフォーラムへの招待を感謝した。中国は、また、国際海運に

とってマ・シ海峡の安全を維持するための沿岸国、利用国及び海運関係者を含む他の

関係者によってなされている作業を賞賛した。海峡利用国として中国は、協力の方向

性は、一般的に海運産業の動向や進歩によって決定されるべきであるとの見解を示し

た。中国は、また、情報及び技術的な発達とともに国際貿易における傾向について強

調し、海峡内における安全な航行を確保するための 新の情報や技術開発に関し協力

していくことの可能性についても見解を述べた。中国は、マラッカ・シンガポール海

峡における航行安全、環境保全及び効果的な通航を向上させるための技術及び財政的

な支援を通じて、協力メカニズムに積極的に参画し続けていくことを明らかにした。 

 

5.12.  Singapore thanked China for its candid assessment on the apparent lack of 

direction in the Co-operative Mechanism. Singapore explained that when it was 

first launched, the overriding concern was on establishing a sustainable framework 

for co-operation.  In this regard, Singapore noted there has been concrete progress 

in the ANF and Straits Projects.  Going forward, the review and enhancement of 

measures to improve navigational safety and environmental protection in the Straits 

would be critical for further co-operation under the Co-operative Mechanism. The 

proposals by the Industry should be regarded as concrete products towards the 

review of measures in the Straits. The review of measures was a major effort 

towards enhancing the navigational safety and environmental protection of the 

Straits and could serve as a platform to develop a master plan or roadmap for future 

ideas, initiatives and directions of co-operation under the Co-operative Mechanism. 

Hence, Singapore encouraged the user States and other stakeholders to participate 

in the review and enhancement of measures to improve navigational safety and 

environmental protection in the Straits of Malacca and Singapore.  

 

シンガポールは、協力メカニズムにおける明確な方向性の欠如に関する中国の率直

な評価に感謝した。シンガポールは、メカニズムが設立された当初の一番の懸念は、

協力のための持続可能な枠組みを設立することであったと説明した。これに関しシン

ガポールは、航行援助施設基金及びマ・シに関するプロジェクトにおいて確固たる進

歩がみられることを確認した。更に進歩するためには、海峡内における航行安全及び

環境保全の改善のための方策の見直しが、協力メカニズムの下での更なる協力の柱と

なるであろう。海運団体からの提案は、海峡における方策の見直しに向けた具体的な

ものとして考慮されるべきである。方策の見直しは、海峡の航行安全及び環境保全の

改善に向けた主要な取組であり、将来の計画のためのマスタープランやロードマップ
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の策定、協力メカニズムの下でのイニシアティブや協力の方向性を進展させるための

土台となるであろう。故に、シンガポールは、利用国及び他の利害関係者が、マ・シ

海峡における航行安全及び環境保全の改善に向けた方策の見直し及び向上のための

取組に参画することを奨励したいと述べた。 

 

5.13. IMO stated that in a similar way delivered by other speakers in the Forum, the 3rd 

Co-operation Forum has brought us to a new phase. Starting off with small projects, 

now with new projects that addresses more elaborate issues in safety and 

environment, the Co-operative Mechanism has addressed and identified the root 

causes of the issues concerned. The concept of virtual AtoN also came to mind in 

order to reduce maintenance of the AtoN by replacing it with new technologies. 

This is the concept for the future, and that IMO is looking forward into the 

co-operation that is aimed at it.  

 

IMOは、フォーラムにおける他の発言者と同様に、第3回協力フォーラムは新たな

段階に発展したと述べた。小さなプロジェクトから始まった協力メカニズムは、航行

安全及び環境保全の原因を議論、認識する場として、今やより協調することを根差し

た新しいプロジェクトも含まれている。仮想航行援助施設のコンセプトもまた、航行

援助施設の更新作業の軽減するための新しい技術として考えられている。これこそが、

IMOが将来、協力を期待しているものである。 

 

5.14. India also thanked the littoral States for inviting them to the Forum, and conveyed 

India’s continuous participation and contribution to the Co-operative Mechanism.   

 

インドもまた、フォーラムへの招待を感謝するとともに、フォーラムに対するイン

ドの継続的な参加及び貢献を約束した。 

 

5.15. ICS on behalf of the RTisa thanked the Government of the Republic of Indonesia 

as both the hosts and Chairman of the 3rd CF, and thanked the littoral States for 

inviting the RTisa to actively engage in the Forum. The RTisa further stated that 

the positive dialogue and response to the two proposals demonstrate the common 

objectives that the littoral States and the international shipping have for enhancing 

safety of navigation and marine environmental protection in the Straits, and the 

RTisa hopes that the spirit of co-operation and the proactive and progressive work 

undertaken during the 3rd CF will be carried forward over the coming months as we 

set about our tasks on the two endorsed.  
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国際海運団体ラウンドテーブルを代表してICSは、第3回協力フォーラムのホスト及

び議長を務めたインドネシアに感謝の意を述べるとともに、同団体のフォーラムへの

積極的な関与を奨励した沿岸国に対しも謝意を述べた。さらに、国際海運団体は、２

つの提案に対する前向きな議論及び反応は、マ・シ海峡の航行安全及び環境保全を強

化することが沿岸国及び国際海運団体の共通の目標であることを示していると述べ

るとともに、第3回協力フォーラムを通して実施された積極的かつ革新的な作業、協

力の精神が、支持された２つの提案に関する業務を実施するにあたっての今後数カ月

においても維持されることを期待した。 

 

5.16. Singapore and Malaysia also thanked all participants at the Forum for their 

support and continuous co-operation.  

 

シンガポール及びマレーシアは、フォーラム全ての参加者の支援及び継続した協力

に対し感謝の意を述べた。 

 

Summary of Outcomes of Discussions on Perspective of Co-operation  

 

5.17. The main outcome of this discussion was to agree that the Forum will explore 

other possible areas of co-operation taking into account comments and proposals 

raised at the 3rd Co-operation Forum which include but not limited to: 

 

この議論の主な成果は、以下に列挙する第３回フォーラム開催中に挙げられたコメ

ントや提案を考慮することによって他の可能性のある分野での協力をフォーラムと

して模索していくことについて合意が得られたことである。ただし項目はこれに限定

されるものではない。 

 

a. Exploring the possibilities developing new information technologies for        

co-operation in the Straits;  

 

マ・シ海峡における協力として、新しい情報技術の開発の可能性を模索すること。 

 

b.  Consider positively the proposal by Japan of their in-kind contribution in the 

Straits Projects;  

 

マ・シ海峡プロジェクトにおける日本からの物的支援に関する提案について積極
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的に検討すること。 

 

c.  Further discuss the best practice shared by Australia regarding the UKCM at the 

36th TTEG;   

 

オーストラリアから共有された船底下余裕水深(Under Keel Clearance)の管理に関

する実例を第36回TTEGにおいて更に協議すること。 

 

d.  Requested Indonesia to provide detailed terms and reference regarding their 

proposals on VTS and oil spill stockpile at the 36th TTEG for further 

consideration;   

 

第36回TTEGにおいて更に考察するため、VTS及び流出油の保管に関する詳細な

TORの提出をインドネシアに要求したこと。 

 

e.  Encourage direct funding to the ANF;  

 

航行援助施設基金への資金拠出を奨励すること。 

 

f.  Explore the possibilities to provide more capacity building efforts in the Straits; 

and  

 

マ・シ海峡に関連するより多くの人材育成支援を提供することを模索すること。 

 

g.  Encourage the user States and other stakeholders to participate in the review and 

enhancement of measures to improve navigational safety and environmental 

protection in the Straits of Malacca and Singapore, since the review could serve as 

a platform to develop a master plan or roadmap for future ideas, initiatives and 

directions of co-operation under the Co-operative Mechanism.  

 

 再検討は、協力メカニズムの下での協力の将来的なアイデア、イニシアティブや

方向性のためのマスタープランやロードマップを生み出す枠組みとなることから、

利害国や他の利害関係者に対し、マ・シ海峡における航行安全及び環境保全の改善

に向けた方策の見直しへの参画を呼びかけること。 
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6. CLOSING OF THE FORUM  

 

Adoption of Report  

 

6.1. The Forum considered and adopted this Report of the Meeting.  

 

フォーラムは、会議レポートを検討し、採択した。 

  

Closing of the Forum  

 

6.2.  The Chairman thanked all delegations for their positive contributions and support 

for making the 3rd Co-operation Forum a success. The results achieved in the 

Forum has again demonstrates the close co-operation of the littoral States, and 

positive commitments from user States and other stakeholders from the 

international maritime community in managing the Straits of Malacca and 

Singapore.  

 

議長は、全ての代表団による積極的な貢献と協力により第3回協力フォーラムが成

功を収めたことに対し謝意を表明した。フォーラムでの成果は、沿岸国の緊密な協力、

利用国及びマ・シ海峡に関連する国際海運団体を始めとする他の利害関係者からの積

極的な姿勢を示すものであった。 

 

6.3.  The 4th Co-operation Forum would be held in Malaysia in 2011, with the details 

on the date and venue to be communicated at a later date.  

 

第4回協力フォーラムは、2011年にマレーシアで開催される予定であり、日付や場

所についての詳細は追って連絡される。 
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レポート３ 

第 5 回航行援助施設基金委員会 

（2010 年 10 月 11 日・12 日） 
 
１ 背景 
 
 マラッカ・シンガポール海峡における航行安全及び環境保全の確保・強化の

ため、海峡沿岸国のみならず利用国等の関係者も参画して取り組むための新た

な枠組みである「協力メカニズム（Co-operative Mechanism）」を構成する３

つの要素のひとつに「航行援助施設基金（Aids to Navigation Fund）」が位置づ

けられている。 
 航行援助施設基金は、海峡利用国やマ・シ海峡に関係を有する団体から拠出

された資金により組成・運用され、マ・シ海峡内の TSS（航行分離帯）に設置

されている 51 の主要な航行援助施設の維持・更新のために活用されることとさ

れている。 
 この航行援助施設基金の運営状況を確認するとともに、各年ごとの資金配分

計画等を検討・決定するため、海峡沿岸国及び資金拠出国等をメンバーとする

航行援助施設基金委員会が 2008 年 4 月から開催されている。 
 
 なお、日本財団は、基金の設立当初 5 年間における所要費用の 3 分の 1 を拠

出する旨を表明しており、航行援助施設の現況調査の段階から継続して多額の

資金を拠出している。また、日本船主協会等の我が国関係団体も（財）マラッ

カ海峡協議会を通じて資金の拠出を行っている。 
 

2009 年 10 月に開催された第 4 回基金委員会において、基金委員会は年１回

の開催とされたことから、前回以降の基金の状況を把握するとともに、2011 年

の資金配分計画等を決定するため、2010 年 10 月にマレーシアのランカウイ島

において第 5 回基金委員会が開催された。 
 
 
２ 出席者 
 
 沿岸三カ国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール） 
 中 国 
 マラッカ海峡協議会 
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 中東航行援助サービス（MENAS） 
 日本財団 
日 本（国土交通省）（オブザーバー） 

 
 
３ 概要 
 
（１）基金の運営・資金拠出の状況 
 
 事務局を務めたマレーシア海事局から、2009 年 10 月以降基金に対して以下

の通りの拠出が行われたことが報告された。 
・2009 年分拠出として 
 IMO から 0.5 百万 US ドル、韓国から 0.08 百万 US ドル 
・2010 年分として 
 日本財団から 1.39 百万 US ドル、マラッカ海峡協議会から 0.5 百万 US ドル、

韓国から 0.09 百万 US ドル、中国から 0.25 百万 US ドル、サウジアラビア

から 0.1 百万 US ドル、アラブ首長国連邦から 0.1 百万 US ドル 
 
 また、2010 年末で 3 年間ごとの持ち回りとされている基金の管理国及び事務

局の交代時期を迎えることから、今回に限りマレーシアが管理国及び事務局を

務める期間を 2012 年末までの 2 年間延長することとされた。 
 さらに、基金に対する資金拠出により、中国、サウジアラビア、インド及び

IMO がオブザーバーから基金委員会の正式メンバーとなった。 
 
（２）2010 年第 3 四半期までの作業報告及び 2010 年第 4 四半期と 2011 年の

作業計画・資金配分計画 
 
 沿岸三カ国から 2010 年第 3 四半期までの航行援助施設に係る維持・更新業務

の実施結果が報告されるとともに、同年第 4 四半期及び 2011 年の作業計画が報

告された。 
また、事務局より航行援助施設基金の口座残高が 2.787 百万 US ドルである

ことが報告された。 
 
 作業計画を踏まえて、2011 年の必要予算額について沿岸各国から説明が行わ

れ、インドネシアからは 4.184 百万 US ドル、マレーシアからは 1.295 百万 US
ドルとの額が示された。 
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（シンガポールについては、管理する 5 つの航行援助施設の維持管理を独自の

予算で行い、基金の活用は行わない旨を表明した。） 
 続いて資金配分計画について検討が行われたが、2011 年の全体予算について

はなお詳細な検討が必要であるとされ、次回の基金委員会において再度協議す

ることとなった。 
このため、基金委員会として 2011 年第 1 四半期のみの資金配分計画を以下の

通り承認した。 
・インドネシア  0.365 百万 US ドル 
・マレーシア   0.597 百万 US ドル 
・委員会事務局  0.043 百万 US ドル  （合計 1.005 百万 US ドル） 

 
なお、基金を活用しての活動がより容易に理解できるよう、基金委員会への

報告に当たっては標準的な様式を定めるとともに、当初作成した 10 年間の作業

計画と作業実績とを比較する資料を作成するべきである、との問題提起がなさ

れた。 
 
（３）次回委員会の開催等 
 
 基金委員会は、以前のように今後は年 2 回（第 1、第 3 四半期）開催されるこ

ととなり、次回の基金委員会は、2011 年の第 1 四半期にマレーシアで開催され

ることが決定された。 
 また、マレーシアより「協力メカニズム」の下での活動を広く周知するため

立ち上げることとされているウェブサイトの準備状況について報告が行われた。 
 
 
４ 考察 
 
 今回の第５回航行援助施設基金委員会は、懸案であったインドネシアの受入

口座開設が 2009 年 8 月に完了して約１年後、航行援助施設基金がその想定され

た機能をほぼ１年の間本格的に果たしてきた中で開催された。 
 そのような意味では、これまでの立ち上げ段階の委員会から、安定的な運用

を行っていくための委員会との位置づけがなされた 初の基金委員会でもあっ

た。 
 
 会議の前半では前回の基金委員会以降に行われた基金に対する拠出が報告さ

れた。これまでに拠出を表明していた国等の他に、サウジアラビア、中国から
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も新たに資金拠出が行われたことが確認された。（中国の拠出に関しては、プロ

ジェクト４（潮汐・風向等測定システム）に要する費用に優先的に使用される

との留保付き。） 
これにより、これまでオブザーバー参加であったいくつかの国等が基金委員

会の正式メンバーとなったことは、基金に係る活動の裾野を広げていく上でプ

ラスに作用することが期待できる。 
ただ一方で、今回の基金委員会はこれまででもっとも少ない出席国・機関等

で開催されており、安定的な運用に伴って航行援助施設基金への関係者の関心

が薄れることのないよう留意する必要がある。 
 
 また、今回の基金委員会における懸案事項の一つは、３年間毎に沿岸３カ国

が持ち回りで務めることとされており設立当初よりマレーシアが務めてきてい

る基金の管理国及び事務局の任期が、2010 年末で終了することに伴う基金管理

の引き継ぎであった。 
 この点については、基金設立から３年とはいうものの本格的な運用が開始さ

れてからは未だ１年余りであり、より多くの拠出者と資金を獲得するためにも、

継続した安定的な運営を優先させることが重要であるとの判断から、特例とし

てマレーシアが管理国及び事務局を務める期間を２年間延長することで決着し

た。 
 
 前回の第４回基金委員会では、今後の委員会開催は年１回とすることが確認

されたが、今回の第５回委員会の議論の中で、やはり当面は年２回開催とする

ことが望ましいとの見解が示され、次回以降は毎年第１四半期と第３四半期の

２回ずつ開催されることとなった。 
 今回は初めて前回の基金委員会から１年後の開催となり、作業報告について

は 2010 年の第３四半期までと通年での作業結果が得られない中で、今後の作業

計画と資金配分計画については、2010 年第４四半期に加えて 2011 年の通年分

も検討・了承しなければならなかったことを踏まえての変更である。 
これについては、（一部資料の参加者への配布が会議当日まで遅れたこともあ

り）これまでの作業結果に対する十分な検証・評価が十分行えないまま、次年

度１年間の基金からの資金配分を決めてしまうことについての懸念が、主に資

金拠出者側からの意見として示された。また、検証・評価を容易にし基金運用

の透明性と説明責任を向上させるとの観点からは、沿岸各国からの作業結果及

び作業計画の報告について、その費用項目についても理解しやすい標準的な様

式によることが望ましいとの見解も示された。 
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 今後は、年に２回基金委員会を開催する中で、基金からの資金を活用して行

われる航行援助施設の維持・更新作業については、その費用細目をできるだけ

明確かつ詳細に委員会に報告することにより、基金運営についての透明性を高

めるとともに資金拠出者への説明責任を向上させていくことが重要であると考

えられる。 
 これらの取り組みを通じて、航行援助施設基金の運用に対する信頼性が高ま

ることにより、より多くの拠出者の参画も期待できることとなる。 
 今回の基金委員会でマレーシアから報告のあった「協力メカニズム」のウェ

ブサイトを立ち上げその中で基金の運営状況を公開していくことも、航行援助

施設基金の透明性・信頼性向上の一助となることが期待される。 
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FIFTH AIDS TO NAVIGATION FUND (FUND) COMMITTEE MEETING  

UNDER THE COOPERATIVE MECHANISM IN THE STRAITS OF 

MALACCA AND SINGAPORE HELD AT THE MERITUS PELANGI BEACH 

RESORT & SPA, LANGKAWI, KEDAH, MALAYSIA  

FROM 11 TO 12 OCTOBER 2010  

 

REPORT OF THE MEETING 

 

1. OPENING OF THE MEETING 

1.1. The fifth meeting of the Aids to Navigation Fund (ANF) Committee under the 

Cooperative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore (Straits) between 

the littoral and user States was held from 11 to 12 October 2010 at the Meritus 

Pelangi Beach Resort & Spa, Langkawi, Kedah, Malaysia.  

「マラッカ・シンガポール海峡における協力メカニズム」の下での、沿岸３カ国と利

用国による「第５回航行援助施設基金委員会（以下、「基金委員会」という。）」は、２

０１０年１０月１１日及び１２日に、マレーシア・ケダ州ランカウイ島の「メリタス・

ペランギ・ビーチリゾート＆スパ」において開催された。 

1.2. The meeting was attended by representatives from the three littoral States; 

Indonesia, Malaysia and Singapore; and representatives from the People’s Republic 

of China, Malacca Strait Council (MSC), Middle East Navigation Aids Service 

(MENAS) and the Nippon Foundation. The meeting was also attended by the 

observer from Japan. The list of participants is in Annex 1. 

会議には、沿岸３カ国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール）、中華人民共

和国、マラッカ海峡協議会（ＭＳＣ）、中東航行援助サービス（ＭＥＮＡＳ）及び日本

財団の代表団が出席した。また、オブザーバーとして、日本が出席した。出席者一覧に

ついては、アネックス１を参照。 

1.3. During the opening of the meeting, the Chairman of the Fund, Dato’ Captain 

Ahmad Othman expressed his appreciation and thanked the participants for 

attending the meeting. He further welcomed the delegates to Langkawi Island and 
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hoped delegates could find the time to visit popular tourism sites in Langkawi. The 

Chairman also thanked all contributors for their continued commitments and 

contributions to the Fund and expressed his hope for the contributions to continue. 

会議の開会に当たり、議長であるマレーシア半島海事局長アーマド・オスマン氏は、

関係者の出席に対し謝意を述べた。また、代表団のランカウイ島への来訪を歓迎すると

ともに、島内の観光地も訪問していただければありがたいと述べた。さらに議長は、全

ての資金拠出者によるこれまでの継続した関与と貢献に感謝するとともに、引き続きの

拠出に対する期待を述べた。 

1.4. Apart from thatThe Chairman took the opportunity to also mention the theme of the 

World Maritime Day that is “2010: Year of The Seafarer”, and highlighted the 

importance to pay tribute to the world’s seafarers for their unique contribution to 

society and towards the growth of the world’s economy.  

議長は続けて、世界海事デーのテーマである「２０１０年：船員の年」に言及し、世

界中の船員による社会と世界経済の成長に対する独特な貢献に対し敬意を表すること

の重要性を強調した。 

1.5. Malaysia thanked all participants for their attendance at the meeting and welcomed 

them to Langkawi Island. Malaysia expressed that it looked forward to continue to 

work together with fellow littoral States and contributors in the Fund Meeting.  

 マレーシアは、全参加者の会議への出席について感謝するとともにランカウイ島への

来訪を歓迎した。また、基金委員会において他の沿岸国及び資金拠出者と取組を続けて

いくことができることを大変喜ばしく思うと述べた。 

1.6. Indonesia and Singapore thanked the Chairman of the Fund on his wisdom and 

leadership in chairing the ANF Meeting since the inception of the Fund in 2008 and 

to Malaysia for hosting the meeting and for making all the arrangements. They 

thanked and welcomed other participants; particularly the contributors present at 

the fifth ANF Meeting for their continuous support and contribution to the Fund 

and expressed hope for a positive and fruitful discussion on the operation of the 

Fund.  

及びシンガポールはそれぞれ、２００８年の基金創設以来、賢明さとリーダーシップを

もって会議を進行している議長に感謝するとともに、会議を主催し諸準備を担ったマレ

ーシアに対し謝意を述べた。また、その他の基金委員会参加者、特に、第５回基金委員

会に出席している資金拠出者に対し、基金に対する継続的な支援及び資金拠出について
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謝意を述べるとともに、基金の運営に関し積極的かつ建設的な議論が行われることを期

待すると述べた。 

1.7. The Nippon Foundation expressed its appreciation to the littoral States and looked 

forward to explore further collaboration and cooperation with the littoral States on 

the Fund activities, in particular on the importance of the capturing more attention 

and interest of potential contributors as well as the public in the Fund.  

 日本財団は、沿岸３カ国に対し謝意を述べるとともに、特に、潜在的な資金拠出者及

び一般社会の人々の注意と関心を基金に集めることを重視しつつ、基金の活動に関する

沿岸国との協力がよりいっそう進められることを期待すると述べた。 

1.8. The People’s Republic of China, MSC and MENAS joined others in congratulating 

Malaysia for convening the fifth ANF Meeting and thanked the contributors to the 

Fund, both existing and new for the steadfast support of the Fund especially 

through the challenging period during economic crisis. In addition, they hoped to 

provide more support to the Fund by offering technical assistance, expertise and 

in-kind contributions.    

中華人民共和国、マラッカ海峡協議会及びＭＥＮＡＳもそれぞれ、他の参加者ととも

にマレーシアによる第５回基金委員会の開催を祝うとともに、とりわけ経済危機という

厳しい期間を通じての資金拠出者による基金への変わらない支援に対し謝意を述べた。

加えて、技術的な支援、専門知識及び（資金拠出以外の）直接的な貢献の提供により基

金に対するさらなる支援を行いたいと述べた。 

1.9. Japan expressed their gratitude to Malaysia and hoped the safety of navigation can 

be enhanced through better cooperation in the Straits. Japan expressed its 

preparedness to work with the littoral States by providing in-kind contributions 

through capacity bulding in the maintenance of aids to navigation in year 2011. The 

opening remarks of the respective representatives and observers are included in 

Annex 2.  

 日本は、マレーシアに謝意を述べるとともに、マラッカ・シンガポール海峡における

より良い協力を通じて、航行安全が強化されることを期待すると述べた。また、２０１

１年には航行援助施設の維持管理に関する人材育成を通じた（資金拠出でない）直接的

な貢献を行うことにより、沿岸３カ国と協働する用意があると述べた。それぞれの代表

団及びオブザーバーからの挨拶については、アネックス２を参照。 
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2. ADOPTION OF THE AGENDA 

2.1. The Committee agreed to the request of Indonesia to present a document ANF 5/5/4 
- C & S Works at the Indonesian Aids to Navigation under agenda 5 in respect of 

the request by the Nippon Foundation at the 4th ANF Committee Meeting. The 

Committee considered the provisional agenda proposed in document ANF 5/2 Rev. 

1 and ANF 5/2/1 Rev. 1 and adopted the agenda set out in Annex 3. 

 基金委員会は、第４回基金委員会における日本財団からの要請に関する文書 ANF 

5/5/4 -「インドネシアの航行援助施設に関する基礎構造調査」を議題５の中で紹介した

いとのインドネシアからの要請について合意した。基金委員会は、文書 ANF 5/2 Rev.1

及び ANF5/2/1 Rev.1 において提案された議題案を検討し、これを採択した（アネックス

３参照）。 

 

3. REPORT ON CREDENTIALS OF REPRESENTATIVES 

3.1. The Committee noted the report from the Secretariat that the credentials of all 

representatives were in proper order as per article 5 of Rules of Procedure of the 

Fund and that the Fund Committee was properly constituted. 

 基金委員会は、全ての代表者の資格が「基金運営規則」第５条の規定に従い適切であ

るとの事務局からの報告を受けるとともに、基金委員会が正当に成立したことを確認し

た。 

3.2. The Committee agreed to the proposal from the Secretariat to endorse and grant full 

membership to India, People’s Republic of China, Saudi Arabia and IMO due to 

their contributions to the Fund.  

 基金委員会は、基金に対する資金拠出により、インド、中華人民共和国、サウジアラ

ビア及びＩＭＯが基金委員会の正規メンバーとなることを支持し認めるべきであると

の事務局からの提案について合意した。 

3.3. The Committee noted that the Republic of Korea and United Arab Emirates remain 

as full members of the Fund Committee. 

 基金委員会は、大韓民国及びアラブ首長国連邦が、引き続き基金委員会の正規メンバ

ーにとどまることを確認した。 
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4. ADMINISTRATION AND OPERATION OF THE FUND 

4.1. The Committee noted the information provided by the Secretariat in document ANF 

5/4/1 Rev. 1 on the contributions from user States and other users of the Straits, as 

follows :- 

基金委員会は、以下のとおりの利用国や利用者からの資金拠出に関する文書 ANF 

5/4/1Rev.1 についての事務局からの報告を確認した。 

4.1.1. IMO’s contributions of US$ 50,000 for 2009;  

ＩＭＯから、2009 年分として 50,000 US ドルの拠出を受領したこと。 

4.1.2. The contributions from the Republic of Korea in year 2009 and 2010 of a 

US$ 83,531.70 and US$ 88,234.79 respectively; 

大韓民国から、2009 年分として 83,531.70 US ドル及び 2010 年分として

88,234.79 US ドルの拠出をそれぞれ受領したこと 

4.1.3. Recent contribution from People’s Republic of China’s contribution of 

US$ 250,000 for 2010; 

中華人民共和国から、2010 年分として 250,000 US ドルの拠出を受領した

こと。 

4.1.4. The contribution from Saudi Arabia of US$ 100,000 for 2010;  

サウジアラビアから、2010 年分として 100,000 US ドルの拠出を受領した

こと。 

4.1.5. Third contribution from UAE of US$ 100,000 for 2010 following to their 

contribution in year 2008 & 2009; 

アラブ首長国連邦から、2008 年及び 2009 年の拠出に続いて、2010 年分

として３回目の拠出 100,000 US ドルを受領したこと。 

4.1.6. Third contribution from the Nippon Foundation of US$ 1.39 million for 

2010 following to their contribution in year 2008 & 2009; and 

日本財団から、2008 年及び 2009 年の拠出に続いて、2010 年分として３

回目の拠出 1,390,000 US ドルを受領したこと。 
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4.1.7. Second MSC’s contribution of US$ 500,000 for 2010 following the 

contributions received in 2009. 

マラッカ海峡協議会から、2009 年の拠出に続いて 2010 年分として２回

目の拠出 500,000 US ドルを受領したこと。 

4.2. The Committee noted the information provided by the Secretariat on the 

comparative analysis from 2008 to 2011 on the contributions received, annual cost 

of the PMP and actual cost of the aids to navigation maintenance in Indonesia and 

Malaysia. MENAS requested the Secretariat and agreed by the Committee 

Member to provide the analysis of the actual work done by the littoral States 

versus that as required under the approved PMP.  

基金委員会は、受領した資金拠出額、インドネシアとマレーシアにおける「（１０年

間の）プラン・メンテナンス・プログラム（ＰＭＰ）」で認められている年間費用及び

航行援助施設の維持管理に実際要した費用についての、２００８年から２０１１年まで

の比較分析に関する事務局からの情報を確認した。ＭＥＮＡＳは、沿岸３カ国により実

際に行われた作業と承認されたＰＭＰで求められている作業との対比分析を求め、委員

会メンバーはこれに合意した。 

4.3. The Committee considered Malaysia’s proposal in document ANF 5/4/2, and 

agreed to extend Malaysia’s tenure as host and Chairman for a period of 2 years 

until year 2012. The Committee also agreed that the extension was an “one-off” 

exception and without amending the Rules of Procedure of the Fund. The 

Chairman and Malaysia expressed their sincere gratitude to the Committee for 

extending Malaysia tenure as host and Chairman for a period of 2 years until 

2012. 

 基金委員会は、文書 ANF 5/4/2 により提案されたマレーシアの提案を検討し、マレー

シアが基金委員会の主催者と議長を務める期間を２０１２年までの２年間延長するこ

とに合意した。また、基金委員会は、この延長は「１回限り」とし、「基金運営規則」

の修正を行わないことに合意した。議長及びマレーシアは、委員会に対しマレーシアの

主催者と議長としての職務が２０１２年までの２年間延長されたことに謝意を述べた。 

4.4. To enhance the operation and administration of the Fund, Singapore hightlighted 

the need for the Fund to establish a standard and simplified reporting format and 

that documents for future meetings of the Committee to be circulated well in 

advance. The Meeting agreed these were useful suggestions and requested the 

Secretariat to take onboard the comments of Singapore.  
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 基金の活動と運営をより良くするため、シンガポールは、基金のため標準化され単純

化された報告書式を定める必要があること及び来るべき委員会の資料は事前によく配

布されるべきであることを強調した。基金委員会は、これらは有益な提案であると合意

するとともに、事務局に対しシンガポールからのコメントを考慮するよう求めた。 

 

5. WORK PROGRAMME OF THE FUND 

5.1. Maintenance Report of the Aids to Navigation in the Straits. 

5.1.1. The Committee noted the maintenance report of the 51 critical aids to 

navigation in the Straits in year 2010 presented by the littoral States. The 

Committee noted that:- 

基金委員会は、沿岸国により提示された 2010 年のマ・シ海峡内におけ

る 51 の主要航行援助施設の維持・更新に関する以下のような報告を確認

した。 

(i) The cost to maintain Indonesian aids to navigation amounted to  

US$ 2,383,794.00 with a reference to Annex 1 of the document 

ANF 5/5/1 ;  

文書 ANF5/5/1 の付属書 1 に言及されているインドネシアにおけ

る維持費用 2,383,794US ドル。 

(ii) Malaysia conducted the maintenance work on 9 aids to 

navigation in the Straits at the cost of US$ 1,958,401.43 out of 

which US$ 1,675,000 was disbursed through the Fund and the 

remaining cost was borned by Malaysia; 

マレーシアが海峡内の 9つの航行援助施設の維持のために要した

1,958,401.43US ドル。これらは、基金より配分された 1,675,000US

ドルを使って行われたが、不足分についてはマレーシアの自己財

源により賄われた。 

(iii) Singapore utilized its own funds for the maintenance of Pulau 

Pisang and Bedok lighthouses at a cost of US$150,000. In 

addition, Singapore also upgraded the coverage and services of 

its Different Global Positioning System (DGPS) at Raffles 

Lighthouse and Horsburgh Lighthouse, and installed an aids to 

navigation Automatic Identification System (AIS) at Horsburgh 

Lighthouse. 
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シンガポールは、150,000US ドルを要した Pulau Pisang 及び Bedok

灯台の維持を自己財源により行った。加えて、Raffles 灯台及び

Horsburgh 灯台におけるディファレンシャル GPS（DGPS）の受信

可能地域及びサービスを向上させるとともに、Horsburgh 灯台に

AIS を設置した。 

5.1.2. To facilitate understanding and comparison of the work done, the 

Secretariat was requested to prepare a standard template for the reporting 

of the maintenance of the 51 critical aids to navigation in the Straits by 

the littoral States. 

事務局は、沿岸国により実施された作業を理解し比較しやすくするため、

海峡内における 51 の主要な航行援助施設の維持・更新に関する報告のた

めの標準様式を策定することを求められた。 

5.2. Annual work performance audit report of the aids to navigation in the 

Straits by Malacca Strait Council (MSC). 

5.2.1. MSC informed the Committee that they have conducted the 1st round 

inspection work / performance audit as follows :-  

マラッカ海峡協議会は、基金委員会に対し第 1 回業務監査を以下のよう

に行ったことを報告した。 

(i) The first half work performance audit for aids to navigation in 

Malaysia from 12 – 21 April 2010; and  

マレーシア：2010 年 4 月 12-21 日 

(ii) The first half in Indonesia from 02 – 25 July 2010.   

インドネシア：2010 年 7 月 2-25 日 

5.2.2. The Committee noted the interim work performance audit presented by 

MSC in document ANF 5/5/2, and in particular :-  

基金委員会は、文書 ANF5/5/2 においてマラッカ海峡協議会により示さ

れた業務監査報告を以下のとおり確認した。 

(i) the inspections conducted in April and July, respectively 

performed in Malaysia and Indonesia found that the maintenance 

work in accordance with the approved PMP;   

4 月及び 7 月にマレーシア及びインドネシアに対してそれぞれ行

われた監査では、採択されたプラン・メンテナンス・プログラム
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（PMP）に従い維持・更新作業が実施されていること。 

(ii) The total estimated cost of the work performance audit in 

Indonesia and Malaysia is US$ 30,000.00that old models of 

Malaysian aids to navigation had problems of inavailability of 

spare parts and these aids to navigation would need to be 

upgraded; and  

マレーシアにおける古い型式の航行援助施設は、交換部品の欠品

の問題があるため、これらの航行援助施設は、 新のものにアッ

プグレードする必要があること。 

(iii) MSC the urgent need for measures to be taken by Indonesia to 

ensure the “hit and run” incident of Buffalo Rock Light Beacon 

would not recur.  

インドネシアは、Buffalo Rock Light Beacon の当て逃げ事件の再発

防止確立のための即座の措置を執る必要があること。 

5.3. 42010 and 2011 Work Programme. 

5.3.1. The Committee considered document ANF 5/5/1 Rev. 2 and noted the 

work programme for 2010 including those to be done in the 4th Quarter 

by Indonesia and Malaysia. 

基金委員会は、文書 ANF5/5/1 Rev.2 を検討し、インドネシア及びマレー

シアにより実施される第 4 四半期を含む 2010 年の作業計画について確認

した。 

5.3.2. The Committee further considered the proposed 2011 work programme 

and approved in principle the work programme proposed by Indonesia 

and Malaysia. 

基金委員会は、更にインドネシア及びマレーシアから提案された 2011

年の作業計画を検討し、原則として当該作業計画を採択した。 

5.3.3. The Committee approved in principle the activities of the Secretariat 

including annual financial audit by the appointed external auditor, work 

performance audit by MSC and the conduct of the Committee’s 

meetings. 

基金委員会は、指定された外部監査機関による会計監査、マラッカ海峡

協議会による業務監査及び基金委員会の開催を含む事務局の活動につい
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て原則採択した。 

5.3.4. The Committee noted that Singapore would not utilize monies from the 

Fund for the maintenance and replacement of the aids to navigation 

under its control for year 2011. The Committee further noted the 

measures undertaken by Singapore to enhance the performance of its 

aids to navigation, including :- 

基金委員会は、シンガポールは、2011 年に自国の管制下にある航行援助

施設の維持及び更新について、基金を利用しないことを確認した。さらに

基金委員会は、シンガポールによって行われる以下のような航行援助施設

の機能を強化するための措置を確認した。 

(i) Horsburgh Lighthouse maintenance and repairs with a budgeted 

amount of US$ 90,000; 

90,000US ドルを費やす Horsburgh 灯台の維持及び修繕作業 

(ii) Conducting feasibilities studies for the relocation Bedok 

Lighthouse; and 

Bedok 灯台移設のための調査の実施 

(iii) Reviewing long range LED lights (18 Nautical Mile) to replace 

traditional lighthouse lanterns and exploring the use of LED for 

sector lights. 

旧型の灯台の灯火を長距離 LED ライト（18 海里）に取換るため

の見直し及び区分灯火への LED ライトの活用の検討 

5.3.5. The Committee noted the presentation of Japan that comprised of its 

planned in-kind contributions to conduct preliminary surveys of two aids 

to navigation and the planned capacity building of the aids to navigation 

activities in the Straits in year 2011. The presentation of Japan is 

included in Annex 4.  

基金委員会は、2011 年に計画されている２つの航行援助施設の事前調査

及び航行援助施設に関するキャパシティビルディングなどの（資金拠出以

外の）直接的な貢献を紹介した日本のプレゼンを確認した。当該日本のプ

レゼンテーションは、アネックス４を参照のこと。 

5.4. C & S Work of Indonesia Aids to Navigation 

5.4.1. The Committee noted and agreed in principle on the preparatory C & S 
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work proposed by Indonesia for 2011 mainly for the OFB North Cardinal 

Mark RLB and Buffalo Rock North Cardinal Marks LB with an amount 

of US$ 170,000.00. 

基金委員会は、主に OFB North Cardinal Mark RLB 及び Buffalo Rock North 

Cardinal Marks LB のために、2011 年に 170,000US ドルの費用でインドネシ

アによって行われる事前基礎構造調査について確認し、原則合意した。 

 

6. CONSIDERATION OF THE BUDGET AND DISBURSEMENT OF THE 

FUND  

6.1. Report on the financial status of the Fund for year 2010  

6.1.1. The Committee noted the financial status of the Fund as at 08 October 

2010 contained in document ANF 5/6/1 Rev. 2, included as follow :- 

基金委員会は、文書 ANF 5/6/1 Rev. 2 に以下のように示される 2010 年 10

月 8 日現在の基金の財務状況について確認した。 

(i)   Total contributions received in year 2010 of US$ 2,428,234.79;  

2010 年に受領した任意拠出の総額は、2,428,234.79US ドル 

(ii) Total payment for the activities under the Fund of 

US$ 4,099,295.12; 

基金の下で行われた活動経費の総額は、4,099,295.12US ドル 

6.1.2. The Committee also noted the balance of the Fund for maintenance of 

aids to navigation of US$ 2,787,208.06. 

基金委員会は、また、基金の口座残高が、2,787,208.06US ドルであるこ

とを確認した。 

6.1.3. The Committee noted that a sum of US$ 2500.00 was disbursed to 

convene a 3 + 2 (People’s Republic of China & India) Technical Meeting 

in Jakarta, Indonesia under Project 4 (Tide, Current and Wind 

Measurement System in the Straits) and the present balance of 

US$ 771,041.22 from India’s contribution. 
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基金委員会は、インドネシアのジャカルタで開催されたプロジェクト４

（マ・シ海峡における潮汐、潮流及び風向計測システム）に関する３＋２

（沿岸国、中国及びインド）技術会合のため 2,500US ドルが分配され、イ

ンドからの資金拠出の残額は、771,041.22US ドルであることを確認した。 

6.1.4. People’s Republic of China informed the Committee Meeting that its 

contribution of US$ 250,000.00 would be utilized for the implementation 

of Stage 1 of Project 4 (Tide, Current and Wind Measurement System in 

the Straits) under the Cooperative Mechanism and any remaining balance 

of the contribution may be used for the maintenance of aids to 

navigation. 

中国は、基金委員会に対し、中国が拠出した 250,000US ドルは、協力メ

カニズムにおけるプロジェクト４（マ・シ海峡における潮汐、潮流及び風

向計測システム）の第 1 ステージの実施のために活用され、その後の残額

については、航行援助施設の維持・更新のために使用されうるとの意向を

通知した。 

6.2. Reports from the Auditor of the Fund 

6.2.1. The Committee approved the report of the third party auditor, Abu Bakar 

Rajuddin & Co as per document ANF 5/6/2. 

基金委員会は、第三者監査機関 Abu Bakar Rajuddin & Co による会計監査

に関する文書 ANF5/6/2 を採択した。 

6.2.2. The Committee noted the information provided by Malaysia on the 

difference between the opening balance of Account Statement of 2010 

and audited balance of the financial statement for year ended 2009 was 

due to the fluctuation of the exchange rates between the US Dollar and 

Malaysia Ringgit.  

基金委員会は、2010 年年初の基金口座残高と 2009 年年末の監査報告に

基づく基金口座残高の違いは、US ドル及びマレーシアリンギットの為替

交換差異によるものであるとするマレーシアからの報告を確認した。 

6.3. Budget proposal of the Fund 

6.3.1. The Committee agreed to the proposal of the Nippon Foundation for the 

ANF Committee to meet twice a year within the first and third quarter of 

2011, as the Fund is still in its formative period.  
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基金委員会は、基金は未だ発達段階であることから、2011 年の基金委員

会は第 1 及び第 3 四半期に 2 回開催すべきであるとの日本財団からの提案

について合意した。 

6.3.2. The Committee considered the budget proposal by the littoral States 

contained in document ANF 5/6/3 Rev. 2. The Nippon Foundation stated 

that it was not prepared to endorse the budget as proposed as it required 

further details of the cost required for the maintenance of the aids to 

navigation for 2011. In that light the Committee agreed to defer the 

approval of the 2011 budget until the next meeting. 

基金委員会は、沿岸国によって提出された基金の予算に関する文書 ANF 

5/6/3 Rev. 2 を検討した。日本財団は、2011 年における航行援助施設の維

持・更新のために要する費用について、更に詳細な説明が必要であるとし、

当該予算を採択するのは未だ早尚であると表明した。これに関し基金委員

会は、2011 年の予算採択については次期基金委員会まで延期することを合

意した。 

6.3.3. The Committee noted the budget presented by the Secretariat on behalf 

of the littoral States for year 2011 as in document ANF 5/6/3 with a total 

of US$ XXXX, with the following breakdownHowever, the Committee 

agreed to approve a tentative budget for the first quarter of 2011 to 

ensure that there is no disruption to the maintenance of aids to navigation 

in the Straits. The Committee agreed to approved the following amount 

for :- 

しかしながら、基金委員会は、マ・シ海峡内における航行援助施設の維

持更新を滞りなく実施するため、以下のような 2011 年第 1 四半期の一時

的な予算を採択することを合意した。 

(i) Indonesia of US$ 365, 000.00 with the breakdown as follow :- 

以下のように細分化されるインドネシアの 365,000US ドル 

a. Replacement of Buffalo Rock North Cardinal Mark Light 

Beacon – Preparatory C & S Work amounted to 

US$ 85,000.00; 

Buffalo Rock North Cardinal Mark Light Beacon 更新のため

の事前基礎構造調査費用 85,000US ドル 

b. 1st ANF Round Trip Maintenance Work 2011 amounted to 
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US$ 80,000; and 

2011 年第 1 回見回り調査費用 80,000US ドル 

c. Procurement of Spare Parts amounted to US$ 200,000.00. 

交換部品調達費用 200,000US ドル 

(ii) Malaysia of US$ 597,134.00 with the following breakdown :- 

以下のように細分化されるマレーシアの 597,134US ドル 

a. Replacement of navigation lighting and system at Bukit 

Segenting Lighthouse amounted to US$ 474,684.00; and 

Bukit Segenting Lighthouse の灯火及びシステム更新費用

474,684US ドル 

b. 9 AtoN maintenance under ANF amounted to 

US$ 122,450.00.  

9 つの航行援助施設の維持費用 122,450US ドル 

6.3.4. The Committee agreed in principle to the conduct of the technical 

assesment by Indonesia and MSC of the Buffalo Rock North Cardinal 

Mark Light Beacon. The results and required budget if necessary, will be 

circulated to the Committee Members by end of 2010 for their approval.  

基金委員会は、インドネシア及びマラッカ海峡協議会により、Buffalo 

Rock North Cardinal Mark Light Beacon の技術調査が実施されることについ

て原則合意した。結果及び必要経費については、必要に応じその採択のた

め、2010 年の年末までに基金委員会メンバーに対し回章される。 

6.3.5. The Committee agreed to approve in principle the amount requested by 

the Secretariat for 2011 as follows-  

原則採択することを合意した。Secretariat 

(i) Sixth Fund Committee Meetings – US$ 10,000; 

第 6 回基金委員会開催費 10,000US ドル 

(ii) Annual financial audit for account year end 2010 – US$ 3,000; 

2010 年の会計監査費 3,000US ドル 

(iii) Work performance audit to be carried out by MSC – US$ 30,000.  

マラッカ海峡協議会によって行われる業務監査費用 30,000US ド
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6.3.6. The Committee agreed that littoral States should resubmit their budget 

requirement for 2011 at the next ANF Committee Meeting. 

基金委員会は、沿岸国は 2011 年の必要予算を次回基金委員会において

再提出すべきであることを合意した。 

6.4. Disbursement of the Fund 

6.4.1. The Committee took note of the contents in document ANF 5/6/4 Rev. 3. 

基金委員会は、基金の配分計画に関する文書 ANF 5/6/4 Rev. 3 を確認した。 

6.4.2. The Committee agreed to disburse, out of the remaining balance of the 

Fund for activities during the first quarter of 2011 as follows –  

基金委員会は、2011 年第 1 四半期間に行われる活動のため、基金の残額

から以下のように配分することを合意した。 

(i) Indonesia – US$ 365,000.00;  

インドネシア-365,000.00US ドル 

(ii) Malaysia – US$ 597,134.00. 

マレーシア-597,134.00US ドル 

6.4.3. The Committee also considered anThe Committee also considered and 

approved an amount of US$ 43,000 for the operation of the Fund in 

2011. 

基金委員会は、2011 年の基金運営のための事務局費用 43,000US ドルに

ついても検討し、採択した。 

 

7. DATE AND VENUE OF THE NEXT MEETING 

7.1. In light of its decision to extend Malaysia’s tenure as host and Chairman of the 

Fund for 2 years, the Committee noted the suggestion of the Chairman to hold the 

next meeting within the first Quarter of 2011 in Malaysia. The exact date and 

venue of the meeting will be communicated in due course. 

基金委員会は、マレーシアが基金委員会の事務局としての責務を 2 年間延長するとの
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決定を受け、次回基金委員会を 2011 年の第 1 四半期にマレーシアにおいて開催すると

の議長の提案を確認した。基金委員会の開催日及び開催場所については、適切に周知さ

れる。 

 

8. ANY OTHER BUSINESS 

8.1. The Committee noted the Cooperative Mechanism web site presented by Malaysia 

and agreed in principle to its contents. The web site will provide useful 

information and updates on the activities under the Fund and will further facilitate 

greater outreach to contributors and potential contributors to the Aids to 

Navigation Fund. 

「協力メカニズム」のウェブサイトを確認し、その内容について原則合意した。ウェ

ブサイトは、基金の下における活動に関する有用な情報や 新情報を提供し、より幅広

い既存及び潜在的な基金拠出者への啓蒙活動を行うことになる。 

8.2. The Committee also noted the web site will be launched by end of the year after 

the consultation with the other littoral States.   

基金委員会は、またウェブサイトは、沿岸国間での協議を経て 2010 年末までに開設

されることを確認した。 

 

9. CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE REPORT 

9.1. The Committee considered and adopted the report of the meeting. 

基金委員会は、基金委員会の会議レポートを検討し、採択した。 

 

10. CLOSING REMARKS 

10.1. The Chairman thanked all delegations for their positive contributions and 

cooperation for making the fifth Fund Committee meeting a success.  

基金委員会の議長は、全ての代表団による積極的な貢献と協力により第５回基金委員

会が成功を収めたことに対し謝意を表明した。 
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10.2. The delegations also thanked and expressed their appreciation to Malaysia for 

convening the Meeting, for the arrangements and the hospitality, and to Dato’ 

Captain Ahmad Othman for chairing the meeting, and to Muhammad Razif 

Ahmad for assuming the chairmanship when Dato’ Captain Ahmad Othman had 

to leave due to an emergency situation.  

参加者は、会議を主催するとともに、その準備をし、及び接遇をしたマレーシア政府

及び、議長を務めたアーマド・オスマン氏並びに急を要する事態のために基金委員会を

途中退席した同氏に代わって議長を引き継いだムハマド・ラジフ・アフマッド氏に対し

感謝の意を表明した。 
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第３編 海賊及び海上セキュリティー関連レポート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

レポート４ 

２０１０年国際商工会議所国際海事局（ＩＭＢ）海賊及び武装強盗

事案レポートの概要 

 
 
 本稿は、国際商工会議所国際海事局（ＩＭＢ）により発表された 2010 年にお

ける海賊及び武装強盗に関するレポートのポイントをとりまとめたものである。 
 
１． ２０１０年の海賊及び武装強盗事件の傾向 
（世界全体） 
・ 海賊及び武装強盗の発生件数は、445 件となり、2009 年の 410 件に比べ、

10％増加となっている。発生件数は 4 年連続の増加を辿り、これらの事

件により、ハイジャックされた船舶は 53 隻、人質となった船員は 1,182
名、発砲を受けた船舶は 107 隻となっている。 

・ 数字はいづれも過去 高値であり、8 名の船員が殺害されている。 
・ これらの原因は、ソマリア沖及びアデン湾を中心とする公海上における

海賊が劇的に増加した結果であり、ハイジャックされた船舶のうちの実

に 92%が同海域において発生したものであり、ハイジャックされた船舶

は 49 隻、人質となった船員は、1,016 名にも及ぶ。これらのうち、2010
年 12 月 31 日現在で、28 隻の船舶と 638 名の船員が身代金目的で拘束中

である。 
・ ソマリア沖における海賊が多発を続けている一方、アデン湾における海

賊発生件数は 53 件であり、2009 年の 117 件と比べると約半分となって

いる。これは、国際連合海軍による共同パトロール、国際海運団体や各

国海軍による自己防衛策の奨励などが功を奏していることによるものと

考えられる。 
・ しかしながら留意すべき点は、ソマリアの海賊は、ソマリア沖の遥か遠

方にその活動域を広げており、南方ではモザンビーク海峡、東方では経

度 72 度に至るインド洋において海賊行為を行っている。 
・ ソマリア以外においては、依然としてナイジェリア、ラゴス港付近にお

ける海賊及び武装強盗が顕著であり、その発生件数は19件となっている。

これらの事件により、海賊に乗り込まれた船舶は 13 隻、発砲を受けた船

舶は 4 隻となっている。 
・ ブラジル等南米における海賊及び武装強盗発生件数についても、2008 年

75



 
 

以降増加を続けており、2010 年は 40 件の海賊及び武装強盗事案が発生

している（2009 年は 37 件）。特にペルー沖での錨泊船に対する発生件

数は、10 件であり依然として多い（2009 年は 12 件）。 
・ 2010 年中の我が国関係船舶に対する事案については、日本籍船に関して

は被害を受けた船舶はなく、我が国の船舶会社により運航される船舶に

ついては、23 隻が海賊被害を受けている（2009 年は 16 隻）。 
 

（アジア地域） 
・ 世界の海賊及び武装強盗事件発生件数のうち約 3 割（445 件のうち 142

件）が、アジア地域において発生している。 
・ アジア地域における海賊及び武装強盗の発生件数は、142 件となり、2003

年以降減少を続けていたが、2009 年の 97 件から更に増加する結果とな

った。 
・ インドネシアにおける発生件数は減少を続けていたが（2008 年の 28 件

から 2009 年は 15 件に減少）、2010 年の発生件数は 40 件となり、2007
年以降 高値となった。これらの事件により、海賊及び武装強盗に乗り

込まれた船舶は 30 隻、1 隻の船舶がハイジャックされた。 
・ 南シナ海における海賊及び武装強盗発生件数は、昨年からほぼ倍増し過

去 高の 31 件となり、増加の一途を辿っている。これらの事件により、

海賊及び武装強盗に乗り込まれた船舶は 21 隻、発砲された船舶が 2 隻、

ハイジャックされた船舶が 1 隻である。 
・ マラッカ海峡における発生件数は、2009 年と同様のわずか 2 件であり、

2 年連続で増加していたシンガポール海峡における発生件数は、3 件とな

り、2009 年の 9 件に比し減少した。シンガポール海峡において発生した

3 件のうち、3 隻全ての船舶が武装強盗に乗込まれている（マラッカ海峡

の 2 件はいずれも未遂）。 
・ マレーシアにおける発生件数については、2007 年以降増加を辿り、今年

は 18 件の海賊及び武装強盗が発生している（2009 年は 16 件）。これら

の事件により海賊及び武装強盗に乗込まれた船舶は、13 隻となっている。 
・ バングラディッシュにおける発生件数についても、2008 年以降増加を続

け、23 件の事案が発生している（2009 年は 18 件）となり、これらの事

件により海賊及び武装強盗に乗り込まれた船舶は 21 隻であり、そのほと

んどがチッタゴン沖に錨泊中、ナイフで武装した強盗に襲われている。 
 
   ※ アジア地域とは、ＩＭＢレポートの地域的分類のうちの以下の３地域を指す。 
 ・ 東南アジア：インドネシア、マレーシア、マラッカ海峡、シンガポール海峡、ミ
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ャンマー、フィリピン及びタイ 
 ・ 極   東：中国（香港及びマカオを含む。）、南シナ海及びベトナム 
 ・ インド大陸：バングラディッシュ、インド及びスリランカ 
 

２．統計概要 
  ① 2005 年～2010 年の世界及びアジア地域における海賊及び武装強盗事

案発生件数の推移 
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 ※ ソマリア等は、ソマリア沖及びアデン湾での発生件数の合計値を表す。 
  ③ 既遂事案についての犯罪行為態様別の地域ごとの発生件数（2010 年） 

（既遂は、ハイジャックもしくは船舶に乗り込まれた事案） 
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 ④ 海賊及び武装強盗事案の際の乗組員に対する犯罪行為態様（2010 年） 
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⑤ アジア地域における地域別発生件数推移（既遂事案）（2010 年） 
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  ⑥ アジア地域における襲撃時の被襲撃船舶の態様別（2010 年） 
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３．アジア地域における主な海賊及び武装強盗事例概要 
  (1) インドネシア 
   【マレーシア船籍タグ“atlantic 3”及びバージ”atlantic 5“】（航行中、

ハイジャック） 
   発生日時：2010 年 4 月 27 日 13 時 00 分頃（世界協定時） 
   発生場所：インドネシア、ビンタン島沖 
   概  要： 銃及びナイフで武装した 7 名の海賊が、マレーシア船籍タ

グ“atlantic 3”及びバージ”atlantic 5“を襲撃、9 名の船員

とともに両船をハイジャックした。海賊は、9 名の乗組員の

所持品を奪い、全員を救命艇に乗せ海上に放置した。9 名の

船員は、2010 年 5 月 3 日ベトナム海軍により救助された。同

年 5 月 19 日フィリピン海上保安庁は、フィリピンのサラン

ガニ湾において奪われたタグ及びバージを発見、確保したが、

タグは海賊によってその船名は”Marlyn 8”に塗り替えられて

いた。 
 
  (2) 南シナ海 
   ① 【シンガポール船籍タグ”PU2007”及び被曳航船”PU3316”】（航行

中、ハイジャック） 
発生日時：2010 年 4 月 19 日 22 時 28 分頃（世界協定時） 

   発生場所： 
   概  要： シンガポール船籍タグ PU2007 及び被曳航船 PU3316 が、

南シナ海を航行中、武装した海賊により襲われハイジャック

された。海賊は両船の進路をタイに向け変更させたが、マレ

ーシア海上法令執行庁(MMEA)が海賊を発見。MMEA は、海

賊が切り離して海洋に放置した被曳航船を回収するため現場

に巡視艇を派遣。海賊はその後タグから逃走し、当該タグは

シンガポール海軍エスコートの下、シンガポールに帰港した。 
 
   ② 【香港船籍タンカー“Yangtze Spring”】（航行中、ハイジャック） 
   発生日時：2010 年 8 月 30 日 23 時 30 分頃（インドネシア地方時） 

発生場所：インドネシア、マンカイ島北西約 12 海里沖 
概  要： 香港船籍タンカー“Yangtze Spring”が、インドネシア、

マンカイ島北西約 12 海里沖を航行中、銃及びナイフで武装し

た 6 名の海賊が該船に乗込み、船橋において 3 等航海士及び

航海員を人質として拘束した。1 名の海賊が 3 等航海士を船橋
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において拘束、2 名の海賊はタンカー内を探索、残る 3 名の海

賊は航海員を船長の部屋に案内させ、船長に対し全ての金銭

と高級品を差し出すよう要求した。海賊が機関長をくまなく

探している間、海賊のボートが接舷されているのを発見した

乗組員が船内に警報を鳴らし、他の乗組員は海賊対策用の武

器をかき集めた。海賊は船長と機関長を人質にとって逃げ去

り、３名の乗組員が軽傷を負った。 
 

  (3) マレーシア 
【シンガポール船籍タグ“Asta”及びバージ”Callista”】（航行中、ハイ

ジャック） 
   発生日時：2010 年 2 月 6 日 02 時 00 分頃（マレーシア地方時） 

発生場所：マレーシア、ティオマン島北部 
概  要： 武装した約 8 名の海賊が、マレーシア、ティオマン島北部

をシンガポールからカンボジア向け航行中のシンガポール船

籍タグ“Asta”及びバージ”Callista”を襲い、乗組員 12 名と

ともに両船をハイジャックした。2010 年 2 月 17 日、バージ

はティオマン島沖合で発見、回収され、救命艇に乗せられ洋

上に放置された 11 名の乗組員は、アドレイザー環礁沖でマレ

ーシア海軍によって救助された。同年 2 月 25 日には、船名

を”Roxy-1”と改名された当該タグに乗り組んだ 7 名の海賊は、

フィリピン海上保安庁により発見、拿捕され、その際に残る

船員１名も無事保護された。 
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第４編 航行安全関連レポート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

レポート５ 
 

Q&A regarding present status of the Marine Electronic Highway 
Demonstration Project for the Malacca and Singapore Straits 

gathered from Project Steering Committee Meeting held on 13th-15th 
July 2010. 

 

When will the MEH Demonstration Project end? 

The official from the World Bank indicated the demonstration project 

will end on July 2011. An exit strategy of the MEH Demonstration 

Project was on agenda for debate during the inter-governmental 

session to decide on operational sustainability and maintenance of the 

MEH Data Centre. There is scope of extension by another year, so that 

the project team can fulfill existing contractual obligations with regards 

to installation of equipment in the Straits and setting up of MEH Data 

Center on the island of Batam, however, there will be no further 

financial obligations by the World Bank. 

How much of the work has been carried out so far 
under the MEH Demonstration Project? 

Two projects have 

been undertaken so 

far. Firstly, the MEH 

Project set up an 

internet website on 

January 2010 at 

http://www.meh-project.com/ 

83



 
 

Secondly, a hydrographic survey contract was awarded to GEMS 

Survey Limited, to survey a section of the Malacca Straits near One 

Fathom Bank. The survey commenced 10 Feb 2010 to 4 April 2010. 

However, the verification of the survey data by hydrographic offices of 

Indonesia, Malaysia and Singapore has been delayed by over 90 days 

instead of 30 days as allowed for in the contract. The IMO, which 

awarded this contract is pursuing this delay with great urgency. It is 

notable that the original MEH survey area was supposed to cover the 

entire Straits of Malacca and Singapore, but has been drastically scaled 

down due to lack of funding. 

What is the most urgent work that needs to be carried 
out before the end of the MEH Demonstration Project 
in July 2011? 

The most important component of the Project is the establishment and 

commissioning of the MEH Data Centre in Batam. The MEH Data Centre 

is a major undertaking by the Government of the Republic of Indonesia 

to meet the MEH Project infrastructure requirements, as the Data 

Centre should be able to link the data from wind, tide and current 

sensors located in Malaysia and Singapore, as well as in Indonesian 

waters and then package it for Straits users.  

The Ministry of Environment, 

Indonesia has been involved 

with the MEH 

Demonstration Project at 

the outset, but DGST 

Indonesia has since taken 

over. A Memorandum of 

Arrangement (MOA) was 

signed during the 

intergovernmental meeting on 15th July between DGST Indonesia and 
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Ministry of Environment, Indonesia so that DGST Indonesia can 

supervise the physical construction of the MEH Project Management 

Office (which will house the MEH Data Centre).  

Presently the proposed building for the MEH Data Centre consists of the 

DGST Batam Office UHF/VHF coast radio station, with antenna towers 

nearby. Meanwhile, the IMO Procurement Procedure for IT architecture 

for the MEH Data Centre was circulated to six selected international 

companies and the tendering exercise closed on 16th May 2010. The 

government of South Korea, through a memorandum of agreement 

with IMO, provided US$850,000 to the Project to develop the IT/data 

centre component of the MEH system, which include capacity building 

and technical assistance. One of the tender was received from a South 

Korean company GMT Cybernetics, who were also present at the 

meeting.  The MEH IT equipment is expected to be delivered in October 

2010, with a view of creating a fully functional MEH Data Centre by 

March 2011.  

Is it possible for ships to receive live MEH data from 
the Data Center? 

INTERTANKO and International Chamber of Shipping (ICS) had earlier 

agreed to make 160 vessels available for sea trials to receive MEH Data 

onto the ECDIS fitted on board ships. In doing so, the two organizations 

had assumed that they would receive live data from sensors at sea, 

sent to MEH Data Centre and fed into ECDIS equipment through 

Environment Marine Information Overlay (E-MIO) software. However, 

such overlays are non-mandatory and therefore not controlled by 

existing maritime or hydrographic standards such as S-57, IHO S-52 or 

IEC 61174. Thus, INTERTANKO and ICS are concerned about using 

non-standard software equipment being introduced into the primary 

navigation system of any ship. Not only would this be potentially 

hazardous, but the existing type approved status of navigational 
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system on board ships would be compromised by non-standard 

software.  In the event, the MEH Demonstration Project has no budget 

to meet the necessary costs to equip participating ships in sea trials 

with equipment or software. 

The present status of the MEH Demonstration Project suggests that live 

meteorological and hydrodynamic data cannot be directly transmitted 

to ships before the end of the project in July 2011. Moreover the MEH 

Demonstration Project does not have communications mechanism as a 

milestone in its portfolio. This reinforces the fact that ships will have to 

access a website and then download data. ICS and INTERTANKO is 

again concerned that simulated (based on earlier predictions or 

forecasts) or non-verified data could enter the website, instead of live 

data. 

The World Bank is of the confident that Malaysia or Singapore each 

have the capability of providing E-MIO data to ships, provided they are 

willing to do so, in case Indonesia’s setting up of MEH Data Center 

equipment installation encounters prolonged delays. 

What is the future of the MEH Project? 

There has been a general slowdown of MEH activities in the field since 

June 2008. Once the Demonstration Project ends, the World Bank is 

seeking the littoral countries of Indonesia, Malaysia and Singapore to 

take ownership of the project. The Co-operative Mechanism on Safety 

of Navigation and Environment Protection in the Straits of Malacca and 

Singapore was established in 2007. The World Bank is seeking updates 

on Projects 1,2,3 and 4, which are of relevance to the MEH Project. 

Alternatively, the MEH Project could for example, come under a 

separate the annual TTEG agenda.  

In any case, the basis for a MEH Demonstration Project has changed 

considerably in the last 10 years when the project was first introduced 
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to the shipping industry. This is because of the significant advances 

made in navigational and communications technology, and these 

advances has now placed a limitation on the MEH deliverables on what 

was previously described as innovative methods for electronic marine 

navigation.   

How is the Co-Operative Mechanism specifically assisting the 

MEH Project? 

Project 4 of the Co-Operative Mechanism refers to installation of wind, 

tide and current gauges in the Straits of Malacca and Singapore with 

support from Australia, China, India and the USA. Each littoral State will 

have two sensors and all six sensors are being strategically located in 

the Straits to collect and transmit data. The project is coordinated by 

Singapore and a tender is being called for vendors to install the 

equipment. Singapore has nominated Raffles Lighthouse and 

Horsburgh Lighthouse as locations for the sensors. Malaysia has 

nominated One Fathom Bank Lighthouse and Pulau Undan Lighthouse.  

The data obtained will be fed to the MEH Data Centre when ready, 

although Singapore and Malaysia has capabilities for transmitting this 

data on its own. The project costs US$1.68 million and India has 

contributed US$774,000. Indonesia has nominated Pulau Medang and 

Iyu Kechil, but there is a need to improve infrastructure for data 

transmission at Pulau Medang.  

As much as valuable tide and current data is very beneficial for the 

safety and smooth transit of shipping, the risk of loss or damage could 

occur to equipment placed at sea. Damage could occur through contact 

with floating debris, or that the equipment may be stolen. The remote 

locations where the equipments are placed make surveillance and 

maintenance a difficult task. 
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How was the MEH Demonstration Project established? 

An initiative developed by the collaboration of three organizations, 

namely the Global Environment Facility(GEF), the United Nations 

Development Programme(UNDP) and the International Maritime 

Organisation(IMO) was launched in 1994 to address marine pollution 

problems in East Asian seas, with the joint participation of eleven East 

Asian nations. The Regional GEF/UNDP/IMO Programme focused part of 

their work on marine pollution risk assessment and risk management in 

the Straits of Malacca and Singapore. 

The concept of a marine electronic information sharing system for the 

improvement of navigational safety and protection of the marine 

environment was first brought up during a November 1996 Manila 

conference on Public-Private Partnership (PPP) organized by the 

Regional GEF/UNDP/IMO Programme. During the November 1996 

Manila conference, two Canadian experts from Strategic Ventures 

Corporation introduced the concept of a ‘Marine Electronic Highway’ 

that has an electronic navigational chart as its base with links with 

environment information databases and systems, such that the concept 

could possibly be used as a sustainable financing mechanism for 

environmental programs within the Straits.  

As a result of the 1996 Manila conference, the IMO was invited to 

organize a separate conference involving the littoral States and the 

user States of the Straits to review alternative financing schemes for 

cost-sharing maritime safety, aids to navigation and marine pollution 

management in the Straits. This IMO-led conference that took place in 

1999 in Singapore sought a wider definition for the ‘users of the Straits’.  

The World Bank received the concept plan from Strategic Ventures 

Corporation favourably, and between the years 2000 to 2003 was spent 

in discussing the details of the Marine Electronic Highway with the 
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littoral States of Indonesia, Malaysia and Singapore and producing the 

Project Brief document to secure GEF/World Bank funding. The Project 

brief contains the detailed infrastructure requirements for the Marine 

Electronic Highway. 

The World Bank decided to go ahead with the Marine Electronic 

Highway in two phases; first as a demonstration project covering a 100 

kilometre section of the Straits and then committing to the entire 

stretch of the Straits based on the success of the demonstration 

project. 

One of World Bank’s key performance indicators for the realization of 

the entire MEH project would be the reduction of insurance premiums 

for ships using the Straits because of the innovative electronic 

infrastructure in place; ships that have taken benefit of the MEH and 

there are less marine accidents. The revenues saved by ships by lower 

insurance premiums could be used to offset the cost of constructing the 

MEH, with the revenues accruing into a sort of “Maritime Environment 

Management Fund”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89



 
 

レポート６ 
 

STRAITREP 2000 – 2010 Data Analysis 

 

The Nippon Maritime Center acknowledge with thanks to Marine 

Department Peninsular Malaysia for providing the STRAITREP data 

exclusively for our use. STRAITREP ship reporting system in the Straits of 

Malacca and Singapore has been operating since 1st December 1998.  

 

From the year 2000, there was widespread compliance of STRAITREP 

procedures. These statistics cover only vessels entering and leaving the 

Malacca Strait from both ends, between Area 1 (One Fathom Bank) and 

Area 6 (Iyu Kecil) as shown in figure 1. 

 

 
Figure 1  MALACCA STRAIT STRAITREP AREAS 1 - 6 

 

The collection of these reports occurs when vessels over 300 GRT report 

when passing either of the two points, namely Sector 1-southbound (One 

Fathom Bank) and Sector 6-northbound (Tanjong Piai).  

 

STRAITREP 
AREAS   1 TO 6 

One Fathom Bank 

Iyu Kecil 
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From year 2000 to 2010, there were total of 722,136 reports, shown in 

figure 2, of which 74,133 vessels reported transit through Malacca Straits 

in year 2010 alone. 

 

The Nippon Maritime Center has been compiling yearly statistics of these 

vessel movements. 

 

An increase in traffic reports can be seen for 2010, as compared to the 

sharp decline seen in 2009. Most notably, VLCCs and Bulk Carriers 

continued the upward trend through the recent global financial crisis. 

This emphasises steady demand for raw materials such as coal, iron 

ore and crude oil in the East Asian region throughout the last decade. 

 

However, the last decade has seen passenger ship transits in 

Malacca Straits are in a steady decline.   
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OVERALL TRAFFIC REPORTS 

1. According to World Trade Organisation forecast1 in March 2010, the 

world trade volume was estimated to rebound in 2010, reversing the 

volume drop in 2009. This pattern is similarly reflected for actual 

ships transiting Malacca Straits for years 2009 and 2010. 

2. The general 4% growth increase in traffic reports from previous 

years to 2008 saw a 7% decline in 2009, but resumed the 4% 

growth increase in 2010.  

3. The largest category traffic reports belong to container and general 

cargo ships, making up 43% of all reports.  

4. Tankers of all types including VLCCs and LNG/LPG together make 

up next largest category, covering 34% of the reports. 

5. This shown in figure 3 below. 
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Figure 3 
1http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm 
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VLCC TRAFFIC REPORTS 

1. Continues healthy growth from 2008 to 2010, despite the overall 

decrease in traffic reports for the year 2009. This reflects the 

continuous growth in energy imports from Middle Eastern countries 

that uses Malacca Straits. 

2. The Oil and Gas Journal of 6th December 2010 had a news caption 

“Global capacity growth slows, but Asian refineries bustle” could 

partly explain the growth in crude oil flow indicated by VLCC transit 

reports through Malacca Straits. 

3. An average year-on-year growth of 3.2% in VLCC traffic reports 

could be seen, with daily average of 12 VLCC transit reports in both 

directions of Malacca Straits. See Figure 4. 
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BULK CARRIER TRAFFIC REPORTS 

1. Continues to show strong sustained demand for raw materials in 

Asia from 2000 to 2010, despite fluctuations in the global economic 

conditions during the past decade.  

2. An average 9.5% year-on-year growth in bulk carrier  traffic 

reports could be seen from year 2000 to year 2010. See Fig 5. 
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CAR CARRIER TRAFFIC REPORTS 

1. The sharp decline to 2394 reports in 2009 was reversed in 2010 

with an impressive 9.6% growth as compared to the previous 

average year-on-year growth of 8.79% from year 2000 to year 2008.           

See Fig 6. 

2. The 2010 growth coincide with an unexpected fast growth in 

demand for agricultural and construction equipment as well as 

motor cars in Asia, particularly China.  

3. With the increased trade volume both into and out of Asia, the  

previous mostly a one-way trade from Japan and S Korea to Europe 

and America has resulted in  re-planning of the available global 

pool of about 700 car carriers.  
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CONTAINERSHIP TRAFFIC REPORTS 

1. The 2010 reports indicate 11% increase over 2009. See figure 7. 

2. Container trade has suffered seriously from the decline in world 

trade, and many vessels were in lay-up during 2009. In recent times 

however, there has been much optimism that more ships will soon 

be needed in the near future. 

3. There are also plans to build ships with container capacity of 

18,000TEUs that would transit Malacca Straits.  

4. The intra-Asian container trade is generating high cargo volumes, 

which in turn is attracting bigger ships that used to ply the oceanic 

routes. 

5. The larger carriers are set to dominate the world’s major trade 

routes. 
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Figure 7 
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PASSENGERSHIP TRAFFIC REPORTS 

1. The general decline of passenger ship transits in the last decade 

indicates a general preference by holidaymakers for using other 

means of travel, such as on budget airlines. See Figure 8 

2. There is also a disappearance of such ships made famous by their 

‘cruise to nowhere’ tagline, which catered solely to gambling 

activities on board,  
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第５編 ミクロネシア海上監視能力強化関連レポート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

レポート７ 
 

ミクロネシア地域における海上保安機能強化プロジェクト 

（第３回官民共同会議（パラオ会議） 2010 年 11 月 11 日） 
 
 
１ 背 景 
 
 北太平洋ミクロネシア地域に位置するパラオ共和国、ミクロネシア連邦、マ

ーシャル諸島共和国の３国は、３国の人口をあわせても 20 万人弱の島嶼国であ

るが、マグロ等の豊かな水産資源を有するその排他的経済水域（EEZ）の合計

は約 560 万平方 km に及び、世界第 6 位の EEZ を有する我が国（約 450 万平方

km）を上回る広大な海域を有している。 
 このような豊かな海洋資源を持つ海域を管轄するミクロネシア３国にとって、

違法操業の取締りは重要な課題であるものの、これまでの米国及びオーストラ

リア政府からの支援にもかかわらず、海上保安体制はその広大な海域に比して

十分なものとなっているとは言えないレベルにある。 
 
 このため、日本財団においては笹川平和財団等の関係団体とともに、これま

で当該地域の海上保安機能強化のための支援を主導してきた米豪両国とも緊密

な連携を図りながら、当該地域の海上保安機能を強化するための支援プロジェ

クトに着手することとなった。 
 
 
２ これまでの経緯 
 
 2008 年に日本財団に対して支援の要請があり、またミクロネシア３国で行っ

ている大統領サミットにおいて支援を歓迎する旨の共同コミュニケが採択され

たことを契機として、日本財団及び笹川平和財団によりミクロネシア地域３国

の海上保安機能の強化を支援するプロジェクトが開始される。 
 その後の主な経緯は以下のとおり。 
 
 ２００８年１１月   ミクロネシア大統領サミット（第８回）   
 ２００９年３月～５月 第 1 次現地実地調査団派遣 

９月    第 2 次現地実施調査団派遣 
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 ２０１０年３月    第 1 回ミクロネシア地域における海上保安機能強化

に関する官民共同会議（東京） 
      ６月    第 2 回官民共同会議（グアム） 
      ７月    FFA を交えた実務者打ち合わせ会議（ソロモン諸島） 
     １１月    第 3 回官民共同会議（パラオ） 
 
 上記のとおり、２００９年にミクロネシア３国をそれぞれ訪問する現地調査

を二度に渡って実施し、各国海上保安機関の体制や船艇等の設備・装備の確認、

職務執行上の現在の課題等について調査を実施し、これらの調査結果を踏まえ、

日本側においてミクロネシア３国に対する支援策の検討を行った。 
２０１０年３月には、日本財団及び笹川平和財団の主催により東京において、

第１回となる「ミクロネシア地域における海上保安機能の強化に関する官民共

同会議」（東京会議）を、ミクロネシア３国及び日米豪各国からの代表者を招い

て開催し、支援策の基本案を提示して議論を行った。 
 同年６月には、東京会議での議論を踏まえて若干の修正を行った支援策案を

下に、各国実務者による第２回官民共同会議（グアム会議）を開催して議論し

た。さらには太平洋地域の漁業に関する国際機関である FFA(Pacific Islands 
Forum Fisheries Agency）も交えた打合せ会議を行い、各国管理海域における

漁業関連情報の取扱いについて意見交換を行った。 
 
 このような経緯を踏まえ、第３回となる官民共同会議が１１月にパラオで開

催されることとなった。 
 なお、当事務所は２００９年の現地調査より本件支援プロジェクトに参画し

活動している。 
 
 
３ パラオ会議の概要 
 
 ミクロネシア地域における海上保安機能の強化に関する第３回官民共同会議

（パラオ会議）は、パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国

の３国、日米豪の３国及び日本財団並びに笹川平和財団の関係者が出席して、

2010 年 11 月 11 日にパラオ共和国のコロールで開催された。 
 
 会議においては、過去２回の官民合同会議等での議論に基づき、ミクロネシ

ア３国の海上保安機能強化を図るために日本側が実施する支援策の概要につい

て合意が得られた。 
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 ８つの項目からなる支援策の内容は以下のとおり。 
 

① 必要な情報及びその他の活動に関する情報共有を行うために、ミクロネシ

ア地域調整センター（CCMR）を設立すること。 

② 捜索救助（SAR）、ポートステートコントロール（PSC）及び海上法令執

行に活用するため小型艇を供与すること。 

③ 小型艇のための燃料、定期的メンテナンス及び交換部品を 2020 年度まで

の間供与すること。一定量の燃料については、共同訓練の実施に対しても

供与される。 

④ 小型艇の陸上輸送に使用するための車両とトレーラーを供与すること。 

⑤ 小型艇の維持管理を容易にするためボートランプ（傾斜路）を建設するこ

と。 

⑥ 通信能力を改善するためアンテナを含めた HF/VHF 無線設備を供与する

こと。 

⑦ 適切な海上法令執行機関に非常用発電機を供与すること。 

⑧ カピンガマランギ環礁（ミクロネシア連邦）における燃料タンク建設に向

けて実現可能性調査と環境影響調査を実施すること。 

 

また、合意された支援策についてその詳細についてさらに議論を進め、関係

者間での詳細内容に関する合意に基づいて、2011 年度より順次実施していくこ

とが確認された。 

 
 
４ 今後の取り組み 
 
 パラオ会議において、ミクロネシア３国への支援策の項目について基本的な

合意が得られたことから、今後はこの具体的な支援項目の実施段階へと入って

いくこととなる。 
 
 これに関し、パラオ会議終了後の 2011 年 1 月、本件支援プロジェクトに関連

する日本側関係団体四者（日本財団、笹川平和財団、日本海難防止協会及び海

上保安庁）による会議が開催され、今後の推進体制等が議論された。 
 この結果、本件支援プロジェクトの実施にあたっては、上記四団体による国

内委員会により適切な推進を図るとともに、具体的な実施作業については、日

本海難防止協会本部及び当シンガポール事務所が中心となって進めて行くこと

とされた。 
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SUMMARY RECORD OF DISCUSSION  

OF  

THE THIRD MEETING OF SIX NATIONS  

AND TWO NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

FOR STRENGTHENING MARITIME SURVEILLANCE CAPACITY  

IN MICRONESIA REGION 

 

 

In response to the intention of Presidents of Federated States of 

Micronesia (FSM), Republic of the Marshall Islands (RMI) and Republic of Palau 

(ROP) expressed in the Joint Communiqués of the Micronesian Presidents’ Summit 

in 2008, 2009 and 2010, the representatives from FSM, RMI, ROP, Australia, 

Japan, the United States, the Nippon Foundation and the Sasakawa Peace 

Foundation held “The Third Meeting of Six Nations and Two Non-Governmental 

Organizations for Strengthening Maritime Surveillance Capacity in Micronesia 

Region” in the Republic of Palau on November 11, 2010 to discuss matters 

concerning the strengthening of maritime surveillance capacity in Micronesia 

region.   

In this connection, all participants reached consensus as stated in the 

document attached hereto.   

 

2008 年、2009 年及び 2010 年のミクロネシア大統領サミットにおける共同コミ

ュニケにおいて表明されたミクロネシア連邦（FSM）、マーシャル諸島共和国（RMI）

及びパラオ共和国（ROP）の各大統領の意図に応えて、FMS、RMI、ROP、オース

トラリア、日本、アメリカ合衆国、日本財団及び笹川平和財団の代表は、ミクロ

ネシア地域における海上保安機能の強化に関する事項を議論するため、2010 年 11

月 11 日、パラオ共和国において「ミクロネシア地域における海上保安機能の強化

に関する官民共同会議（以下「官民共同会議」という。）」を開催した。 

 これに関連して、全ての出席者は添付された文書に記載の通り合意に達した。 

 

 

Koror, Republic of Palau 

November 11, 2010 

 

コロール、パラオ共和国 

2010 年 11 月 11 日 
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THE THIRD MEETING OF SIX NATIONS AND TWO 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

FOR STRENGTHENING MARITIME SURVEILLANCE CAPACITY 

IN MICRONESIA REGION 

November 11, 2010 

 

 

1.  The Nippon Foundation (hereinafter referred to as “the NF”) and the Sasakawa 

Peace Foundation (hereinafter referred to as “the SPF”) convened, pursuant to the Joint 

Communiqué of the 8th, 9th and 10th Micronesian Presidents’ Summit in 2008, 2009 and 

2010, The Third Meeting of Six Nations and Two Non-governmental Organizations for 

Strengthening Maritime Surveillance Capacity in the Micronesia Region (hereinafter 

referred to as “the Meeting”) at Ngarachamayong Cultural Center, Koror, Republic of 

Palau on 11th November 2010. 

 

  日本財団及び笹川平和財団は、2008 年、2009 年及び 2010 年の第８、９、10 回ミ

クロネシア大統領サミットにおける共同コミュニケに基づき、2010 年 11 月 11 日、

パラオ共和国コロール、ンガラタマヨ文化センターにおいてミクロネシア地域におけ

る海上保安機能の強化に関する第３回官民共同会議（以下「会議」という。）を開催

した。 

 

2.  The Meeting was co-chaired by the SPF and Republic of Palau (hereinafter 

referred to as “ROP”) representing Federated States of Micronesia (hereinafter referred 

to as “FSM”), Republic of the Marshall Islands (hereinafter referred to as “RMI”) and 

ROP.  

 

会議の議長は、笹川平和財団とミクロネシア連邦（FMS）、マーシャル諸島共和国

（RMI）及びパラオ共和国（ROP）の３国を代表したパラオ共和国が共同で務めた。 

 

3.  His Excellency Johnson Toribiong, President of ROP, thanked all the participants 

for their attendance and took the opportunity to paraphrase a sentence from the FSM 

Constitution which states that “The seas do not divide us, they bring us together”. His 

Excellency said that as young island nations, ROP, FSM and RMI (hereinafter referred 

to as “the three Micronesian Nations”) were new in terms of self-governance. The three 

Micronesian Nations shared common ocean resources and looked to the oceans for 

sustainable growth and sought to maximise its benefits. The three Micronesian Nations 
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also shared historical experiences and mutual support with United States, Japan and 

Australia. In this way, the three Micronesian Nations were able to take pro-active 

measures to preserve their fish stocks and ocean resources for future generations. 

President Toribiong was pleased that the concerns of the three Micronesian Nations 

were similarly shared by United States, Australia and Japan. President Toribiong 

extended a special welcome to The NF for their humanitarian vision, giving the three 

Micronesian Nations a helping hand, seen in today’s formulation of assistance plan. 

 

パラオ共和国大統領ジョンソン・トリビオン大統領閣下は、すべての出席者に感謝

を述べるとともに、「海は我々を分割するのではなく一つにまとめる」というミクロ

ネシア連邦憲法からの一節を引用してあいさつを述べた。まだ若い島嶼国として、パ

ラオ、ミクロネシア及びマーシャル諸島（以下「ミクロネシア３国」という）は、自

己統治という観点ではまだ不慣れな面もあるとも述べた。ミクロネシア３国は海洋資

源を共有し、海洋を持続可能な成長の源と見てその恩恵を 大化する道を求めている。

また、ミクロネシア３国は歴史的な経験とアメリカ合衆国、日本及びオーストラリア

との相互支援についても共有している。このように、ミクロネシア３国は、将来の世

代のために漁業資源や海洋資源を保護するための積極的な方策を講じることができ

る。トリビオン大統領は、ミクロネシア３国の懸念が米国、日本及びオーストラリア

とも同じように共有されていることに満足の意を示した。また大統領は、本日の支援

策の提示に見られるようなミクロネシア３国に手を差しのべようとする日本財団の

人道主義的な構想に対しとりわけ歓迎の意を示した。 

 

4.  During the opening message His Excellency the Former Prime Minister of Japan, 

Yoshiro Mori conveyed his deep affection for the Micronesian region and their people, 

and expressed confidence that initiatives put forward in the meeting marked the 

beginning of an even closer relationship with the Micronesian Nations. The opening 

message was read by Mr. Katsuyoshi Fukai of SPF. 

 

日本国前首相である森喜朗閣下は、その冒頭メッセージにおいて、ミクロネシア地

域とその人々に対する深い親愛の情を伝えるとともに、この会議において提案される

構想がミクロネシア諸国とのより親しい関係の始まりを記念するものとなると確信

していると述べた。なお、冒頭メッセージは笹川平和財団の深井克純氏により代読さ

れた。 

 

5.  In his welcoming remarks, Chairman of the NF, Mr. Yohei Sasakawa encouraged 

the participation of ideas and leadership in further developing a maritime perspective in 
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the Micronesian region that had the welfare of the oceans as a top priority, which would 

meet the present challenges in preserving the bountiful oceans for generations to come. 

Mr Sasakawa expressed satisfaction with the establishment of an innovative model of 

co-operation that had begun, as a result of the formation of this collaborative committee 

with the Micronesian Nations.  

 

日本財団会長である笹川陽平氏は、歓迎あいさつにおいて、様々な考え方やリーダ

ーシップによる参画を促進することにより も重要なものとして海洋の豊かさを有

しているミクロネシア地域での海洋構想をより一層発展させることが、次の世代のた

めに恵み豊かな海洋を保全するという現在の課題に対応することになると述べた。ま

た、今回のミクロネシア諸国との共同会議の設立により、協力の新しいモデルが創設

されたことを大変うれしく思うと述べた。 

    

6.  The head of delegation from the FSM, Hon. Francis Itimai thanked His Excellency 

Johnson Toribiong, President of ROP for gracing the meeting, and conveyed the 

felicitations of President Mori of FSM. Hon. Francis Itimai acknowledged the recitation 

of preamble to FSM Constitution which recognised the unifying nature of the seas. Hon. 

Francis Itimai hoped for a fruitful outcome from today’s meeting, which would come 

out with results that were practical enough to implement.  

 

ミクロネシア連邦（FSM）の代表団長であるフランシス・イティマエ（運輸・通信・

インフラ大臣）閣下は、会議を立派に開催されたことについてトリビオン・パラオ共

和国大統領に感謝するとともに、モリ・ミクロネシア連邦大統領からの祝福の言葉を

伝えた。また、イティマエ大臣は、（人や物事を）一体化させる海洋の特質を認めた

ミクロネシア連邦憲法序文の引用に感謝の意を示した。さらに、本日の会議が有意義

なものとなり、実施に向けて十分に有益な結果が得られることを期待する旨述べた。 

 

7.  The head of delegation from the RMI, Hon. Brenson S. Wase appreciated the 

opening remarks made by His Excellency Johnson Toribiong, President of ROP. Hon. 

Brenson S. Wase extended gratitude to ROP, the host nation for the meeting and for the 

warm welcome as well as generous hospitality accorded to the members of his 

delegation. 

 

マーシャル諸島共和国（RMI）の代表団長であるブレンソン・Ｓ・ワセ（法務大臣）

閣下は、トリビオン・パラオ共和国大統領による冒頭あいさつに感謝の意を述べた。

また、大臣はホスト国であるパラオ共和国に対して、会議の開催及び代表団に対する
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暖かい歓迎と惜しみない歓待について感謝の意を述べた。 

 

8.   The head of delegation from Australia, Mr. Nicholas Coppel welcomed Japan’s 

engagement in the Pacific region in the area of maritime surveillance in the three 

Micronesian Nations, both by the government of Japan and by Japanese 

non-governmental organisations such as The NF and the SPF. Mr. Nicholas Coppel 

remarked that maritime surveillance covered a large area, needing additional resources 

and capabilities. This ‘six plus two’ meeting was an important forum as co-ordination 

was essential to maximise the benefits of the proposed support measures. 

 

オーストラリアの代表団長であるニコラス・コッペル氏は、ミクロネシア３国の海

上保安分野に関する太平洋地域での、政府及び日本財団や笹川平和財団といった非政

府組織双方による日本の関与を歓迎した。またコッペル氏は、海上保安機能を担うべ

き地域は広大で、付加的な資金や要員及び能力が必要であると述べた。さらに、提案

されている支援措置の恩恵を 大化するためには調整が不可欠であり、この「官民共

同会議」は重要な場であるとも述べた。 

 

9.  The head of delegation from the United States, H.E Ambassador Helen 

Reed-Rowe stressed the United States is a vital contributor to the region’s security and 

economic success, and was working closely with representatives of the NF to determine 

its role in this emerging venture. Her Excellency welcomed the continued participation 

and support of the United States in matters relating to the challenges of maritime 

security. The Deputy Assistant Secretary, US Department of State Frankie Reed thanked 

His Excellency Johnson Toribiong, President of ROP for his hospitality and his 

welcome to the first United States Ambassador, who is now resident in ROP. 

 

アメリカ合衆国の代表団長であるヘレン・リードロウ大使閣下は、米国はこの地域

の安全保障と経済発展における重要な貢献者であり、この新たに始まろうとする取組

における役割についても日本財団の代表と密接に連携していくと強調した。また、海

洋安全保障の課題に関する事項への米国の継続的な参画と支援について歓迎した。 

国務省次官補代理であるフランキー・リード氏は、ジョンソン・トリビオン大統領

に対し、暖かいもてなしと米国初代大使としてパラオ共和国に着任した大使への歓迎

について感謝の意を述べた。 

 

10.  The head of delegation from Japan, Commander Yuichi Motoyama, Japan Coast 

Guard expressed appreciation to ROP for giving an opportunity to exchange views on 
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maritime surveillance and also to the NF and the SPF for their substantial contribution 

to this project. 

 

日本の代表団長である本山海上保安庁渉外官は、海上保安に関する意見交換の場が

持てることに関しパラオ共和国に感謝の意を述べるとともに、日本財団と笹川平和財

団の本プロジェクトへの貢献に対し謝意を述べた。 

 

11.  The Chairman of the SPF, Mr. Jiro Hanyu welcomed the opportunity for SPF to 

participate in their first maritime project, after nearly twenty years of international 

exchange programs conducted with the Micronesian nations. Mr. Hanyu highlighted the 

nimbleness of private foundations in their ability to provide specific support, and 

expressed hope that future maritime support programs could be jointly undertaken with 

the various coastguards, navies and government departments. 

 

笹川平和財団会長である羽生次郎氏は、約 20 年にわたってミクロネシア諸国とと

もに国際交流プログラムを行ってきた笹川平和財団にとって、本件が初めての海洋プ

ロジェクトとなることをうれしく思うと述べた。また、民間団体であることにより特

定の支援措置が迅速に行えることを強調するとともに、今後の海洋支援プログラムが

多くの沿岸警備隊、海軍、各国政府機関とともに行えることを期待したいと述べた。 

 

12. The meeting unanimously welcomed the intention of the NF and the SPF to extend 

cooperation to enhance maritime surveillance capacity by implementing the following 

measures (hereinafter referred to as “the Support Measures”) for the three Micronesian 

Nations; 

 

会議は、以下に掲げる方策（以下「支援措置」という）を講じることにより、ミク

ロネシア３国の海上保安機能強化のために日本財団及び笹川平和財団が協力の幅を

広げることについて、全会一致で歓迎した。 

 

12.1. Establish Coordination Center for Micronesian Region (CCMR) to 

share necessary information and other necessary activities. The venue of CCMR is 

to be decided by the three Micronesian Nations; 

 

必要な情報及びその他の活動に関する情報共有を行うために、ミクロネシア

地域調整センター（CCMR）を設立すること。CCMR の場所については、ミク

ロネシア３国間の協議により決定される。 
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12.2. Provide small craft to be utilized for search and rescue, port state 

control and maritime law enforcement. Size and specifications to be determined 

through consultations between the foundations and each of the three Micronesian 

Nations.  

 

捜索救助（SAR）、ポートステートコントロール（PSC）及び海上法令執行に

活用するため小型艇を供与すること。小型艇の大きさ及び仕様の細目について

は、両財団とミクロネシア３国各国との間の協議の上決定される。 

 

12.3. Provide funding for fuel, programmed maintenance and spare parts for 

the small craft until Japanese fiscal year of 2020.  Certain portion of fuel will also 

be provided for the implementation of joint operations. The joint operation covered 

by the Support Measures is to be decided by all participants concerned; 

 

小型艇のための燃料、定期的メンテナンス及び交換部品を 2020 年度までの間

供与すること。一定量の燃料については、共同訓練の実施に対しても供与され

る。支援措置が講じられる共同訓練の範囲については、関係者間で決定される。 

 

12.4. Provide vehicles and trailers for the ground transportation of small 

craft; 

 

小型艇の陸上輸送に使用するための車両とトレーラーを供与すること。 

 

12.5. Construct boat ramp(s) to facilitate maintenance for the small craft; 

 

小型艇の維持管理を容易にするためボートランプ（傾斜路）を建設すること。 

 

12.6. Provide HF/VHF radios including antennas to further improve 

communication capabilities; 

 

通信能力を改善するためアンテナを含めたHF/VHF無線設備を供与すること。 

 

12.7. Provide an emergency power generator to the appropriate maritime 

law enforcement authority; and 
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適切な海上法令執行機関に非常用発電機を供与すること。 

 

12.8. Conduct feasibility study and environmental impact assessment 

towards construction of a fuel tank in Kapingamarangi Atoll 

 

カピンガマランギ環礁における燃料タンク建設に向けて実現可能性調査と環

境影響調査を実施すること。 

 

13. The Meeting noted that the three Micronesian Nations welcomed the views 

expressed by the NF and the SPF, and showed their willingness to cooperate in 

implementing the Support Measures. 

 

会議は、ミクロネシア３国が日本財団及び笹川平和財団が表明した見解を歓迎し、

支援措置の実施に協力を行う意志を示したことを確認した。 

 

14. The Meeting noted and commended the efforts made by Australia and the United 

States in establishing and reinforcing the maritime surveillance capacity of the three 

Micronesian Nations. 

 

会議は、ミクロネシア３国における海上保安機能の創設と強化を進めてきたオース

トラリア及び米国の尽力を確認しこれを称賛した。 

 

15. Australia, Japan and the United States welcomed the view from the NF and the SPF 

and expressed willingness to consider provision of expertise and advice to facilitate the 

implementation of the Support Measures. In addition, the United States encourages 

identification of sources to provide expertise and training to maritime surveillance units 

and/or advisors to facilitate the implementation of the stated Support Measures. 

 

オーストラリア、日本及び米国は、日本財団及び笹川平和財団の見解を歓迎すると

ともに、支援措置の実施が円滑に行われるよう専門的技術の提供と助言を行うことを

検討する旨表明した。加えて、米国は、海上保安機関に提供する専門的技術及び訓練

や支援措置の実施を円滑に進めるためのアドバイザーに関する詳細の明確化を促し

た。 

 

16. The Meeting noted that the views and comments from the respective delegations 

would be further discussed and incorporated into the Support Measures which will be 
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implemented from Japanese fiscal year of 2011, after the agreements between the 

participants concerned.  

 

会議は、それぞれの代表団からの見解や意見については、さらに議論し、関係者間

での合意の後 2011 年度から実施される支援措置に反映させることを確認した。 

 

17. The Meeting noted that the Support Measures will commence in Japanese fiscal 

year 2011 upon the agreements on respective support measures between the participants 

concerned. The Meeting also agreed to hold meetings to consult on the efficient 

implementation of the Support Measures on as-needed basis.   

 

会議は、支援措置はそれぞれの支援策に関する関係者間での合意に基づいて、2011

年度（日本の予算年度）から開始されることを確認した。また、支援措置の効率的な

実施について協議するため、必要に応じて会議を開催することを合意した。 

 

18. The Meeting was attended by delegations from the three Micronesian Nations, 

Australia, Japan, United States, the NF and the SPF. The list of participants appears as 

Annex A. 

 

会議には、ミクロネシア３国、オーストラリア、日本、米国、日本財団及び笹川平

和財団からの代表団が出席した。出席者一覧はアネックスＡの通り。 
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２０１０年主要業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 日本海難防止協会シンガポール連絡事務所 

２０１０年 主要業務実績 

 

月 日 業務概要 

１月１４日 マ・シ海峡航行援助施設基金に係るマレーシア半島海事局ラジフ

課長との打合せ（ポートクラン） 

１月１９日 太平洋島嶼国事業に係るパラオ共和国法務大臣及び豪州海上監

視アドバイザーとの打合せ（パラオ共和国） 

１月２０日 太平洋島嶼国事業に係るミクロネシア連邦運輸大臣等との打合

せ（ミクロネシア連邦） 

１月２７日 太平洋島嶼国事業に係るマーシャル諸島法務大臣等との打合せ

（マーシャル諸島） 

２月８日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団との打合せ（東京） 

２月２３日 マ・シ海峡航行援助施設基金に係るインドネシア海運総局ブディ

航行局長との打合せ（ジャカルタ） 

２月２６日 マ・シ海峡航行援助施設基金に係るシンガポール海事港湾庁イー

政策局長及びマレーシア半島海事局ラジフ課長との打合せ（シン

ガポール） 

３月 ２日 太平洋島嶼国事業に係る第１回官民共同会議開催（東京） 

３月 ５日 ㈱ゼニライトブイ社長等来所、意見・情報交換 

３月１８日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団との打合せ（東京） 

３月２３日 JITI 主催船員に関するセミナー開催に係るシンガポール大学ロ

バートベックマン教授との打合せ（シンガポール） 

３月２４日 アジア Sea Expo 出席（シンガポール） 

３月２６日 マラッカ海峡協議会佐々木業務課長来所、意見・情報交換 

４月 ７日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ルに関する Intertanko, BIMCO 及びシンガポール海事港湾庁イー

政策局長との打合せ 

４月 ９日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団との打合せ（東京） 

４月２２日 太平洋島嶼国事業に係る豪州外務通商省等との打合せ（豪州キャ

ンベラ） 

４月２６日 シンガポール海事港湾庁主催マリタイムレクチャー出席 

４月２７日 シンガポール船主協会(SSA)及び国際海運会議所(ICS)主催セミ

ナー出席 

４月２９日 シンガポール海事港湾庁主催港湾セキュリティーセミナー出席 



５月 ４日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団羽生会長との打合せ 

５月１２日 太平洋島嶼国事業に係る米国務省及び沿岸警備隊との打合せ（米

国・ワシントン） 

５月１８日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ルに関するシンガポール海事港湾庁イー政策局長との打合せ 

５月１９日 日本海事検定協会主催テクニカルフォーラム出席 

５月２０日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ルに関する Intertanko アジア太平洋代表ティム・ウィルキンス

氏との打合せ 

５月２４日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団との打合せ（東京） 

６月２～３日 太平洋島嶼国事業に係る第２回官民共同会議開催（グアム） 

６月 ８日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ルに関するマレーシア半島海事局ラジフ課長との打合せ（ポート

クラン） 

６月１４日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ルに関するインドネシア外務省ベベブ次長等との打合せ（シンガ

ポール） 

６月１６日 中村新所長着任 

６月１７日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ルに関するインドネシア海運総局ブディ航行局長との打合せ（シ

ンガポール） 

７月１２日 マ・シ海峡における航行安全及び環境保全に係るテクニカルパネ

ル出席（ジャカルタ） 

７月１３日 MEH（電子ハイウェー）セミナー出席 

７月２０日 太平洋島嶼国事業に係る FFA(Forum Fisheries Agency)主催会議

出席（ソロモン諸島） 

７月３０日 海上保安庁練習船こじまシンガポール入港、シンガポール警察沿

岸警備隊及び海事港湾庁施設見学対応 

８月１７日 マ・シ海峡航行援助施設基金に係るマレーシア半島海事局ラジフ

課長との打合せ（ポートクラン） 

８月１７日 国際商工会議所海賊センターノエル・チューン所長との意見・情

報交換（クアラルンプール） 

８月２７日 マ・シ海峡航行援助施設基金に係る外務省ベベブ次長及びインド

ネシア海運総局ブディ航行局長との打合せ（ジャカルタ） 

９月 ３日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団との打合せ（東京） 



９月５～９日 太平洋島嶼国事業に係るパラオ共和国及びミクロネシア連邦調

査訪問（パラオ及びミクロネシア） 

９月２３日 マ・シ協力フォーラムに係るBIMCOアジア地域担当Thomas Timlen

氏との打合せ 

１０月４～５日 第３５回 TTEG 会合出席（インドネシア、ジョグジャカルタ） 

１０月６～７日 第３回マ・シ協力フォーラム出席（インドネシア、ジョグジャカ

ルタ） 

１０月 ８日 Project Coordination Committee 出席（インドネシア、ジョグジ

ャカルタ） 

１０月１１～１２日 第５回航行援助施設基金委員会出席（インドネシア、ジョグジャ

カルタ） 

１０月２７日 太平洋島嶼国事業に係る海上保安庁との打合せ（東京） 

１０月２８日 太平洋島嶼国事業に係る笹川平和財団との打合せ（東京） 

１１月 ２日 日本郵船海運担当者との意見・情報交換 

１１月１１日 太平洋島嶼国事業に係る第３回官民共同会議開催（パラオ） 

１１月１２日 太平洋島嶼国事業に係るパラオ共和国法務大臣及び警察長官と

の打合せ（パラオ） 

１１月１５日 太平洋島嶼国事業に係るマーシャル警察副長官等との打合せ（マ

ーシャル） 

１１月２２日 JICA シンガポール事務所大隈所長来所、意見・情報交換 

１１月３０日 海上交通に関する JICA 第三国研修におけるプレゼン等実施 

１２月 １日 東京大学城山教授他５名来所、意見・情報交換 

１２月 ６日 Intertanko アジア太平洋代表ティム・ウィルキンス氏及び BIMCO 

アジア地域担当 Thomas Timlen 氏との意見・情報交換 

１２月 ８日 シンガポール海事港湾庁イー政策局長等との意見・情報交換 
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2010 年 1 月のコンテナ取扱量は 18.1％増加するも今後の見通しは不透明 

 シンガポール全体の 2010 年 1 月のコンテナ取扱量は 233 万 TEU（20 フィート標準コンテ

ナ換算個数）に上り、前年同月比で 18.1％の大幅増加となった。しかしながら、これは世

界的な景気の低迷がすでに始まっていた 2009 年 1 月の低水準期と比較したものであるほか、

現在の景気回復が未だ確固たるものになっていないことから、今後数カ月の見通しは不透

明となっている。 

 実際、シンガポール海事港湾庁（MPA）が予測値として発表した 2010 年 1 月のコンテナ

取扱量は、前々年 1月のコンテナ取扱量 246 万 TEU に比べ 5％減少であった。前月との比較

においては、2010 年 1 月のコンテナ取扱量は 2009 年 12 月の 228 万 TEU から 2.1％増加と

なっている。しかし、この 12 月の取扱量は、前月の 11 月に比べて減少しており、実際の

ところ、昨年 10 月以降の取扱量はほぼ横ばいとなっている。 

 最大手の PSA が運営するターミナルにおいても、同じような状況である。今年 1 月のコ

ンテナ取扱量は、昨年 1 月と比較し 17.9％増加し 226 万 TEU となったが、これは昨年 1 月

の取扱量が 192 万 TEU と低水準であったことによるものである。小規模なジュロン港にお

ける増加はより顕著であり、昨年 1 月の 58,000TEU から今年 1 月は 72,000TEU へと 24.1％

急増している。 

 しかしながら、今年の今後の見通しは不透明なままである。 

 これについて、NOL 社のロン・ウィドウズ CEO は、「我々の顧客は、横ばいまたはわずか

な成長を予想している。これらは需要の根本的な変化というよりも、在庫調整によるもの

が中心である。今後数カ月の貨物の需要について、多くの顧客が需要の見通しを明言でき

ない状態である。」と述べている。 

 一方、シンガポールの船舶燃料の売上げは 2010 年 1 月も引き続き好調で、前年 1月の 302

万トンから 6.4％増加し 321 万トンとなっている。また、対前月比の動きも安定しており、

2009 年 12 月の 318 万トンから約 1％増加となっている。 

（2010 年 2 月 13 日 ビジネスタイムズ） 

 

上海がシンガポールを抜いて世界最大のコンテナ港となる可能性あり 

本年、シンガポールはコンテナ取扱量世界一の座を上海に譲ることになるだろう。今年 4

月より先月（6月）にかけて、上海港のコンテナ取扱量はシンガポールを上回っており、本

年末までには世界一の座に就くことになるだろう。 

「今年、上海はシンガポールを抜いて世界一となるだろうが、かなり互角の戦いであろ

う。」とドゥルゥリー海運コンサルタント社（Drewry Shipping Counsultants）のアジアオ

ペレーション局長ディヴァイ・ゴエル氏は述べた。 

シンガポール海事港湾庁（MPA）から昨日（７月 13 日）発表された先月のデータによる

と、シンガポール港の 239 万 TEU（20 フィート標準コンテナ換算個数）に対し、上海港は

244 万 TEU となっている。 
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2010 年上半期（1～6月）の上海港のコンテナ取扱量 1,385 万 TEU に対し、シンガポール

港は 20 万コンテナ分多い、あるいは平均的なサイズのコンテナ船に換算すると約 40 隻分

多い 1,405 万 TEU の取扱量であった。 

本年のシンガポール港のコンテナ輸送量は昨年より 14％上回っているのに対し、強力な

世界経済回復により、上海港は昨年比 19％増となっている。専門家は 2 年前に上海がシン

ガポールを抜き世界一になると予測していたが、世界不況が中国の輸出量を引き下げたこ

とにより、その予測は現実のものとはならなかった。 

現在、上海港がシンガポール港を上回るということが不可避ではあるものの、明らかに

決着がついたといったようなことにはならないだろう。中国の急速な発展は、上海港が深

川、広州、寧波、船山といった中国国内の他の港との競争に直面するということでもある。

他方、ベトナムやインドネシアといった新興国の発展は、貨物積み換え港としてシンガポ

ールに利益をもたらし続けることになるであろう。 

また、シンガポール港は世界最大のコンテナ港であると誇示することはできなくなるか

もしれないが、海事産業が国内総生産の７％に貢献し、10 万人以上の雇用者がいるという、

コンテナハブ港の中心地としての利益を享受し続けるであろう。 

MPA のスポークスマンは、「今年末の来るべき結果に関わらず、シンガポール港は貨物積

み換え港の中心となり、世界における主なコンテナ取扱港の一つであり続ける。シンガポ

ール港は今後も成長を続け、根強い需要があるだろう。MPA は、当該需要を満たすための港

の発展及び拡大に投資し続けていくつもりである。」と述べた。 

CIMB-GK のエコノミスト、ソン・セン ウン氏は「シンガポールか上海か、という観点か

ら論じるべきではない。経済成長に伴いシンガポール港でのコンテナ取扱量が増加してい

る限り、シンガポールは上海港と競っているというよりは、経済成長に貢献しているとい

うことである。」と述べた。 

シンガポールは 5 年前にコンテナ輸送量で香港を上回り、それ以来、世界一というタイ

トルを非公認で保持してきた。 

貨物を満載した大型船が、アジアーヨーロッパ交易路における主要な貨物積み換え港で

あるシンガポールに到着後、サイズの小さい船舶に荷物の積み下ろしを行っている。近年

のアジア内貿易の成長もまた、シンガポール港のコンテナ輸送を支えている。 

上海港の成長は中国の急激な経済成長の副産物であり、中国内陸地域への重要な玄関港

として機能している。膨大な量の輸出に加え、上海港は急激に成長する国内市場の需要に

応えるために増え続ける国外製品輸入にも対応していかなければならない。中国の輸入総

額は 2002 年の 2,590 億 US ドル（3,580 億シンガポールドル）から、2008 年に 1 兆 1,000

億 US ドルへと増加し、輸出額は 3,260 億 US ドルから 1 兆 4,000 億 US ドルへと急増した。 

DBS のエコノミスト、アーヴィン・シャー氏は、「アジアは世界経済の成長において最も

重要な役割を果たしており、中国はその中心を成している。よって、中国国内外の貿易の

流れが急激に成長することは予期できる。このことは、中国が世界経済に益々貢献してい
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る状況において、この先数年は続くであろう時代の流れである。」と述べた。 

上海港は 3 年前にコンテナ取扱量で香港を追い抜いてから、シンガポールの後ろにぴっ

たりとくっついてきた。上海は鉄鉱石といった原材料の巨大な消費地であり、コンテナで

は輸送されない製品を含む世界で最も巨大な港となっている。 

（2010 年 7 月 14 日 ストレイト・タイムズ） 
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ペドラブランカ沖でタグボートが沈没、11 名が行方不明 

事故発生日時：2010 年１月 6日（水）午前 5時頃（現地時間） 

事故発生地点：シンガポール ペドラブランカ島沖 

被害船の詳細：タグボート、シンガポール船籍、Ocean Lark 号、乗組員 13 名 

 

状況： 

 1 月 6 日（水）午前 5 時頃、シンガポール船籍タグボート Ocean Lark 号がペドラブラン

カ島沖において転覆・沈没した。 

シンガポール海事港湾庁（MPA）の発表によると、ホースバーグ灯台東沖 16 海里の地点

において、救命艇で脱出した O 号の乗組員 2 名は付近を航行していた補給船によって救出

されたが、残りの 11 名は依然行方不明のままとのことである。 

 MPA、シンガポール空軍及びシンガポール海軍の巡視船とヘリコプターによる捜索救助活

動が行われている。 

 MPA は、航行警報を通じて付近を航行中の船舶に対し捜索に協力するよう求めているほか、

インドネシアの海難救助調整センターにも本件を通知している。 

（2010 年 1 月 6日 ストレートタイムズ） 

参考資料：2010 年 1 月 6日 MPA ニュースリリース 

 

シンガポール海峡内でタンカーと貨物船が衝突。2000 トンの原油が流出（速報） 

事故発生日時：2010 年 5 月 25 日（火）午前 6時 10 分頃（現地時間） 

事故発生地点：シンガポールチャンギ沖南東 13ｋｍ付近（シンガポール海峡 TSS 内） 

被害船の詳細：マレーシア船籍タンカーMt Bunga Kelana 3 号（約 10 万トン）セントビン

セント及びグレナディーン諸島船籍貨物船 MV Waily 号（約 2万 5千トン） 

 

状況： 

 5 月 25 日（火）午前 6時 10 分頃、マレーシア船籍タンカーMt Bunga Kelana 3 号とセン

トビンセント及びグレナディーン諸島船籍貨物船 MV Waily 号がシンガポール海峡内の分離

通航方式（TSS）が採用されている航路で衝突したとの報告がシンガポール海事港湾庁（MPA）

によせられた。衝突現場はチャンギ沖南東 13ｋｍ付近で、この衝突により 2000 トンの原油

が、Mt Bunga Kelana 3 号から流出したとされている。この事故による TSS 内の船舶交通に

支障は出ていない。 

死傷者はなく、両船は現在シンガポール海峡内に錨泊している。 

通報を受け、MPA は直ちに 4隻のパトロール船と緊急対応船を現場へ派遣した。MPA はま

た、油流出対策の支援を民間企業に要請し、これを受け、油流出対策資機材を搭載した 3

隻の船が配備された。原油流出を最小限に食い止め、流出した原油を除去する作業が続け

られている。    （2010 年 5 月 25 日 MPA ニュースリリース） 
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シンガポール海峡内での本格的な流出油回収作業始まる 

タンカーと貨物船の衝突により 2,500 トンの原油が流出 

  

 タンカーと貨物船の衝突により海上に流出した推定約 2,500 トンの原油を回収するため、

20隻以上の作業船及び85人以上の作業員を動員したシンガポール海峡での流出油回収作業

が、5月 25 日に一斉に行われた。 

 マレーシア船籍タンカーMt Bunga Kelana 3 号とセントビンセント及びグレナディーン諸

島船籍貨物船 MV Waily 号が、5 月 25 日午前 6 時 3 分にチャンギ沖南東約 13ｋｍの距離に

あるシンガポール海峡の分離通航帯（TSS）内の海上において衝突した。 

 シンガポール空軍が午後までに行ったヘリコプターからの調査により、チャンギ沖南東

約 6ｋｍの海上に幅 1ｋｍ長さ 4ｋｍの流出油帯が確認された。 

 シンガポール海事港湾庁（MPA）は、油流出による被害に備えるようマリーナ、フェリー

ターミナル及び海岸に面した施設へ注意を呼びかけた。 

 この事故による負傷者はなかったが、Mt Bunga Kelana 3 号のタンク 1つが破損し、原油

が流出した。Mt Bunga Kelana 3 号の運航会社である AET は、「予防策として、オイルフェ

ンスを破損したタンクの周囲に設置した。」と 5月 25 日午後に声明を発表している。また、

同社は MPA と協力し、沿岸での油回収のため作業員 200 人を待機させている。 

 同社によると、1998 年建造のダブル・ハル原油タンカーMt Bunga Kelana 3 号は、シン

ガポール海峡を東から西へ向けて航行中に MV Waily 号に衝突されたと報告されており、ま

た、マレーシアのエネルギー運送グループである MISC Berhad の完全子会社である同社は、

Mt Bunga Kelana 3 号は自力で航行し、現在はチャンギ沖南に錨泊していると述べた。更に、

同社は、シンガポール海峡内に錨泊している MV Waily 号についても状態は安定していると

している。 

 MPA は、油流出の阻止及び回収作業は引き続き行われていると述べている。緊急対応船に

は、41 トンの無毒で生物分解性の油処理剤、2 機の油回収装置及び 1,500 メートルのオイ

ルフェンスが搭載されている。また、MPA は、「TSS 内の船舶交通に影響はなく、MPA 港湾管

理センターから、TSS 内を航行する船に対し、錨泊中の当該両船を避けるようにとの航行警

報が発出された。」と述べている。 

 シンガポール外務省のスポークスマンは、「シンガポール政府は、油防除及び回収のため

マ・シ海峡における合同流出油対策の標準運用手続に沿って、インドネシア及びマレーシ

アと全面的に支援・協力していく。」と述べている。 

（2010 年 5 月 26 日 ビジネスタイムズ） 

 
シンガポール海峡での Mt Bunga Kelana 3 号と MV Waily 号の衝突事故（続報） 

マレーシア船籍タンカーMt Bunga Kelana 3 号とセントビンセント及びグレナディーン諸

島船籍貨物船 MV Waily 号の衝突による流出油の防除及び回収作業は、5月 27 日午後も引き
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続き行われている。 

チャンギ海軍基地においても漂着油が確認されたことに加え、タナメラ・フェリー港か

らチャンギ海軍基地間及び国営ヨットセンターから SAFRA リゾート（シンガポール退役軍

人向け施設）間の沿岸部でも漂着油の被害が確認された。シンガポール環境庁とタンカー

の運航会社である AET の委託企業が、共同で油回収作業にあたっている。また、チャンギ

東沖合いでは、19 隻の作業船が流出油の拡散防止及び回収作業を続けている。 

 シンガポール海事港湾庁（MPA）は、マ・シ海峡における合同流出油対策の標準運用手続

に沿って、インドネシア及びマレーシアと協力し、必要とされる支援を行っていくとして

いる。 

 標準運用手続は、回転基金委員会（RFC）のようなインドネシア、マレーシア、シンガポ

ールの沿岸三国間協定の一部である。MPA は、5 月 27 日（木）にシンガポールで開催され

る第 31 回回転基金委員会において、インドネシア及びマレーシアと今回の衝突事故に関し

て協議する予定である。    （2010 年 5 月 27 日 MPA ニュースリリース） 

 

マースク社のコンテナ船がマレーシアのポートクラン沖で炎上 

オマーンへ向けポートクランを出港したコンテナ船シャーロット・マースク号がマラッ

カ海峡において火災に見舞われた。業界関係者によると、シャーロット・マースク号

（8194TEU）がポートクランを出港後、昨日（７月７日）現地時間の２１時３０分に危険物

を積載したコンテナ内で火災が発生した。マースク社のスポークスマンは本紙に対し、「現

在、マレーシアのポートクラン沖に停泊しているシャーロット・マースク号の船長が、同

船舶の前甲板より火災が発生したとの報告をよせた。同船は消火活動を開始し、現時点で

我々が優先的に行うべきことは、火災鎮火のために支援することであり、また乗組員、船

舶及び貨物の安全を確保することである。これ以上の詳細な情報は、現時点ではよせられ

ていない。」と語った。マレーシア当局は、同船の火災鎮火のために消火活動艇（事務所注：

当事務所が情報収集したところによると、マレーシア海上法令執行庁は３隻の船艇を現場

に派遣し、日本財団が寄贈した「マリーン」も現場で活躍中であるとのこと。）を派遣して

いる。現在のところ、乗組員にけがはなく、環境汚染の被害も報告されていない。同船の

エンジン及びスラスタは航行には支障がないとされている。 

（2010 年 7 月 8日 シートレード・アジア） 
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油濁・環境 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

船舶による海洋汚染をゼロにできるか。それは廃棄物受入施設の問題である。 

（筆者：INTERTANKO 環境問題担当 ティム・ウィルキンス） 

 気候変動―全世界の海運業界のみならず、世界各国の政治家や規制当局にとって、環境

問題の焦点になっているのが、この「気候変動」である。 

 エネルギー消費効率向上や温室効果ガス排出削減は、IMO の海洋環境保全委員会における

最重要議題であり、それゆえ海運業界の多くの者にとって重要な問題になっている。 

 しかしながら、週末の釣り人やピクニックが目的の家族連れ、そして単純に東南アジア

のビーチを楽しむ者達は、より鮮明かつ地域的な環境問題に直面している。インドネシア、

マレーシア及びシンガポールのほとんどの沿岸部からは、洋上に浮かぶ船のシルエットを

眺めることができ、これらの海岸付近では往々にしてある種の海洋汚染が見られる。 

 ビニール袋であれ、投棄された釣り糸であれ、または少量の石油残留物の痕跡であれ、

海洋汚染はそこに存在し、目に見える。そして本来の汚染の源の所在に関わらず、多くの

者がビーチに漂着したゴミと沿岸を航行する国際通商船舶とを結びつけて考える。 

 このことは、2つの大変重要な問題を示唆している。一つは、ゴミ及びその他の廃棄物投

棄という海洋汚染の問題であり、二つ目は、通りを行き交う人々、この場合にはビーチを

ということになるが、こうした人々が、海運業界に対する否定的なイメージを持ち続けて

いるという問題である。 

 実際には、東南アジアのビーチに漂着するゴミの多くは、陸上から投棄されたものであ

る。我々がビーチで目にするプラスチックゴミは、都市に降った雨水が河川などを通じ運

んだものであり、その他の石油や汚染物についても同様のことが言える。 

 しかしながらこのことにより、海運業界による汚染ゼロへの取組の重要性が薄れるとい

うことにはならない。海運業界にとって、投棄ゼロを実現するための鍵は、陸上にある。

この解決法は、その概念は単純であるが、実行は明らかに難しい。全ての港が、入港する

全ての船舶に対して貨物の揚げ卸しの際に廃棄物を受け入れることのできる十分な施設を

提供することができれば、理論上は何ら問題はないだろう。 

 2007 年に廃棄物受入施設に関する関係業界によるフォーラムにおいて積極的な作業計画

が提案された後、IMO は取組を強化した。賞賛に値するのは、IMO が海運業界と港所在国間

のより円滑で透明性の高いコミュニケーションを提供するとともに、これまで長年にわた

って待ち望まれていた受入施設の提供者及び利用者に対する行動基準を策定することによ

り、IMO の加盟国自らが当該作業計画を全面的に受け入れたことである。 

 ロジスティック面、実務面及び運用面での計画と強い政治的意志があれば、港の廃棄物

受入施設の設置は実現することができる。 

 これは明らかに世界的に対処すべき問題であるが、地域ごとの取組を行うことは短期的

には現実的な解決方法であるかもしれない。タンカー業界が、この問題を地域で解決する

ための協力メカニズムを通じたインドネシア、マレーシア及びシンガポールによる取組を

歓迎したのはこのためである。このメカニズムを通じて、これらの三カ国は国際海運団体
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とこの問題への対応について協力していく意志を明らかにしている。協力のための場とな

るのは、協力フォーラム及び新たに設置されたテクニカルパネルである。 

 これらのパネルの第一歩は明確なコミュニケーションを確立することである。海運業界

が施設の不足を訴える一方、国側は施設は十分であると主張している。何かがおかしいこ

とは明らかである。それゆえ、地域における廃棄物受入施設の状況を把握・収集すること

が、論理的に着実な第一歩である。 

 既存の利用可能な廃棄物受入施設について確認できれば、次のステージに進み、果たし

てその既存の廃棄物受入施設が海運業界のニーズに合っているのかについて議論すること

ができる。言い換えれば、本当に十分な廃棄物受入施設があるのかということである。 

 海洋汚染及び海運業界のイメージ改善という点からみれば、これは問題のごく一部でし

かないかもしれない。しかし、向かう方向は正しい。一度、廃棄物受入施設が整えば海運

業界は汚染ゼロの目標を達成することができる。そうすれば、最も環境に優しい輸送手段

として海運の信用度は一層高まり、ビーチにいる者達にもこのような考えが浸透するだろ

う。 

 廃棄物受入施設の提供が気候変動を防ぐだろうか。間接的にはそうであろう。しかし、

このことが海運業界の評価及び信頼性を高めれば、環境に優しく効率的な世界的な輸送手

段として、海運が気候変動の解決に一役担うことができるという信頼の形成につながるか

もしれない。     （2010 年 4 月 30 日 SeaTrade Asia Week） 
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マ・シ海峡貢献問題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

マラッカ海峡での海難事案を減少すべく、海運業界が調査を提案 

海運業界は、マ・シ海峡での海難事案を減少させることを目的とした調査を行うことを

提案した。この提案は、マ・シ海峡での航行安全及び環境保全のための「協力メカニズム」

に基づく「協力フォーラム」に先だち、7 月 12 日に開催された国際海運団体及び沿岸国で

あるシンガポール、マレーシア及びインドネシアとの会議においてなされた。 

国際海運会議所（ISC）は、世界で最も混雑した海峡における分離通航帯（TSS）での海

難事案を減少させるため調査を行うことを提案した。この提案は、シンガポールにおいて

10 月に開かれる協力フォーラムでの承認を必要とする。（事務所注：次回協力フォーラムは、

インドネシアにおいて開催予定。） 

この提案は、昨年海峡において発生した深刻な衝突事故に対する海運業界の懸念を表し

ているものとされる。この衝突事故には、昨年マレーシア沖において 9 名の死者を出した

フォルモサ・プロダクト・ブリック号とオステンデ・マックス号の衝突事故及び今年 2,500

トンの油流出を引き起こしたシンガポール海峡におけるブンガ・ケレナ・３号とワイリー

号の衝突事故が含まれている。 

インタータンコ（国際独立タンカー船主協会）とインターカーゴ（国際乾貨物船主協会）

は、マ・シ海峡の環境保全を強化する提案も提出している。 

（2010 年 7 月 16 日 シ―・トレード・アジア） 

 

シンガポール及び韓国、覚書（ＭＯＵ）によって海事分野の関係を強固にする 

シンガポール及び韓国の海事分野の関係は昨日（８月２３日）、両国の海事当局により覚

書（ＭＯＵ）を取り交わしたことにより、より一層強固なものとなった。 

シンガポール海事港湾庁（ＭＰＡ）及び韓国・国土海洋部（ＭＬＴＭ）は、航行の安全

及び海洋環境保全といった問題に対し、より一層緊密に協力していくことに合意した。両

国はすでに、国際海事機関（ＩＭＯ）及び１６カ国が参加しているアジア海賊対策地域協

力協定（ＲｅＣＡＡＰ）において協力関係を築いている。 

覚書はまた、フォーラム、ワークショップ及びセミナーを通じて両国間で技術的専門知

識をより一層交換するための道を開いている。 

韓国はマ・シ海峡の有力な利用者であり、海峡安全の維持及び国際海事への参加のため、

地域的取組へ積極的に参加してきた。 

ラム・イ・ヨンＭＰＡ長官は、「この覚書は現在のＭＰＡとＭＬＴＭ間の緊密な協力関係

を反映しただけでなく、航行安全、海洋環境の保全及び海と港湾の安全(security)を促進

する両国間の関係をさらに強固なものにするという新たな画期的出来事でもある。」と述べ
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た。 

リム・キ タックＭＬＴＭ海事安全局長は、覚書は両国間に「アジアにおける海賊の脅

威に対するＲｅＣＡＡＰに基づく協力及びマ・シ海峡における航行安全の促進及び強化を

含むＩＭＯを超えた協力を追求する」という場を提供するだろうと述べた。 

（2010 年 8 月 24 日 ビジネスタイムズ） 
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海賊・セキュリティ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

シンガポール籍船がアデン湾においてハイジャックされる 

 24 名乗組みのシンガポール籍ケミカルタンカーM.T. Pramoni にとって、新年は喜ばしい

ものではなかった。 

 M.T. Pramoni は、ソマリア及びイエメン間に位置し海賊が横行するアデン湾においてハ

イジャックされた。同船の遭難信号は、2010 年 1 月 1日午後 5時半（シンガポール現地時

間）頃英国海軍によって受信された。 

 M.T. Pramoni は、15,000 トンの化学物質を積載しイタリアのジェノアからインドのカン

ダラに向かっていた。 

 同船の運航管理会社である GBLT Ship Management のスポークスマンは、「ハイジャック

に海賊が関係していると思われるが、身代金の要求は未だなされていない。」と述べている。

同管理会社は、ハイジャックした者の特定はできていない。 

 しかしながら、中国海難救助センターの職員は、新華社通信に対し「ソマリアの海賊に

襲われた該船には 5人の中国人船員が乗船していた。」と述べている。 

 GBLT Ship Management のスポークスマンは、「乗組員の安否の確認のため我々は船と連絡

を取り続けようとしている。また、現状解決のため全ての海上関係当局及び専門家と協力

している。」と述べている。 

 同船の乗組員は、インドネシア、中国、ベトナム及びナイジェリア人からなり、シンガ

ポール国籍の者はいない。 

 同スポークスマンは、積荷の価値については言明せず、船主については明らかにするこ

とを拒否した。 

 今回のハイジャックは、ソマリアの海賊に対し 400 万 US ドル（560 万シンガポールドル）

の身代金が支払われたと報じられたわずか 1週間後に発生したものである。 

 当該身代金は、昨年の 10 月中旬同様に海賊によって捉えられた Pacific International 

Lines(PIL)のコンテナ船 Kota Wajar とその乗組員 21 名の解放のために支払われたもので

ある。 

 世界でも有数の船舶会社 PIL は、シンガポールに拠点を置いている。 

 Kota Wajar は、ハイジャック時、ケニヤのムンバサからシンガポールに向かっていた。 

 アデン湾は、特にペルシャ湾で採掘される石油の輸送にとって不可欠な船舶航路である。 

 昨年 1月～9月までの 9ヶ月間、アデン湾における 100 件の海賊行為が国際海事局海賊情

報センター(IMB Piracy Reporting Center)に報告されている。 

 この数字は、2008 年の同様の時期に報告された 51 件に比べ 2倍の数値となっている。 

 シンガポール海事港湾庁によると、Kota Wajar は、昨年海賊にハイジャックされた唯一

のシンガポール籍船とされている。 

 新年は、25 名乗組みの英国籍貨物船もソマリア沖 1,000km の海上でハイジャックされた

とブルガリア外務省が 1月 2日に公表している。 

 ハイジャックされた Asian Glory は、シンガポールからサウジアラビアに向けて車を運
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搬中であった。     （2010 年 1 月 3 日 ストレート・タイムズ） 

 

国際海事局が 2009 年海賊レポート発表 

 木曜日（1 月 14 日）に国際海事局（IMB）が発表した 2009 年の海賊及び海上武装強盗に

関する年間報告書によると、2009 年 1 年間に発生した海賊件数は、過去６年間で最多とな

り、全世界で海賊事件が一層頻発し、凶悪性も増しているとのことである。 

 IMB は、同報告書の中で、2009 年に通報された海賊件数は全体で 406 件であり、前年の

293 件から増加したものの、2003 年の 445 件は下回るとしている。 

 IMB のムクンダン局長は、「我々の願いは、このエスカレートする海賊の増加に対して、

各政府及び政府機関が人命や財産への被害を軽減及び抑止するために最大限の対処をする

ことである。」と述べている。 

 IMB によれば、クアラルンプールに拠点を置く同局の海賊情報センターは、2009 年 49 隻

の船舶がハイジャックされ、84 隻を企てられ、120 隻が海賊から発砲されたとの通報を受

けたとのことである。これらの事件により、1,052 人の乗組員が人質となり、68 人が負傷、

そして 8人が殺害された。 

IMB のムクンダン局長は、「船舶及び乗組員に対する事件の頻度と凶悪性が増しているこ

とは深刻である。」と述べている。IMB は、全世界のほぼ全ての地域で海賊事件が増加した

としている。 

無法地帯となっているソマリア沿岸における海賊発生件数は 217 件とほぼ倍増し、これ

により 47 隻の船舶がハイジャックされ、867 人の乗組員が人質にとなった。 

しかし、IMB は、国際海軍のプレゼンスの高まりや国際協力活動の強化により、ソマリア

沖におけるハイジャック成功数は比較的低位にとどまっているとしている。 

また、IMB は、海賊はその活動の中心を世界で最も混雑した海上貿易ルートであり 2008

年における活動の中心であったアデン湾からソマリア沖東方へと移していると警告してい

る。 

このほかにも、IMB は、その他のアフリカ海域も引き続き「非常に危険である」としてお

り、28 件の海賊事件が発生したナイジェリアについては、「ソマリアよりも凶悪性が非常に

高い。」と指摘している。 

一方、南シナ海においても 2009 年は 13 件の海賊事件が発生しており、最近 5 年間で最

多となっている。また、南アメリカにおいても 2008 年の 14 件から 2009 年は 37 件に増加

した。 

また、IMB によると、過去には世界一の海賊多発海域であったマラッカ海峡における海賊

発生件数は、2009 年は 2件にとどまり、前年と同数となっている。これは、インドネシア、

マレーシア及びシンガポールによる大規模な合同パトロールが、同海域における海賊行為

を抑止していることによるものである。   （2010 年 1 月 15 日 ビジネスタイムズ） 
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マレーシア及びシンガポールの海軍が合同訓練 

 シンガポール及びマレーシア海軍は、チャンギ海軍基地とマラッカ海峡において行われ

る 11 日間の合同訓練を開始した。今回で 20 回目となる同訓練（コードネーム：Malapura）

は、シンガポール海軍の主催により実施されている。 

 昨日から始まった同訓練は、3月 4日に終了する。同訓練には、シンガポール及びマレー

シア海軍所属の軍艦各 3 隻の計 6 隻が参加している。艦隊は、哨戒艇、小型駆逐艦及びミ

サイル艦から構成されている。 

 同訓練は、チャンギ海軍基地において、マレーシア海軍 Ahmad Kamarulzaman Ahmad 

Badaruddin 中将及びシンガポール海軍 Joseph Leong 少将によって、2 月 23 日に正式に開

始される。 

 シンガポール防衛省は、「両国海軍は、5 カ国防衛協定等の多国間活動により定期的に交

流しているほか、マラッカ海峡における合同パトロールを通じた海上セキュリティ強化の

ために緊密な協力を行っている。そして、こうしたことが両国海軍の人員間の相互理解の

増進及び運用上の連携の強化につながっている。」と述べている。 

（2010 年 2 月 23 日 ストレートタイムズ） 

 

テロ警報を受け、マラッカ海峡のセキュリティが強化される 

 マラッカ海峡を航行する石油タンカーに対するテロ攻撃の警報が発出されたことから、

シンガポール、マレーシア及びインドネシアの各国政府は、同海峡のセキュリティを強化

している。 

 シンガポール海軍は、艦船を増強して哨戒を行っているほか、シンガポール警察沿岸警

備隊も同国島内へのテロ攻撃を防止するためセキュリティを強化している。 

 本紙の取材によると、警察沿岸警備隊はシンガポールの沖合に錨泊している大型船舶に

接近する小型船舶の監視及び立入検査を実施している。 

 セキュリティ強化は、国際海事局（IMB）からの 3ヵ国に向けた警報を受けて実施されて

いるものである。 

 ロイター通信は、タイ軍事アタッシェのスセポング・カエウタブ大佐は今回の警報は日

本から発信されたものであると述べていると報道している。 

 シンガポール海軍は、30 隻以上の石油タンカーを運航する BW Maritime やコンテナ船運

航会社である NOL （Neptune Orient Lines）や AP Moller-Maersk などの海運関連会社 380

社が加盟するシンガポール船主協会（SSA）に対し勧告を出し、SSA は加盟者に対し、当該

勧告を伝達したとのことである。 

 シンガポール海軍が IFC（Information Fusion Centre）を通じて発した勧告には、テロ

攻撃の脅威があることが明らかに記されており、乗組員が実施すべき防止策のガイドライ

ンが示されている。これらの防止策には、マラッカ・シンガポール海峡通航時における夜

間の見張りの強化及び 4～8時間毎の IFC への報告などがある。 
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 また、同勧告は、テロリストの目的は、「おそらく世間の注目を集め、その存在を誇示す

ることである。」としているが、具体的なテロ組織名は挙げなかった。更に、脅威は石油タ

ンカーに特定して向けられたものであるものの、他の危険貨物を積載した大型船舶に対す

る攻撃の可能性を排除するものではないとしている。5ページにわたる同勧告の中には、タ

ンカーを攻撃するために漁船が利用される可能性もあると述べられている。 

 昨年 4 月に設置された IFC は、海上の船舶からの情報を分析し、その情報を米国、マレ

ーシア、インドネシアなどの関連機関と共有している。 

 今回の脅威について他にどんな対策が取られているかとする本紙の質問に対し、シンガ

ポール国防省はコメントを拒否している。しかしながら、インドネシアのプルノモ・ユス

ギアントロ国防大臣は、ロイター通信に対し、「マラッカ海峡のセキュリティ及びパトロー

ルを強化する。」と述べている。一方、マレーシア政府も、海上法令執行庁がパトロールを

強化するとしている。 

 マラッカ海峡においては長い間海賊行為が横行していたが、テロ攻撃は最新の脅威とし

て認識されており、アルカイダに関連した組織による可能性も考えられる。 

 IMB 海賊情報センターのノエル・チュン所長は、「同センターに勤務して 10 年になるが、

マラッカ海峡におけるテロ攻撃に関する警報を受けたのは初めてのことである。このよう

な脅威の可能性は認識してきたものの、同海峡において警報が発せられるようなことにな

るとは思いもしなかった。」と述べている。 

 これまでにもセキュリティ専門家は、世界の貿易量の 30％及び石油輸送量の半分が通過

するマラッカ海峡におけるテロ攻撃は大変な妨害を招くことが予想されることから、テロ

の格好の標的になると指摘してきた。 

 テロ行為リスク分析家のピーター・チョーク氏は、Rand 海賊及び海上テロ行為報告書の

中で、「海上におけるテロ行為は、テロリストにとって、広範に経済を混乱に陥れる別の方

法となる。全世界の無駄のない“適度・適時”を謳った貨物貿易システムを妨害すれば、

特に主要商業港の運営が縮小した場合には、甚大かつ連鎖した経済損失を招くであろう。」

としている。      （2010 年 3 月 5 日 ストレート・タイムズ） 

 

インドネシア大統領、アチェのテロ集団の脅威を警告 

 インドネシアのスシロ・バンバン・ユドヨノ大統領は 5 日、警察が検挙したアチェ州の

訓練基地からテロ集団がテロ攻撃を企てていたことを明らかにした。 

 一方、同国のバンバン・ヘンダルソ・ダヌリ国家警察長官は、マラッカ海峡における石

油タンカーに対するテロ攻撃の可能性についてシンガポール海軍が警報を発していたが、

当局が本件と同集団との関連を現在調査しているところであると述べている。 

 同長官は、「マラッカ海峡沿岸のスマトラ島北端アチェ州ラムケベにおいてテロ集団のメ

ンバー約 30 名の捜索を行っていたところ、2 月 23 日に訓練基地を発見し、容疑者 14 名を

逮捕した。この際、警官との衝突で同集団の少なくとも 1 名及び警官 1 名が死亡し、警官
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の遺体は同集団によって持ち去られた。」と述べている。 

 ユドヨノ大統領は、閣議開始前に記者団に対し、「これは組織立った真のテロ集団であり、

すでに紛争地域でないと認識されているアチェを意図的に訓練基地に選んでいる。彼らは

インドネシア政府が警戒を怠ることを想定し、自由にテロ行為を企てることができると考

えている。」と述べている。 

 イスラム教の信仰が強いアチェ州は、29 年間にわたる独立運動を経て 2005 年にインドネ

シア政府と和平協定を結んだ。 

 ユドヨノ大統領は、同集団について具体的な組織名は挙げなかったが、この組織にかつ

ての自由アチェ運動の活動家は関与していないとし、同組織のリーダーは外部の者である

と述べた。 

 ある現場捜索では、コマンドナイフ、バリ島爆弾テロ事件のビデオ CD、ジハードに関す

る文献及び現金のほか、軍服、ライフル銃及び銃弾 8,000 発が押収された。また、警察は、

今回の逮捕者の中には海外の軍事キャンプで訓練を受けていた者もいたとしている。 

 インドネシア政府は、過去 10 年間にわたりジェマ・イスラミア（JI）等のテロ集団と対

峙してきた。JI には、アフガニスタンのムジャーヒディーンによる訓練を受けた者もいる。 

 昨年 7 名が犠牲になったジャカルタのホテルにおける爆破テロ事件に関与したサウジア

ラビア人とインドネシア人の公判が先月開かれた。 

 インドネシアのテロ対策チーム“Detachment 88”のティト・カルナビアン隊長は、ロイ

ター通信による最近のインタビューにおいて、ホテル爆破テロ事件について調査を行った

ところアルカイダとインドネシアの現地活動家の繋がりが復興していることが明らかにな

ったと述べている。 

 JI は、202 名が犠牲になった 2002 年バリ島爆弾テロ事件を含めた一連のテロ事件の首謀

者であり、かつてはアルカイダと強い繋がりがあった。   

（2010 年 3 月 5日 ロイター通信） 

 

ReCAAP、海賊に関する新たな懸念を表明 

3月 11日に終了した第4回アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)情報共有センター（ISC）

総務会では、アデン湾及びソマリア沿岸沖において引き続き発生する海賊被害に対する懸

念が締約国政府から再び表明された。 

 また、同総務会に出席した海運団体からも、ReCAAP との協力を希望することが繰り返し

述べられた。 

 ReCAAP 締約国 15 カ国の代表は、海賊及び海上武装強盗対策に関する研究・分析、人材育

成及び他機関との協力の確保について ISC が成し遂げた功績を称賛した。 

 同総務会には、昨年 8月に締約国となったノルウェー政府の代表が今回初めて出席した。

また、オランダの加盟については着実に進展しているほか、デンマークから同協定の批准

に向けた正式な通知があったことも確認された。 
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 これらは、ReCAAP に対する信頼性並びに海賊及び海上武装強盗問題に対処するためには

更なる協力が必要であるとの認識が高まっていることを示すものである。 

 ReCAAP は、アジア全体で海賊及び海上武装強盗問題に一体となって取り組むために、未

締結国が同協定を速やかに批准することを期待するとしている。 

 海運団体の代表からは、アジア船主フォーラム（ASF）及びボルチック国際海運協議会

（BIMCO）と ReCAAP との間における覚書に基き、ReCAAP の取組に協力することが再確認さ

れた。 

 このほか、ReCAAP ISC に対する各国からの任意による資金拠出（シンガポール：156 万

シンガポールドル、日本：64 万 2 千シンガポールドル、韓国：1 億ウォン、ノルウェー：

10 万米ドル、中国及びインド：各 5万米ドル）に対して、歓迎の意が示された。 

 また、最後に、総務会は、開設から 3 年にわたって ReCAAP ISC の活動を成功に導いた

伊藤嘉章初代事務局長に感謝の意を示し、4月 1日から着任する遠藤善久第二代事務局長を

歓迎した。     （2010 年 3 月 12 日 ビジネス・タイムズ） 

 

ノルウェー政府がマ・シ海峡の海上セキュリティ強化のため 

インドネシア政府と協力 

 ノルウェー政府は、同政府の支援によりマラッカ海峡北部にあたるインドネシアスマト

ラ島沿岸部に設置される船舶航行監視システム（VTS）に関する覚書を３月２５日（木）に

インドネシア政府と交わした。 

今般の協力は、マラッカ海峡北部沿岸域の海上安全及び捜索救助の強化を目的としてい

る。 

プロジェクトのための総予算は約 1,500 万 US ドルであり、ローン及び無償供与の双方が

含まれている。国際的な入札が近日中に公開される予定で、インドネシア海運総局がプロ

ジェクトの実施機関となる。 

エイビンド・オメノルウェー大使がノルウェー開発協力庁に代わり、インドネシア側は、

ラフマット・ワルヤト財務省債務局長が署名を行った。 

同大使は、「世界の海運大国の一国として、ノルウェーがインドネシアと協力し、このよ

うな支援を行えることを喜ばしく思う。ノルウェー船籍を含めた数多くの船舶が、この広

大な海峡を毎日航行しており、航行監視能力の強化は、インドネシアのみならず国際海運

団体にも有益となるであろう。」と述べた。 

ワルヤト局長は、インドネシア政府を代表して、マラッカ海峡におけるインドネシア領

域部分の沿岸域を監視するため早急に設置することが求められている船舶航行監視システ

ムプロジェクトへのノルウェー政府の財政支援に対し、感謝の意を表明した。同局長は、

また、「マラッカ海峡におけるインドネシア沿岸域の海洋環境及び領海は、同国の経済にと

っても非常に重要であることを鑑みると、油流出のようなあらゆる海上災害は、国家経済

に対し極めて深刻な影響を及ぼすであろう。」と述べた。 
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（2010 年 3 月 29 日 在インドネシアノルウェー大使館広報） 

 

民間団体が太平洋海域におけるプロジェクトに乗り出す 

 ―大国ならこれらの国々にセキュリティ分野の支援を行うかもしれないが、民間団体が

これに関与するのは異例である― 

 

 太平洋島嶼国 3 カ国は、その広大な海域における取締を強化するための支援を日本の民

間財団に求めた。この革新的なプロジェクトは、主に海洋水産資源と海洋環境の保全とと

もに捜査救難（SAR）活動の充実を対象にしている。 

 ミクロネシア連邦、マーシャル諸島及びパラオ共和国を合わせた面積は 1,379 平方キロ

メートル（シンガポールの約 2倍）、人口は 18 万 5千人であるが、3ヵ国の領海と排他的経

済水域（EEZ）は合わせて約 600 万平方キロメートルにおよび、これは世界第 3位の大きさ

である。 

 先進国が発展途上国にセキュリティ支援を行うのはよく見られることである。しかし、

民間財団がこのような事業に着手することは、極めて稀なことである。 

 太平洋島嶼国は、特に海洋に関して脆弱である。このため、豪政府は、1983 年に防衛協

力プロジェクトに着手し、その結果、島嶼国 12 カ国に対して訓練及び支援を含めた小型パ

トロール艇の無償供与を実施している。 

 豪外交通商省のスポークスマンは、「2009 年 8 月 5日にケアンズで開催された太平洋島嶼

国フォーラム首脳会議において、ケビン・ラッド首相は、豪政府が今後も太平洋島嶼国と

緊密に話し合いをしながらパトロールボート・プログラムに取り組んでいくつもりであり、

2018年から2028年にかけて期限を迎える既存のプログラムを更新するための新たな海上セ

キュリティプログラムを作成することを表明した。」とコメントしている。 

 ミクロネシア連邦が 3 隻、マーシャル諸島及びパラオ共和国はそれぞれ 1 隻パトロール

艇を有している。米海軍及び米沿岸警備隊は、米国が太平洋島嶼国各国と締結した幅広い

政治的な合意である自由連合協定の下、米政府としての取組の一環として一定の支援を行

っている。 

 これらの取組が十分でないことは、特に現場での財源不足により、パトロール艇の年間

稼働日数が 50 日から 100 日に過ぎないことからも明らかである。また、これらのパトロー

ル艇は、沿岸警備、港内監視及び捜索救難活動の沿岸活動にはサイズが大きすぎ、多額の

費用を要することとなる。 

 笹川平和財団(SPF)による支援は、2008年 5月に太平洋島嶼国3カ国によって提案された。 

 笹川平和財団及びその母体である日本財団（日本の政治家でありビジネスリーダーであ

った故・笹川良一氏によって 1962 年に設立）は、創設以来、慈善事業を行ってきた。日本

財団は 1988 年以降太平洋島嶼国におけるプロジェクトを支援しており、また、マラッカ海

峡の航行安全の向上のためにこれまで 40 年以上にわたり 1 億 3,050 万米ドル（1 億 8,250
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万シンガポールドル）を支援するなど、海洋問題に長年携わってきた。 

 笹川平和財団は、ミクロネシアからの要請に応え、2回にわたる実地調査を実施し、支援

策を提示した。 

 この支援策は先月東京で開催された 6+2 会議において公表された。ミクロネシア連邦、

マーシャル諸島及びパラオ共和国の各国大臣、米及び豪の外務省高官、日本国海上保安庁

の代表及び両財団の会長が同会議に出席した。 

 実務者レベルの会合が 6 月にグアムで予定されており、支援計画は年内にパラオにおい

て最終決定される見通しである。 

 笹川会長は、地域調整・訓練センターの設置とともに全長 10 メートルの小型艇を何隻か

寄贈することを提案した。これらの他に、短波及び超短波無線設備が供与されるほか、合

同演習のための燃料等についても供与される予定である。 

 これに加え、ミクロネシアには燃料給油タンク、マーシャルには小型艇輸送用のトレー

ラー及びけん引車、そしてパラオには小型艇用のスロープが供与される予定である。 

 笹川平和財団の世古将人研究員は、「笹川平和財団及び日本財団が必要な予算措置を行

う。」と述べている。また、日本財団のホームページには、「日本、豪及び米国の沿岸警備

隊は、海上監視及び海洋環境保全に向けミクロネシア 3 カ国と協力を開始する可能性があ

り、早ければそれらは 2011 年から開始される。」と記されている。 

 世古研究員は、両財団による支援は海洋水産資源の保護や非伝統的安全保障に関する分

野に主眼を置いているとし、「我々は、米政府がミクロネシア地域において防衛に関する事

務を担うことを定めた米国とミクロネシア各国間の自由連合協定について十分承知してお

り、我々の関心は優れて海上安全分野のみである。」と述べている。 

 ともあれ、民間セクターとしては相当の野心である。 

（2010 年 4 月 5日 ストレートタイムズ） 

 

今年第一四半期のアジア海域における海賊件数は 25 件 

今年第一四半期にアジア海域において発生した海賊及び海上武装強盗は、昨年同時期の 15

件から増加し 25 件になった。 

 ReCAAP（アジア海賊対策地域協力協定）情報共有センター（ISC）は、昨日（4月 30 日）

主催した海賊及び海上武装強盗対策会議において、タンカーが最も狙われやすい標的であ

るとしている。（事務所注：ReCAAP によるとタグに対する事件も多いとされている。）海賊

事件の多く（8件）はインドネシア海域で発生しており、その他マレーシア及びインド海域

でも複数の事件が発生している。 

 これとは対照的に、かつては海賊行為の温床であったマラッカ・シンガポール海峡は、

概ね平穏であった。今年第一四半期に同海峡で発生した海賊事件は 1 件のみであり、それ

も海賊が船舶に乗り込もうとしただけで未遂に終わっている。 

 昨日スイソテル・マーチャント コートホテルにて開かれた同会議において、ISC の遠藤
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善久事務局長は、最近の海賊事件増加の傾向が今後も継続する可能性があるとの懸念を示

した。 

 また、同センターのテオ次長は、｢海上が穏やかな時期というのは、船舶に乗り込むこと

が容易になることから、海賊事件が増加する一因になり得る。このほかにも、その海域に

おける海軍のプレゼンスや取締など様々な要因によって海賊件数は増減する。｣と指摘し、

最も効果的な海賊対策については、｢絶えず警戒を怠らないこと。そうすれば追加の予防措

置を講じることもできる。｣と述べている。  （2010 年 4 月 30 日 ストレートタイムズ） 

 

海賊の標的はマレーシア海上の南及び東海域へ移動 

海賊たちは沿岸国政府によるパトロール強化により、マラッカ海峡を敬遠している。 

 

海賊の発生海域は、マレーシア半島西側から南及び東側へ移ってきている。マレーシア

及び近隣諸国によるパトロール強化が功を奏し、過去数年間におけるマラッカ海峡での海

賊被害件数は減少している。しかし、国際海事局（IMB）によると、2005 年以降マレーシア

のこれ以外の海域における海賊被害件数は増加している。 

 海賊は徐々に、マレーシア半島の南及び東海域であるティオマン島、アウ島及び南シナ

海近海に活動の場を移してきている。その結果、これらの地域における海賊被害件数は 2005

年の 3 件から 2009 年は 16 件へと増加しており、今年に入ってからはすでに 7 件の事案が

報告されている。先月、アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）も、海賊及び武装強盗に

よる船舶への被害が増加しているとの報告をしている。 

それに反して、マラッカ海峡における被害件数は 2005 年の 12 件から 2009 年は 2件へと

減少した。また、今年に入ってからも被害は、未遂事案１件だけである。 

 昨年以降、海賊事件はシンガポールの南方海域で発生しており、石油タンカーや化学タ

ンカーといった大型船が標的となっている。シンガポール海峡では、昨年海賊がヨットや

タグ及び曳航船に押し入るという事件が２件起きた一方、今年はオイルタンカーへの襲撃

未遂事案が発生している。 

 これらの海賊による被害件数の増加は、近隣海域を海賊の手より守ろうとする試みが、

いたちごっことなっていることを示している。「海賊事案が発生するたびに、マレーシア当

局は事案発生海域へ船艇を派遣し、これによりしばらくは海賊及び武装強盗の襲撃が抑制

される。しかし、我々はこれらの警備がどれくらいの期間継続されるのかは定かではない。」

とクアラルンプールにある IMB 海賊情報センターのノエル・チューン所長は述べている。 

 ノエル所長は、東及び南海域で海賊行為を行っているのは、マラッカ海峡で海賊行為を

働いていたグループとは別のグループであると述べるとともに、マレーシアのマラッカ海

峡以外の海域における海賊事案とシンガポール、マレーシア及びインドネシア三ヶ国間の

海域における海賊行為とを関連付けている。「これら三国の統計データは、海賊たちが三国

間を相互に動き回っているために、全て相関している。仮に、マレーシアでの海賊被害件
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数が増加するのであれば、シンガポール及びインドネシアにおける件数もまた増加するこ

とになる。」と同所長は述べている。 

マラッカ海峡沿岸国であるシンガポール、マレーシア及びインドネシアが海賊取締のた

めのパトロール強化を行っており、これはオイルタンカーに対するテロ攻撃に備えるため

のものでもあるが、同海峡内における海賊事件の危険性は依然として残っている。 

毎年7万隻の船舶が通航するこの主要な海上交通路は、世界貿易の30％を担っているが、

重積載でありながら軽武装で航行する船を夜間に襲う小規模な強盗の主要な活動海域とも

なっている。 

ノエル所長は、インドネシア及びマレーシアによる沿岸警備の強化が保安の向上につな

がっていると認めているが、「マレーシア及びインドネシア、とりわけインドネシアは素晴

らしい仕事をしているが、この努力をさらに続けていかなければ、海賊被害は再び増加す

ることになるだろう。」と付け加えている。 

シンガポール、マレーシア及びインドネシアは、2005 年に海賊撲滅を目指し「アイズ・

イン・ザ・スカイ」と呼ばれる合同上空監視活動を開始した。 

マレーシアの海上保安組織であるマレーシア海上法執行庁（MMEA）によれば、この海域

における海賊は、船員や船舶を人質として多額の身代金を要求するアデン湾で活動してい

るソマリアの海賊とは全く違うとのことである。この海域の海賊は、ナイフや銃で武装し、

夜間に襲撃を行う小規模な強盗であることが多いとしている。MMEA の刑事部長であるアハ

マド・プジ少将は「この海域の海賊は携帯電話、現金及びノート型パソコンを船員から強

奪するが、乗組員を殺害したり、人質にとって身代金を要求するようなことはしない。」と

述べている。また、ソマリアの海賊と異なり、沿岸警備隊が近接すると素早く逃走すると

している。 

 ノエル所長は船員に対し、港より離れた海域で停泊するときには十分に警戒し、万一海

賊が接近してきたら直ちに警笛を鳴らすことをアドバイスしている。 

（2010 年 5 月 27 日 ストレートタイムズ） 

 

アデン湾においてシンガポール籍タンカーがハイジャックされる 

シンガポール及び中国政府は、昨日（6 月 28 日）、19 人の中国人船員を乗せたシンガポ

ール船籍が、長年に渡りソマリアの海賊によって船舶航行を脅かされているアデン湾にお

いてハイジャックされたと発表した。 

ゴールデン・ブレッシング号はサウジアラビアよりインドへ航行中、東アフリカ沖で海

賊に乗り込まれたと、中国運輸省のウエブサイト上に中国語の短報により伝えられている。

短報によると、「現在、救助作業が進行中である。」とのことであり、船はコンテナ船であ

ると報じられている。 

シンガポール海事港湾庁（ＭＰＡ）は、船は石油及び化学物質積載タンカーであると述

べるとともに、乗組員は全員無事であると付け加えた。ＭＰＡは、船舶は上海ディンヘン
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社が傭船しており、ＭＰＡ及び同社は状況を注意深く見守っているとも述べた。 

海賊による要求は明らかにされていない。 

目撃者によると、14,445 トンの同船はハイジャックされた後、ソマリア沿岸へ向け航行

していったとのことである。 

船主であるゴールデン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスの社員

によると、同社は乗組員と連絡を取っており、「乗組員はこれまでのところ無事である。」

と述べた。 

ソマリアの海賊は、無政府状態の自国の沿岸沖で船舶を乗っ取ることにより何百万ドル

もの身代金を手にしており、小型船による海賊行為は、今では母船や時には強奪した船を

使うことによって攻撃場所を拡大してきている。 

非公式の数字では、68 件の乗っ取り成功を含む 200 件以上の海賊行為が昨年行われ、こ

れは、海賊にとって最も実りの多い年であったことを示している。 

国際海事局（ＩＭＢ）によると、今年 1月より 3月にかけては 35 件の未遂事件があった

とされている。     （2010 年 6 月 29 日 ストレートタイムズ） 

 

アジア船主フォーラム（ＡＳＦ）が、国連（ＵＮ）及び国際海事機関（ＩＭＯ）

に対し海賊及びハイジャック問題への対応を要請 

アジア船主フォーラム（ＡＳＦ）は今週、バン・ギムン国連事務総長及びミトロポロス

国際海事機関（ＩＭＯ）事務局長に対し、アデン湾、ソマリア海域及びインド洋において

横行する海賊及び船舶のハイジャック行為に焦点をあてた書簡を送った。 

ソマリアにおける海賊による海上セキュリティ及び国際海運ならびに国際貿易の安全性

への脅威を懸念し、ＡＳＦは国連とＩＭＯへ「強固で有効的な懲罰手段を打ち立てる」こ

とを強く要請している。 

スジプトＡＳＦ議長は、「状況は手に負えなくなってきている。国際社会としての対策の

欠如が、過去３年間における海賊事案件数の約 500％もの増加をもたらした。」と述べた。 

ＡＳＦ海運経済学検討委員長を務める工藤泰三氏は、「商品市場特有の変動性を考えると、

世間の注目を集める海賊事件は、海賊たちの直接の目的をはるかに超えた深刻な経済的影

響を及ぼす。アデン湾は数多くの原油を満載した超大型タンカーが中東からアジアへと通

過していく重要な海域である。これらの海賊の攻撃を今後も許せば、深刻な経済環境の変

化をもたらし、世界の原油価格の変動をも引き起こすことになる。」と述べている。 

（2010 年 7 月 1日 ビジネスタイムズ） 

 

アデン湾での取締りが功を奏し、2010 年上半期の海賊事件は減少 

国際海事局（IMB）は、アデン湾における関係国の海軍によって行われる取締りが功を奏

し、2010 年上半期の海賊事件が昨年比 18％減少したと述べた。 

IMB は 2010 年上半期の全世界における海賊事件は昨年（2009 年）同期の 240 件から 196
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件へと減少したと発表した。同局はまた、アデン湾での海賊事件が 2009 年上半期は 86 件

だったのに対し、2010 年上半期は 33 件へと減少したと述べた。しかしながら、同局はまた、

海賊の行動範囲が拡大したことにより、ソマリア沿岸及びインド洋広域における海賊事件

は、昨年の 44 件から 51 件へと増加したと述べた。 

ソマリアは 1991 年以来、暴力と政治的混乱によって荒廃しており、同国沿岸での海賊事

件が増加している。      （2010 年 7 月 15 日 トゥデイ） 

 

シンガポール及びインドネシアの両国関係において領海境界線が新たなる 

画期的な出来事となる 

シンガポール及びインドネシアは、二国間関係において意義ある画期的事項を成し遂げ

た。 

両国は今週月曜（8月 30 日）、シンガポール海峡西部海域における二国間の領海境界線を

定めた条約の批准書を交換した。条約の署名は、昨年（2009 年）3 月、ジャカルタにおい

てなされている。領海境界線に関する話し合いは 2005 年に始まり、計 6回の会議が行われ

た。 

政府関係者は、今回の条約によって合意された領海境界線は、1973 年 5 月に署名された

領海境界線を延長するものとなると述べた。 

両国の外務大臣は、もう一つ検討しなければならない点があると述べた。「我々はまた、

チャンギ及びバタム島間の領海境界線の画定作業を開始することに同意している。もう一

カ所、ペドラブランカ島及びビンタン島間の領海境界線の問題もあるが、それはマレーシ

アとの領海境界線の問題が決着した後に行われることになる。」とシンガポールのジョー

ジ・ヨー外務大臣は述べた。 

今年、シンガポール及びインドネシアの二国間関係には様々な進展があり、5月にはシン

ガポールのリー・シェン・ロン首相とインドネシアのユドヨノ大統領との会談が行われた。

両国の外務大臣は、二国間関係の状況に関する情報共有及び両国の次期首脳会談の準備も

行うため、半年に一度、非公式外相会談を開催するつもりであると述べた。 

最近の首脳会談中、両国は、両国間の協力をより一層強固なものとするために、いくつ

かの作業グループが設立されたことを発表した。両外務大臣は、そのグループの活動は良

好であると述べた。 

「我々の連携は、二国間関係のためだけでなく、東南アジア諸国連合（ASEAN）内の協力

においても重要である。また、シンガポール及びインドネシアが ASEAN と共に長年にわた

って取り組んできた様々な交流に伴う価値は、強調する必要はないほど明らかである。」と、

インドネシアのマルティ外務大臣は、述べた。 

テロに関する作業グループの取組みに関して、ヨー外務大臣は、「両国間には並々ならぬ

信頼と相互理解があり、その信頼に基づき、我々は共に行動し、セキュリティに関するオ

ペレーションを頻繁に行うことができる。」と述べた。 
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インドネシアのマルティ外務大臣はまた、月曜に大統領邸イスタナにおいて、シンガポ

ールのリー・シェン・ロン首相とも会談を行った。 

（2010 年 8 月 30 日 チャンネルニュースアジア） 

 

南シナ海にて海賊がタンカーを襲撃 

日曜日（9月 5日）早朝、日本船主タンカーがインドネシア沖において武装した海賊に襲

撃された。この襲撃は、南シナ海航路上において突然再発している海賊事案のうちの最新

の襲撃であると、昨日、国際海事局（ＩＭＢ）は述べた。 

ＩＭＢ海賊情報センターのノエル・チューン所長は、日本船主の化学物質積載タンカー

は、シンガポールから中国に向かう途中、インドネシアのリアウ諸島州 Mangkai 島沖にお

いて標的にされた、と述べた。 

ＩＭＢによれば、ナイフと鋼棒で武装した海賊は、船舶に乗り込み、現金や乗組員の所

持品を強奪した後に逃走したとのことである。 

国土交通省の広報担当者は、被害金額、襲撃者の数、船舶が積載していた製品などの情

報に関してのコメントを控えている。 

ノエル所長は、「日曜午前３時の襲撃において海賊は、タンカーに乗り込み、乗組員 23

人の所持品を強奪後、逃走した。我々は、インドネシア当局に通報すると共に、当該海域

を航行中の船舶に対し、海賊警戒のための見張りを配置するように警告した。通常、海賊

は、そのような見張りに発見された場合、襲撃を断念するからだ。」と述べた。また、ノエ

ル所長は、この事件は今年２月以降この地域で起こった 27件目の事件であると付け加えた。 

Mangkai 島はマレーシア半島の東側にあり、船舶の輻輳地域である。 

ノエル所長は、過去 20 日間に 10 件の海賊被害情報がＩＭＢに寄せられており、この海

域での海賊襲撃に対する懸念が高まっている、と述べた。「海賊事件数が増加していること

に鑑み、この海域における更なるパトロールが必要である。」とノエル所長は述べた。また、

ＩＭＢは、この海域において銃や火器で武装した１つあるいはそれ以上の海賊グループが

活動中であるとの警告を発したと付け加えた。 

南シナ海は、年間 50,000 隻以上の商船に利用され世界貿易の主要な航路となっているマ

ラッカ海峡に近接している。6月に出されたＩＭＢの警告を受け、インドネシア海軍による

パトロールが強化されたため海賊被害件数は減少していたが、ここ最近また被害が増えつ

つある。 

ノエル所長は、ＩＭＢは海軍によるパトロール強化を再度要請すると共に、この海域を

通航する全ての船舶に Mangkai 島から少なくとも 83km 離れて航行するように忠告している、

と述べた。     （2010 年 9 月 7 日 ストレイト・タイムズ） 

 

インドネシア沖にて海賊が自動車運搬船を襲撃；乗組員は無事 

日本のマスメディアは、国土交通省の広報に基づき、金曜日（9 月 10 日）深夜、海賊が
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インドネシア沖において日本の自動車運搬船に乗り込み、乗組員の所持品を奪ったが、け

が人はなく、船舶も無傷であったため、その後航行を再開したと報じた。 

この事件は、7月にホルムズ海峡近辺で発生した爆破未遂による商船三井社所有の船舶損

傷事案の後、船舶の安全に対する懸念が増大する中で起きたものである。 

日本郵船が運航する「チアリーダー号」が、インドネシア沖カリマンタン州ボルネオ島

付近を航行中に、海賊が船舶に乗り込み、乗組員を縛り、金品を強奪後逃走した。乗組員

19 名にけがはなかった。 

この事件は今年に入って、日本の船会社が所有あるいは運航する船舶に対する 10 件目の

海賊被害となる。タンカーは神戸よりジャカルタへ向け航行中であったと、産経新聞は報

じている。 

タイは金曜日（9月 10 日）、インド洋での海賊掃討作戦に参加し、無法海域となっている

ソマリア沖における治安維持に協力するため、400 人近い海軍関係者を 2隻の船舶で向かわ

せたことを海軍が発表した。 

タイの海軍は 2 隻の軍艦「シミラン号」と「パッタニ号」に 386 人の軍人を配備し、世

界で最も輻輳する貿易航路の一つであるアデン湾への 19 日間の航海へ送り出した。 

60 日間の派遣は、タイが国際的な特別部隊に貢献する初めての出来事として記される。 

中国、シンガポール、マレーシア及びインドを含む国際的な大艦隊は、2008 年以来アデ

ン湾におけるパトロールを行い、海賊の商船の乗っ取り事件を防止する試みを続けている。 

（2010 年 9 月 13 日 ビジネスタイムズ） 

 

本年第三四半期までの海賊事件発生件数が、過去 5年間で最多となる 

クアラルンプールにあるＩＭＢ（国際海事局）海賊情報センターが昨日（10 月 18 日）発

表したところによると、本年第三四半期までの海賊事件発生件数が、昨年同時期までの 36

件及び 2006 年同時期までの 11 件に比べ、39 件となり、過去 5 年で最多となったとのこと

である。 

今年 1 月から 9 月までに通報された 289 件の海賊事件（事務所注：未遂含む）のうち、

ソマリア近海（アデン湾、紅海、ソマリア、アラビア海、オマーン）における事件は 126

件であり、全体の 44％を占めている。39 件のハイジャック事例のうち、35 件は当該ソマリ

ア近海で起きたものだとＩＭＢは発表している。 

今年これまでに実際に海賊に乗り込まれた船舶は 128 隻であり、銃器が使用されたのは

52 件となっている。70 件は未遂に終わっている。137 件の海賊事件において銃器、66 件で

ナイフが使用されており、1名が死亡し、27 名が負傷、773 名の乗組員が人質とされた。 

2009 年の同時期と比べ、アデン湾での発生件数が飛躍的に低下したのは、おそらく悪天

候によるものだろうが、ＩＭＢはモンスーンが過ぎ去った現在、引き続き警戒を怠らない

ように警告している。 

ムクンダンＩＭＢ局長は、ソマリア近海での関係国海軍の取組みに敬意を表している。
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同局長は、「ソマリア海域は広範囲に広がっており、現実的に全海域をパトロールすること

は困難である。しかしながら、海軍の存在はこの海域の海賊への抑制に欠かせないものと

なっている。」と述べた。 

南シナ海での海賊事件発生件数が昨年（2009 年）に比べ 3倍の 30 件となっており、また

バングラデシュのチッタゴン及びインドネシア海域での海賊事件も増加している。ナイジ

ェリアにおいても 11 件の海賊事件発生が通報されているが、実際の発生件数はそれよりも

さらに多いものと推測できる、とＩＭＢは報告している。 

一方、VOC Daisy 号の関係者はロイズリストに対し、同ばら積み船がソマリアの海賊によ

り約 6 ヵ月間拘束された後、日曜（10 月 17 日）に無事解放されたことを認めた。1998 年

に建造された 47,183 トンの船舶は、4月 21 日にオマーンのサラーラ沖約 190 海里のインド

洋においてハイジャックされた。パナマ船籍である VOC Daisy 号には、21 名のフィリピン

人船員が乗船していた。 

ロイズリストの情報データベースによると、VOC Daisy 号はギリシャのピレウスにある

JP Samartzis Maritime Enterprises 社によって管理されている。同社の広報担当者は、「乗

組員は全員無事であり、健康状態も良好である。不当な扱いを受けた者は誰もいない。船

舶の状態も良好なようであるが、十分に確認する必要がある。」と述べた。また、同船は硫

黄を積載しており、現在サラーラへ向かっていると、付け加えた。 

また、39 名のケニア人、2名の韓国人及び 2名の中国人乗組員を乗せた韓国のトロール

漁船 Keummi305 号が、ケニア沖において操業中に海賊に拿捕されたことが明らかになった。

これは 10 月 9 日（土）に起こったハイジャック事例だが、現在になってようやく報告され

たものである。Keummi305 号は、2006 年以降ソマリアの海賊によって捕えられた 6隻目の

韓国船舶であると、聯合ニュース紙は報じている。 

  （2010 年 10 月 19 日 ロイズリスト） 

 

アジア海域での海賊事件発生件数が増加 

午前 2時 50 分にシンガポール船籍の原油タンカー船長は、彼の船室のドアを激しく叩く

音で目を覚ました。ドアを開けると、そこには長刀で武装した 6人の海賊がおり、3名の乗

組員はすでに拘束されていた。 

イーグル・コロナ号船長及び乗組員は現金及び所持品を強奪され、首に小さな切り傷を

負った者が 1 名いたが、全員無事であった。海賊の襲撃後、同号は海賊の乗船を防ぐため

に使われる消防ホースを通常より多目に配置するといった海賊対策を取りつつ、タイへの

航海を続けた。 

先週金曜（10 月 15 日）インドネシアのカリマタ島沖にて発生したこの事例は、アジア海

域の航路上で増加傾向にある海賊被害の一例である。 

今年 1 月から 9 月までに同海域（インドネシア、バングラデッシュ及び南シナ海等）に

おいて、118 件の海賊及び強奪事件の通報がよせられ、そのうち 97 件が実際の被害に遭い、
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残り 21 件は未遂に終わっている。 

月曜（10 月 18 日）に ReCAAP 情報共有センター（ISC）が発表した報告書によると、昨年

の同時期に比べ、アジア海域での海賊被害件数はおよそ 60％も増加しているとのことであ

る。 

ReCAAP とは、アジア海賊対策地域協力協定のことであり、海賊行為とは、船舶に対する

公海での攻撃を意味し、武装強盗とは、ある国の領海内での襲撃を意味する。 

海賊はまた、近年、より凶暴化している。実際に海賊の被害にあったおよそ四分の一の

事例で乗組員が人質となっており、海賊事件の半数において、ナイフ及びなたが使用され、

銃器が使用された事例は 18％に上る。 

多くの海賊事件は、多くの船舶が輻輳する航路でもあるインドネシア海域及び南シナ海

で発生している。 

シンガポール海軍出身である ReCAAP ISC のニコラス・テオ次長は、海賊事件発生件数の

増加は、おそらく取締りの厳しい海域から取締りのゆるい海域へと海賊が移動したことに

加え、被害にあった船舶が以前に比べてしっかりと通報するようになったことも関係して

いるだろう、と述べた。 

同次長は、通報された海賊事案は、潜在的に危険な当該海域を他の船舶が通航時に認識

しておけるよう、航行警報として他の船舶へ送信されると付け加えた。 

月曜に発表された全世界の海賊事件を網羅する国際海事局（ＩＭＢ）の報告によると、

今年 1月から 9月までの南シナ海での海賊事件発生件数が昨年（2009 年）同時期の 10 件か

ら、30 件に増加したとのことである。 

ムクンダンＩＭＢ局長は、「この海域の海賊は、似たような襲撃の仕方をしていることか

ら、いくつかのグループの海賊が襲撃を繰り返していると思われる。」と語った。 

南シナ海と同様、インドネシア沖での海賊被害件数も昨年の 7件から 26 件へと増加して

いる。マレーシアにあるＩＭＢ海賊情報センターのノエル・チューン所長は、海賊が好ん

で襲撃を行う海域が２カ所あると述べた。 

台湾、中国、香港及び日本へ航行する船は、その海域を避けて航行することは不可能で

ある。 

同所長は、海賊行為に関する情報はインドネシア当局へ伝えてあると述べた。その後、

当局は取締りを強化し、海賊事件発生件数は減少した。 

しかし、同所長は、「同海域で暗躍する海賊は、まだ捕まっていない。海賊たちは取締り

が強化されたので、大人しくしているにすぎない。」と述べた。 

海賊事件は乗組員の負傷あるいは死亡、または船舶が衝突するような事態になれば、油

流出といった環境災害をも引き起こしかねない、と同所長は付け加えた。通常、闇夜に紛

れて襲撃を行う海賊は、襲撃を気づかれた際には撤退する傾向にあることから、海賊被害

の危険を最小限に抑えるために、船舶は常に見張りを立てておくことが推奨される。 

（2010 年 10 月 20 日 ストレイト・タイムズ） 
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アジア船主フォーラム（ＡＳＦ）が国際海事機関（ＩＭＯ）のメンバーとなる 

必要性に関する不協和音 

 追加的な業務及び費用負担への懸念 

 

アジア船主フォーラム（ＡＳＦ）が、国際海事機関（ＩＭＯ）やその他の海運団体にお

いて正式なメンバーになるべきかに関して、ＡＳＦメンバー間での不協和音が高まってい

る。この問題に関する議論は現在まで 2 年間続いている。しかしながら、アセアン船主協

会連盟（ＦＡＳＡ）がその年次会合における公式声明により、ＡＳＦに対し、ＩＭＯ、そ

の他機関においてアジアの船主の利益を主張するためのステータスを確保することを明確

に要求したことにより、昨年 12 月に議論が再燃した。 

 これはシンガポール船主協会の会長であるテオ氏が最も真剣に本件について議論を主導

した結果である。しかしながら、全員がそうであるというわけではない。東アジア諸国は

この考えに関してはあまり熱意がなく、香港は否定的である。 

 香港船主協会の事務局長であるアーサー・バウリング氏は本紙に対し、「メンバーになる

準備ができているのであれば、それを要求してもよい。」と述べた。また、同氏は、ＡＳＦ

のメンバーはＩＭＯのメンバーを得ることによって生じる追加的な業務及び費用負担を認

識すべきだとし、また、アジア諸国政府は、近年、ＩＭＯにおいてより発言力を高めてい

ると付言した。 

 ＡＳＦのメンバーは、全体で世界の商船隊のおよそ 50%をコントロールしている。ＡＳＦ

は、本年4月 24日に第19回フォーラムを開催予定であり、200人の代表団が香港入りする。

特別行政区の最高責任者であるドナルド・サン氏は、4 月 24 日にアバディーン・マリーナ

で開かれるその晩餐会に出席予定である。   （2010 年 5 月 7 日 Seatrade Asia Week） 

 

世界海事大学（WMU）が財政危機に直面 

2010 年末までに収入が６百万ドルに減少するため、WMU は閉鎖の危機に直面している。 

 

スウェーデンにある世界海事大学（WMU）が財政破綻へ向かっており、新たな財源が見つ

からなければ、2011 年末までに閉鎖を余儀なくされるかもしれない。 

国際海事機関（IMO）は緊急に短期的資金を拠出する予定であり、長期的な資金拠出に関

する提案が来週 IMO 理事会に提案される。 

WMU の財政危機は、急激な財政基盤の弱体化によるものであり、その原因の一部はスポン

サーであったノルウェー及びフランスの撤退による。 

1983 年に設立された WMU は、IMO の監督下にあり、WMU の財政は主として支援国、所在国

であるスウェーデン及びマルメ市によって賄われている。WMU は、最近、新たな理事長を迎

え、役員数を削減したほか、新たな執行理事会を設立するなど管理体制の大改革を行った。 

最新の監査報告によると、WMU の保有資金はピーク時であった 2007 年末の 11.4 百万ドル
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から 2年後の 2009 年には 7.2 百万ドルへと減少し、今年末には 6百万ドルになると見込ま

れる。2007 年には 3.7 百万ドルあった緊急用又は特別支出のための一般積立金は、今年末

までに使い果たされるであろう。新たな財源が確保できなければ、今年及び 2011 年の決算

見通しはそれぞれ 90 万ドルの資金不足となる。 

先月の WMU の公式発表によると、2010 年及び 2011 年の予算案は 4月に行われた執行理事

会では承認されなかった。執行理事会は、現在の財政状況と非現実的な予算額をもたらし

た過去 10 年間における透明性と適切な管理の欠如について重大な懸念を示した。新たな予

算案が 7月に開催される理事会に提出されることとなっている。 

コメントを求められた WMU 学長の Bjom Kjerfve 氏と理事長の Jan Kopernicki 氏の両者

は、本紙に対し事実関係は IMO に確認して欲しいと述べた。 

IMO からの書面によれば、WMU の短期的な財政難は、長期的支援国の予期せぬ撤退と相ま

って現在も続いている深刻な世界的経済危機により、新たな資金拠出者が確保できないこ

とによって引き起こされたと説明されている。また、同書面によれば、現下の状況が、WMU

の支援国が少数であることによる脆弱な財政基盤と長期的な財政の安定化のために新たな

対策が必要であるとの状況を明らかにしたとされている。 

昨年 11 月、IMO 事務局長であり、WMU 総長でもあるミトロポロス氏は、IMO 総会決議の草

案において WMU 財政の「強固で安定的な基盤」を築く必要性を勧告している。 

これに対し、総会はミトロポロス事務局長に対し、WMU が将来的に安定的な財源を確保で

きる方法を検討するよう求めている。来週開かれる IMO 理事会は、この求めに基づき、中

長期的な視点から取り組んでいくためのいくつかの選択肢について検討することとなって

いる。 

IMO 技術協力委員会も今週 WMU に関して協議した。ミトロポロス事務局長は WMU の財政を

短期的に支援するため、IMO の技術協力基金から 1回限りで、かつ、これを前例としないと

いう条件で、50 万ポンド（73 万 400 ドル）を上限として WMU に資金を拠出する意向である。 

WMU の窮状に対して、誰が責任を負うべきかとのさまざまな非難により、WMU 元学長であ

る Lubstein 氏が懸念を示した文書を現学長 Kjerfve 氏に送付するという事態に至った。

Lubstein 氏は、自身が 12 年の勤務の後 2008 年に職を退いた時には、財政状況は良好であ

ったと指摘している。同氏は、2007 年は収入及び入学者数という点で、WMU にとって最高

の年だったと述べている。同氏はまた、現在の財政危機は「独特な存在である WMU の存在

及び将来を脅かしている。」と付言している。 

また、同氏は、過去に支援団体からの支援が打ち切られた時は、WMU は新たな支援者から

の支援を取り付けるか、その他の財源確保活動によって補ってきたとし、「このような大規

模な財政破綻が 2008 年から 2009 年の 2 年のように起こったことはこれまでにない。財政

救済措置がなければ、2011 年以降 WMU が存続するのを想像することは容易ではない。WMU

は信頼ある大学院教育を提供するのに不可欠な収入と学生数を確保していなかったのだろ

う。」と述べている。        （2010 年 6 月 3 日 ロイズリスト） 
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マレーシア国王誕生日における表彰受賞者に外国人数人が選出される 

土曜日（6月 5日）のマレーシア国王の誕生日祝典にあわせて、数人の外国人も表彰受賞

者に名を連ねた。 

日本財団会長である笹川陽平氏は Panglima Mangku Negara (P.M.N)（国家保安功労者賞：

事務所による仮訳。マレーシアの国家表彰で第７番目に位置する。）を受賞し、Tan Sri「タ

ン・スリ」称号（王族以外の人に与えられる二番目に高い称号で国王より授けられる。）を

授けられた。 

インドネシア警察長官であるバンバン・ヘンダ―ソ・ダヌリ氏は Panglima Setia Mahkota 

(P.S.M.) （マレーシアの国家表彰で第 8番目に位置する。）を受賞し、笹川氏と同様に「タ

ン・スリ」称号を授けられた。 

Datuk「ダトック」称号（州王（サルタン）又は州王のいない州にあっては国王によって

与えられる称号）を授けられる Panglima Jasa Negara (P.J.N.) （マレーシアの国家表彰

で第 9番目に位置する。）受賞者 42 名のうち、3人は外国人であった。これらの 3名の受賞

者は、インドネシア麻薬対策警察局長のゴリス・メレ氏、スーダン出身であるイスラム金

融サービス委員会（IFSB)事務局長のリファット・アハマド・アブデル・カリム教授及びオ

ーストラリア出身であるマレーシア保健省前名誉顧問外科医のラッセル・ウォーカー・ス

トロング教授であった。       （2010 年 6 月 5 日 べルナマ） 

 
ピーター・ヒンチリフ氏が 

国際海運会議所（ＩＣＳ）及び国際海運連盟（ＩＳＦ）の新事務局長に就任 

船主団体である国際海運会議所（ＩＣＳ）前海事部長ピーター・ヒンチリフ氏が、ＩＣ

Ｓ及びその姉妹団体である国際海運連盟（ＩＳＦ）の事務局長へと昇進した。同氏は、過

去４年間事務局長を務め、今般退任し他に転出するト二―・メイソン氏の後任となる。 

発表を行ったＩＣＳ議長であり、ＩＳＦ会長であるポレミス氏は、「我々はメイソン前事

務局長が過去４年間に行ったＩＣＳ及びＩＳＦの業務の推進及び海運業界の意見を反映さ

せるための尽力に対し感謝するとともに、同事務局長の今後のご活躍に期待している。我々

は、メイソン氏の後任としてヒンチリフ氏を任命することを大変喜ばしく思う。ヒンチリ

フ新事務局長はＩＣＳでの長年の経験があり、その取組が十分には認知されていない海運

業界の意見を反映させるという重要な任務を遂行し、さらにこれを推し進めることができ

るであろう。」と述べた。 

ＩＣＳ及びＩＳＦのメンバーは、グローバル産業のあらゆる分野、そして世界商船隊の

75％以上を占める 34 ヶ国の船主協会から構成されている。 

（2010 年 6 月 21 日 シートレード・アジア） 
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ミトロポロス事務局長の後任候補者が 

ＩＭＯでの職務における自身の主張を展開 

ミトロポロス国際海事機関（ＩＭＯ）事務局長の有力な後任者と目される二ール・フェ

ーラー氏は、自身が次の事務局長として指名されると確信しており、ＩＭＯを牽引してい

くうえでの適切な資質を有していると語った。 

フェーラー氏は、「フィリピン政府からの推薦を受け、新事務局長として選出されること

に自信を持っている。」と語った。それは、新事務局長がアジア地域から選出される順番で

あると広く信じられている事実に基づくものではなく、「自身の資質及び経験」によるもの

だとフェーラー氏は強調している。 

同氏の有力な対抗者は、ＩＭＯ海洋環境保護委員長を務めるキプロス出身のアンドレア

ス・クリソストム氏である。ＩＭＯ海上安全部長を務める関水康司氏も現在のところ有力

な候補者と目されているが、他にも候補者が現れることが予想される。 

フェーラー氏は、自身がＩＭＯの要職に就き、斬新な取組み及び視点を提示できると語

った。「ＩＭＯの検討課題は加盟国によって管理されているが、私はより民主的なスタイル

のリーダーシップの提示をし、必要とあれば難しい選択をしなければならないだろうが、

可能な限り合意を求めることに務めるつもりだ。」と付け加えた。 

他の多くの組織と同様、ＩＭＯも予算逼迫に直面している。しかし、同氏は、常に改善

策と効率性は見つけられるものであるが、「ＩＭＯはすでにスリム化した組織であり、海洋

安全と環境保護の向上という職務を遂行するという極めて重要な目的を持っている。」と語

った。また、同氏は主要な組織の変革を図るのではなく、スタイルの変更を図ることを提

案している。 

同氏はフィリピン外務省海洋事業局（the Ocean Concerns Office）事務局長であると同

時に、2007 年よりＩＭＯ海上安全委員会委員長を務めており、マニラで開催された STCW（船

員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約）外交会議での議長という役割

及び改正 STCW 条約中、慎重な話し合いを要する論争中であった（船員の）休憩時間の問題

への対応に関して称賛を得た。 

同氏は、めまぐるしい技術変化に対応するため、更なる更新の必要があるという提案が

あるにも関わらず、改正条約は今後少なくとも 5年間、改正の必要はないと述べた。 

ロンドンでの国際海運連盟（ＩＳＦ）人員及び訓練に関する会議（Manning and Training 

Conference）の席で、同氏は「改正された STCW において、我々は最新の技術とシステムを

反映した適切な資格及び訓練のためのシステムを確立し、今後来る数年間において、改正

案は船員という職務を進化させることになるだろう。」と語った。 

同氏は加盟国政府及び関係者に各々の国の法律において、修正された STCW を履行するこ

とを強く推し進めるように促した。 

「未だ明確にしなければならないことがいくつかあるが、フィリピンはすでに改正され

た STCW に効力を付与するため協議を始めている。関係者間には、改正条約の効果的な実施
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を確保するための措置をとらなければならないという明確な責任感がある。我々は、予想

される技術変革に対応するのに十分な柔軟性を構築しており、それがどのように機能する

のかを見極める必要がある。更なる改正が必要になるまでに少なくとも 5年から 10 年かか

ることになると予想する。」と同氏は語った。 

休憩時間に関する歩み寄りに関して、同氏は「歩み寄りは噴出した懸念を十分に反映し

ており、参加者は皆、結果に満足していると信じている。我々は、更なる変革が必要とな

るのかを考慮する前に、歩み寄りの結果が、事実上同時に効力を発する海事労働条約と連

動してどのように機能するかに注目していく。」と語った。 

     （2010 年 10 月 1 日 ロイズリスト） 
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