↴↼⁋ↂ₊⇅Ↄ↳‡↾٬↞‡↳↿ސ₉
3
1
2
3

ࡑ࠶ࠞࠪࡦࠟࡐ࡞ᶏጽࡐ࠻

㧔 ᐕߩࠪࡦࠟࡐ࡞ㅪ⛊ോᚲߩᵴേႎ๔㧕






২౬༹૽₉ུ٬ඳཡগފٛ
⇅Ↄ↳‡↾Ⴒ၁মྩਫ਼




␠࿅ᴺੱ ᣣᧄᶏ㔍㒐ᱛදળ
ࠪࡦࠟࡐ࡞ㅪ⛊ോᚲ

2

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、２０１１年におけるマ・シ海峡をめぐる情勢を概観しますと、中国を
はじめとする東アジアの旺盛な経済活動により大型タンカーやコンテナ船の通
航量は増加しましたが、バルク貨物の動きが減少したことにより、海峡通過船
舶数は前年の２０１０年と比較してわずかながら減少しております。
また、LNG/LPG 船の通航量増加など東日本大震災の影響と思われる変化もうか
がわれます。
海賊事案については、アジア全体での件数は減少しているものの、マ・シ海
峡周辺での発生件数は前年と比較して増加となっています。タグボートなどに
対する強盗が中心であり、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、その設立から４年が経過しました。
「協力メカニズム」の中
心的役割をになう「協力フォーラム」は海峡沿岸国による開催が一巡し、昨年
１０月に開催された第４回会合は、マレーシアでの二度目の開催となりました。
また同月に開催された「第７回航行援助施設基金委員会」においては、２０
１１年にも日本財団、マラッカ海峡協議会等から引き続き資金が拠出されたこ
とが報告されるとともに、海峡沿岸国による航行援助施設の維持管理に関する
作業計画などが議論されました。
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２０１２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。
２０１２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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第１編 ２０１１年の出来事
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第４回協力フォーラムの開催
（２０１１年１０月１０日・１１日）
２０１１年１０月１０日及び１１日の二日にわたりマレーシアのマラッカに
おいて、マレーシア海事局主催のもと第４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や欧州委員
会、IMO などの国際機関、ICS（国際海運会議所）、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）等の国際海運団体並
びに日本財団などが参加した。
会合においては、協力メカニズムの下で行われているマ・シ海峡の航行安全
及び環境保全を向上するための各種プロジェクトの最新状況が報告、共有され
た。
また、日本財団の海野常務理事から、海運業界における多様な CSR（企業の
社会的責任）活動の重要性に焦点を当てた「協力メカニズムのこれまでの進展
と今後の課題」に関する発表が行われた。
さらには、国際海運団体が海峡沿岸国とともに進めている「マ・シ海峡内に
おける海難事案の統計・分析」などの協力プロジェクトの進捗状況も報告され
た。

各国代表によるフォトセッション

日本財団海野常務理事のプレゼンテ
ーション
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ミクロネシア 3 国の海上保安能力強化支援
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）においては、外
国漁船による違法漁業への対処など海上保安体制の脆弱性が問題となってきた。
この問題に関して、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
契機に、支援策を検討するための官民共同会議が開催され、2010 年 11 月まで
に基本的な支援内容について合意に至った。
2011 年においては、日本側において支援の実施主体として指定された日本海
難防止協会がミクロネシア３国及び島嶼国に支援を行っている米国・豪州をそ
れぞれ訪問し、支援策の詳細について議論を進めた。
具体的には、供与する小型艇や通信設備の仕様等について、３国の海上保安
機関の要望や、米国及び豪州関係機関からの意見を取りまとめ、国内委員会に
おいて日本財団、笹川平和財団、海上保安庁等の関係機関と検討した。これら
の調整を経て供与する施設の詳細案を作成し、３国の代表と覚書（Memorandum
of Understanding : MOU）として署名するに至った。
今後は、合意した MOU に基づき、供与する施設をメーカーへ発注するととも
に、円滑な引渡しについても 3 国関係機関と調整を行うこととしている。また、
引渡し後の施設の適切な活用のため、燃料の提供やメンテナンス支援、定期的
な監査の方法についても引き続き検討を行うこととしている。

ミクロネシア連邦運輸通信大臣によ
る MOU への署名
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マーシャル諸島共和国法務大臣と
の協議

第７回アジア海上保安機関長官級会合の開催
（２０１１年１０月２７日）
２０１１年１０月２７日、ベトナム・ハノイにおいて、ベトナム海上警察ホス
トのもと第７回アジア海上保安機関長官級会合が開催された。
会合には、１６カ国１地域から海上保安機関の長及び関係者と開催支援団体
である日本財団海野常務理事に加えて、国際機関であるアジア海賊対策地域協
力協定・情報共有センター（ReCAAP・ISC）から遠藤事務局長等が参加した。
会合においては、キャパシティ・ビルディングに係る今後５年間の各国の目
標や取組み手法を取りまとめたアクションプログラムが採択されたほか、複数
の国・機関から、海賊・海上武装強盗事案の発生状況や対処を始めとする海上
セキュリティ対策が紹介された。
また、東日本大震災への対応についての日本からの報告が行われ、今後、大
規模災害に対するベストプラクティスの取りまとめを目指すことで合意した。
更には、3 年後に第 10 回という大きな節目を迎えることを踏まえ、これまで
の本会合の成果を基に、アジア地域の海上保安機関が一体となって、海上安全、
セキュリティ、海洋環境保全等に寄与する具体的成果を実現するべく、その具
体的方策とスケジュールを検討し、次回長官級会合において議論することに合
意した。
なお、本会合終了後、フィリピン・コーストガード（PCG）のリワグ長官か
ら、これまでの日本財団からの長年の支援に感謝を表すため、笹川陽平会長に
対して記念品が贈られ、海野常務理事が代理として受領した。

日本財団

PCG リワグ長官から記念品の贈呈

海野常務理事挨拶
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第２編 マ・シ海峡 協力メカニズム関連レポート
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レポート１

第６回航行援助施設基金委員会
（２０１１年３月２２日・２３日）

１

背景

「航行援助施設基金（Aids to Navigation Fund）」
（以下「基金」という。）は、
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国
際的枠組みとして設けられた「協力メカニズム（Co-operative Mechanism）」を
構成する３つの重要な構成要素のひとつとして位置づけられている。
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。
2010 年 10 月に開催された第 5 回基金委員会において、基金委員会は再び年 2
回の開催されることとなったため、基金の状況を確認するとともに、前回第５
回基金委員会では一部のみの承認が行われた 2011 年の資金配分計画等を決定す
るため、2011 年 3 月にマレーシアのクアラ・ルンプールにおいて第 6 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）
インド、中国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）
5
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IMO（国際海事機関）
マラッカ海峡協議会
中東航行援助サービス（MENAS）
日本財団
ドイツ（オブザーバー）
（※ 日本政府の代表である国土交通省は、東日本大震災への対応のため欠席）

３

概要

（１）東日本大震災に対するお悔やみとお見舞い
会議開会にあたっての挨拶の中で、議長を務めるマレーシア海事局長及び
参加した各代表団からそれぞれ、３月１１日に発生した東日本大震災に対す
るお悔やみとお見舞いの言葉が述べられた。また、各参加者からは日本が震
災から一日も早く復興するよう願っているとの言葉も述べられた。
さらに、マレーシア海事局職員有志から集められた義援金が、日本財団が
主導する「東日本大震災支援基金」へと寄付された。
（２）基金の運営・資金拠出の状況
基金の事務局を務めるマレーシア海事局から、2010 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。
・2010 年分拠出として
MENAS から 100 万 US ドル、IMO から 5 万 US ドル
・2011 年分として
IMO から 5 万 US ドル
また、事務局より航行援助施設基金の口座残高が 4.145 百万 US ドルである
ことが報告され、基金の運用状況について確認が行われた。
（３）2010 年の作業報告及び 2011 年の作業計画・資金配分計画
沿岸三カ国から、2010 年に実施された各国の航行援助施設に係る維持・更
新作業の報告が行われた。この中でマレーシアからは、2010 年に予定されて
いた灯標（lightbeacon）の修繕及び代替作業の一部が、入札手続きの遅延に
6
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より 2011 年へと持ち越しになったことも報告された。
2010 年の業務監査を行ったマラッカ海峡協議会からは、①確認された航行
援助施設の約 20％が機能しておらず航行安全に支障を及ぼすおそれがあるこ
と、②予備部品や機器の調達における効率性を改善する必要があること、③
技術スタッフの人材育成を行う必要があること、を指摘する報告が行われた。
また、沿岸国からは 2011 年の作業計画が報告され、前回の委員会で議論と
なったインドネシアによる Buffalo Rock 灯標の代替作業についても、所要額
が 95 万 US ドルに減額されていること等を勘案して基金を活用することで合
意された。
この結果、各国の作業計画を踏まえて、基金委員会として 2011 年の資金配
分計画を以下の通り承認した。
・インドネシア
157.6 万 US ドル
・マレーシア
249.8 万 US ドル
・委員会事務局
4.3 万 US ドル
（合計 411.7 万 US ドル）
（なお、上記の金額には、前回の基金委員会で合意され既に基金より支出さ
れている第一四半期分の費用も含まれる。また、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、引き続き基金
の活用は行わない旨を表明した。）
さらに、前回基金委員会での問題提起を受けて、基金を活用しての活動が
より容易に理解できるよう作業報告や作業計画についての「標準的な定型書
式」が事務局より提案され、これについても合意された。
（４）基金への資金拠出、次回委員会の開催等
日本財団より、2011 年分として約 100 万 US ドルを内部での検討を経た上
で供出する意向である旨の表明があった。また、マラッカ海峡協議会からも
50 万ドル、さらには中国及び UAE からも 2011 年分の拠出を行う旨の表明が
行われた。
次回の第 7 回基金委員会は、秋に予定されている TTEG（沿岸三カ国技術
専門家会合）や第 4 回協力フォーラムなどと連続して開催されることとなっ
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作成状況について報告が行わ
れ、その内容について合意が得られた。
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４

考察

今回の第 6 回航行援助施設基金委員会は、一旦は年 1 回の開催とされた基金
委員会が、前回の会議で以前のように年間 2 回の開催となったことに伴い開催
されたものである。今回の基金委員会では、マ・シ海峡の主要な航行援助施設
の維持・更新に関する 2010 年の作業内容を確認するとともに、前回の基金委員
会で議論となり積み残しとなった部分も含めて 2011 年の作業計画・資金配分計
画が議題となった。
前回の基金委員会において、2011 年通年の作業計画と資金配分計画が承認に
至らなかったのは、沿岸国側から会議に先立ち十分な時間的余裕を持って資料
の配付が無かった一方で、会議で示された作業計画においては積算の根拠が十
分に示されないまま航行援助施設の更新作業に多額の予算が必要と記載されて
おり、より慎重に検討すべきとの意見が委員会メンバーから表明されたことも
一因であった。
この点については、基金委員会招集前の委員会メンバーからの意見表明もあ
り、航行援助施設の更新作業に関しては過去に実施された際の費用も勘案して、
原則として一基あたり 100 万 US ドルを上限とすべきとのコンセンサスが得ら
れた。また、沿岸国から提出された作業計画においても、更新作業の所要経費
が 100 万 US ドル以下に減額されていたことから、当該更新作業も含めて 2011
年通年での作業計画とそれに要する資金配分計画を承認することができた。
しかしながら、次第に改善してきているとはいうものの、沿岸国から提出さ
れる作業報告及び作業計画の資料だけでは、実際に要した費用の内訳や所要経
費積算の根拠が十分明らかにされているとは言い難い部分もある。また、今回
の基金委員会においても、再三の要請にもかかわらず関連資料の委員会メンバ
ーへの事前配布は行われなかった点は引き続き課題として残っている。
今回の基金委員会では、事務局であるマレーシアから実施した作業や作業計
画を基金委員会に報告する際の「標準的な定型書式」が提案され、今後は原則
としてこれに沿った形で資料を作成し会議に報告する旨の合意が得られた。基
金の活動を示すための最も基礎的な資料について、フォーマットを統一し分か
りやすいものを作成しようという合意がなされたのは一つの前進として評価で
きる。
基金の運営自体は設立以来約３年が経過し、基金委員会の開催もすでに６回
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目となったことから、会議の開催も資料作成も基金委員会メンバーにとってル
ーティン・ワークとなりつつある様子がうかがえたが、基金への拠出者も拠出
額もまだまだ十分とは言えない。
このため、引き続き提出資料の改善を図るなど基金の運営に関しより一層の
透明性を確保し、さらなる拠出者の獲得に努めていくことが必要であると思わ
れる。
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SIXTH AIDS TO NAVIGATION FUND (FUND) COMMITTEE MEETING
UNDER THE COOPERATIVE MECHANISM IN THE STRAITS OF
MALACCA AND SINGAPORE HELD AT THE INTERCONTINENTAL HOTEL,
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
FROM 22 TO 23 MARCH 2011
REPORT OF THE MEETING
1.

OPENING OF THE MEETING

1.1.
The sixth meeting of the Aids to Navigation Fund (ANF) Committee under the
Cooperative Mechanism in the Straits of Malacca and Singapore (Straits) between the
littoral States and user States was held from 22 to 23 March 2011 at the InterContinental
Hotel, Kuala Lumpur, 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６回航行援助施設基金委員会（以下、「基金委員会」という。
）」は、２
０１１年３月２２日及び２３日に、マレーシア・クアラルンプールの「インターコンテ
ィネンタル・ホテル」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 India, People’s Republic
of China, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), International
Maritime Organization (IMO), Malacca Strait Council (MSC) and the Nippon
Foundation. The meeting was also attended by observer from Germany. 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）、インド、中
華人民共和国、サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦（UAE）
、IMO、マラッカ海峡
協議会（MSC）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、ドイ
ツが出席した。出席者一覧については、アネックス１の通り。

1.3.
During the opening of the meeting, the Chairman of the Fund, Dato’ Captain
Ahmad Othman welcomed delegates to Kuala Lumpur and expressed his appreciation
and thanked the participants for attending the meeting.
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、
代表団のクアラルンプールへの来訪を歓迎するとともに、会議への出席に対し謝意を述
べた。
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1.4.
The Chairman expressed his deepest sympathy and heartfelt condolences to
Japan for the loss of lives and suffering arising from the recent earthquake and tsunami
in Northeastern Japan. He further expressed his hope that Japan will make a quick
recovery from the devastating incident. Other participants joined the Chairman in
expressing in their deep felt sympathies to Japan and also hoped for a quick return to
normality in Japan.
議長は、日本の東北地方で最近起きた地震と津波により亡くなられた方々と受けた被
害に対して心からのお悔やみとお見舞いの言葉を述べた。議長はさらに、日本がこの壊
滅的な災害から早急に復興することを願うと述べた。他の参加者も議長と同様に、日本
へのお悔やみとともに、早急な復興を願うとのべた。

1.5.
Malaysia thanked all participants for their attendance and looked forward to a
fruitful discussion. Malaysia especially welcomed those attending the meeting for the
first time and most of all to the participants from MSC and Nippon Foundation for their
attendance despite the events at home.
マレーシアは、全参加者の会議への出席に感謝するとともに、実り多い議論となるこ
とを期待したいと述べた。また、会議への初めての参加となる人びとを歓迎するととも
に、自国での災害にもかかわらず出席をしたマラッカ海峡協議会と日本財団からの参加
者にとりわけ歓迎の言葉を述べた。

1.6.
Indonesia and Singapore, respectively thanked Malaysia for hosting the
meeting and for making all the arrangements. They also thanked and welcomed other
participants particularly MSC and the Nippon Foundation attending the Fund and for
their continuous support and contribution to the Fund and expressed hope for a positive
and fruitful discussion on the operation of the Fund.
インドネシアとシンガポールは、それぞれマレーシアに対して会議の開催と準備に対
する謝意を述べた。また両者は、他の参加者にも感謝と歓迎の意を示すとともに、とり
わけマラッカ海峡協議会と日本財団に対し継続的な支援と基金への拠出への謝意を述
べた。さらに、基金の運営に関し前向きで実りある議論を期待したいとも述べた。

1.7.
The representative from India conveyed his gratitude on their appointment as a
full member of the Fund and informed the Meeting that they are ready to disburse an
amount of USD 913,000.00 for the second stage of Project 4. India expressed
willingness to favorably consider any future proposal of cooperation from the littoral
States.
インドの代表は、基金委員会の正式メンバーとなったことに感謝の意を示すとともに、
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プロジェクト４の第２段階に対して 913,000US ドルの拠出を行う用意があることを述
べた。インドは、沿岸国からのさらなる協力の提案を前向きに検討する意欲があるとも
述べた。

1.8.
The representative from the People’s Republic of China, thanked Malaysia for
hosting the meeting and expressed China’s continuing support to the activities of the
Fund under the Cooperative Mechanism. He further stated that the People’s Republic of
China was ready to host the “Train-the-Trainers” course in relation to Project 2 on
Capacity Building to Enhance Preparedness and Response Capacities against Hazardous
Noxious Substances (HNS) incident for the littoral States in June 2011 and the
arrangement will be made as soon as possible. He also expressed China’s support to the
Fund and will continue to cooperate in maintaining the aids to navigation in the Straits.
中国人民共和国の代表は、会議を主催するマレーシアに謝意を述べるとともに、協力
メカニズムの下での基金の活動に対し引き続き支援を継続していくと述べた。さらに、
危険有害物質関連事故に対する予防・対応能力を強化するための人材育成に関するプロ
ジェクト２に関連した「指導者訓練コース」を２０１１年６月に沿岸国のために開催す
る用意があり、調整は可能な限り早く行われると述べた。また、中国は基金を支援し、
マ・シ海峡の航行援助施設の維持のため協力を継続していくとも述べた。

1.9.
Germany, the Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, IMO and MSC
joined others in congratulating Malaysia for convening the sixth ANF Meeting and
thanked the contributors to the Fund, both existing and new for the steadfast support to
the Fund especially through the challenging times.
ドイツ、サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦、IMO及びマラッカ海峡協議会もそ
れぞれ、マレーシアが第６回基金委員会を開催することに祝意を述べるとともに既存・
新規双方の資金拠出者による困難な期間も含めた基金への確固たる支援に対し謝意を
述べた。

1.10. The Nippon Foundation expressed its appreciation to the littoral States and
looked forward to receive regular updates of the ANF activities, in particular on the
maintenance of the aids to navigation in the Straits. The Nippon Foundation also
expressed its gratitude towards expression of condolences and well wishes relating to
the recent tragedy in Japan. In response, the Marine Department Malaysia handed over
donation collected during their internal funding campaign to the Nippon Foundation.
日本財団は、沿岸国に謝意を述べるとともに、航行援助施設基金の活動に関する最新
状況、特にマ・シ海峡の航行援助施設の維持管理に関する情報を得られることを期待し
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たいと述べた。また、最近日本で起きた悲劇に関連して示されたお悔やみや励ましに対
して感謝の言葉を述べた。これに対し、マレーシア海事局は内部での募金活動により集
められた義援金を日本財団に手渡した。

1.11.

The opening remarks of the respective representatives and observer are as per

Annex 2.
それぞれの代表とオブザーバーによる冒頭あいさつはアネックス２の通り。

2.

ADOPTION OF THE AGENDA

2.1.
The Committee considered the provisional agenda proposed in document ANF
6/2 and ANF 6/2/1 and adopted the agenda set out in Annex 3.
基金委員会は、文書 ANF 6/2 及び ANF6/2/1 において提案された議題案を検討し、こ
れをアネックス３添付の通り採択した。

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。

4.

ADMINISTRATION AND OPERATION OF THE FUND

4.1.
The Committee noted the information provided by the Secretariat in document
ANF 6/4/1 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
6/4/1 についての事務局からの報告を確認した。

4.1.1. Second contribution received from MENAS in year 2010 a sum of USD
1 million;
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MENAS（中東航行援助サービス）から、2010 年に２回目の拠出として
総額 1,000,000US ドルを受領したこと。
4.1.2.

IMO’s second and third contributions, a total sum of USD 100,000
received in year 2011;
IMO から、2011 年に２回目及び３回目の拠出として総額 100,000US ド
ルを受領したこと。

4.2.
The Committee noted the information provided by Indonesia and Malaysia on
the actual work done by the littoral States from year 2009 to 2011 against the approved
Plan Maintenance Program (PMP).
基金委員会は、インドネシア及びマレーシアから報告された２００９年から２０１１
年にかけて行われた実際の作業と承認されたプラン・メンテナンス・プログラム（PMP）
との比較に関する情報を確認した。

4.3.
The Committee also noted the information provided by the Secretariat on the
operating cost of the Fund that comprised meetings, work performance audit and third
party financial audit from 2008 to 2010.
基金委員会はまた、事務局から報告された２００８年から２０１０年までの会議開催、
業務監査及び第三者会計監査からなる基金の運営費用に関する情報を確認した。

5.

WORK PROGRAMME OF THE FUND

5.1.

2010 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 Traffic Separation Scheme (TSS) in the Straits in year
2010 presented by the littoral States. The Committee noted that:基金委員会は、沿岸国より提示された２０１０年のマ・シ海峡内の分
離通航帯（TSS）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 aids to navigation by Indonesia was USD
2,453,367.02 from the amount of USD 2,458,187.02 that was
disbursed;
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インドネシアによる航行援助施設の維持のための費用は、（基
金からインドネシアに）支出された 2,458,187,02US ドルに対し
て、2,453,367.02US ドルであった。

(ii)

Malaysia conducted maintenance work on aids to navigation at
the cost of USD 398,889.00. The C & S works for Tompok Utara
Lightbeacon and the replacement of Sepat Resilient Lightbeacon
with an amount of USD 281,250.00 and USD 1 million
respectively were deferred from 2010 to 2011 due to delayed
tendering process.
マレーシアは、398,889US ドルの費用により航行援助施設の維
持作業を行った。それぞれ 281,250US ドルと 1,000,000US ドル
の費用で行われる予定であった Tompok Utara Lightbeacon（灯
標）の修繕作業及び Sepat Resilient Lightbeacon（復元性灯標）
の更新は、入札手続きの遅延のため２０１０年から２０１１年に
延期された。

(iii)

Singapore utilized its own funds for the maintenance programme
for Bedok, Raffles and Pulau Pisang Lighthouses at a cost of
USD 160,000. These works encompassed structural repairs,
repainting, replacement and enhancement of the lighthouses and
their surrounding amenities.
シンガポールは、160,000US ドルの費用で行う Bedok、Raffles
及び Pulau Pisang の３つの灯台の維持計画については、自らの
資金を活用して行った。これらの作業には、構造物の修繕、再塗
装、灯台及び周辺施設の更新・機能強化が含まれていた。

5.1.2. The Committee discussed and agreed on the standard format template
prepared by the Secretariat for the reporting mechanism and future work
programme of the PMP used by the littoral States as per Annex 4. The
Committee also noted the template will provide better understanding by
the Committee on the maintenance activities conducted by the littoral
States.
基金委員会は、アネックス４の通りに沿岸国がプラン・メンテナンス・
プログラム（PMP）の報告や将来の作業計画の提示に使用するため事務
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局が準備した「標準的な定型書式」について議論しこれに合意した。ま
た、基金委員会は、定型書式は沿岸国により行われる維持作業について
の委員会の理解をより良くするものであることを確認した。

5.2.

2010 annual work performance audit report of the aids to navigation in the
Straits.
5.2.1. The Committee noted the work performance audit report presented by
MSC in document 6/5/2 where both littoral States had performed the
maintenance work in accordance to the work programme.
基金委員会は、
（インドネシアとマレーシアの）両沿岸国が作業計画に
従って維持作業を実施したことを示す文書 ANF 6/5/2 の通り、マラッカ
海峡協議会（MSC）から提出された業務監査報告を確認した。

5.2.2. The Committee also noted the report provided by MSC that during the
2010 Work Performance Audit, which included:また、基金委員会は、２０１０年の業務監査においてマラッカ海峡協
議会が指摘した以下の内容の報告についても確認した。

(i)

Almost 20% of the identified aids to navigation were not
functioning which may hamper the safety of navigation in the
Straits;
確認された航行援助施設のほぼ２０％が機能しておらず、
マ・シ海峡の航行安全に支障を及ぼす可能性のあること。

(ii)

To improve the efficiencies in procurement of spare parts and
equipment through a systematic mechanism; and
計画的な仕組みにより予備部品や機器の調達における効率
性を改善すること。

(iii)

The need to develop capacity building to train the successors of
experienced technical staff engaged in the maintenance of aids
to navigation.
航行援助施設の維持に従事する経験豊富な技術スタッフの
後継者たちを訓練するための人材育成を推進する必要性。
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5.3.

Proposed 2011 Work Program
5.3.1. The Committee considered and approved document ANF 6/5/3 Rev. 2 Revised 2011 Work Program submitted by Indonesia and Malaysia.
基金委員会は、文書 ANF 6/5/3 Rev. 2 の通りにインドネシアとマレー
シアから提出された２０１１年作業計画の改訂版を検討し採択した。

5.3.2. The Committee noted that the Stage 1 of the C & S preparatory work for
the Buffalo Rock North Cardinal Mark Lightbeacon will be completed
by April 2011 and the hydrographic survey on Raleigh Shoal Isolated
Danger Mark and Rob Roy Bank with the cooperation of MSC on behalf
of the Ministry of Land, Infrastructure, Tourism and Transport (MLIT),
Japan which was completed in February 2011.
基金委員会は、Buffalo Rock North Cardinal Mark Lightbeacon の土木・
構造準備作業の第１段階は２０１１年４月までに完了する予定であり、
Raleigh Shoal Isolated Danger Mark と Rob Roy Bank の水理調査につい
ては、日本の国土交通省の代理としてのマラッカ海峡協議会の協力を受
けて、２０１１年２月に完了したことを確認した。

5.3.3. The Committee approved in principal the activities of the Secretariat
including the financial audit by the appointed external auditor, the work
performance audit by MSC and the conduct of the Committee’s
Meetings.
基金委員会は、指名された外部監査人による会計監査、マラッカ海峡
協議会による業務監査及び委員会開催を含む（２０１１年の）事務局の
活動について、原則としてこれを採択した。

5.3.4. The Committee noted that Singapore would not utilize money from the
Fund for the maintenance of its aids to navigation for year 2011. The
Committee further noted the maintenance program for Horsburgh
Lighthouse with a budget of USD 90,000.00. Feasibility studies are
being conducted for the relocation of the Bedok Lighthouse.
基金委員会は、シンガポールは２０１１年に行うその航行援助施設の
維持のために基金の資金を活用しないことを確認した。さらに基金委員
会は、Horsburgh 灯台の維持作業が 90,000US ドルの予算で行われ、
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Bedok 灯台の移転のための可能性調査が行われることを確認した。

6.

CONSIDERATION OF THE BUDGET AND DISBURSEMENT OF THE
FUND

6.1.

Report on the financial status of the Fund
6.1.1. The Committee noted the financial status of the Fund as at 28 February
2011 contained in document ANF 6/6/1, as follows :基金委員会は、文書 ANF 6/6/1 に示された、以下の通りの２０１１年
２月２８日現在の基金の財務状況を確認した。

(i)

The total contributions received in year 2011 of USD 100,000.00;
and
２０１１年に受領した拠出額の合計は 100,000US ドル。

(ii)

The first quarter of maintenance activities by Indonesia costing
USD 365,000.00 which has been disbursed;
インドネシアによる（２０１１年の）第一四半期の維持作業に
係る費用は 365,000US ドルであり、既に（インドネシアに対し
て）支出されている。

6.1.2. The Committee also noted the balance of the Fund for maintenance of
aids to navigation of USD 4,144,746.56.
ま た 、 基 金 委 員 会 は、 航 行 援 助 施 設 の 維 持に 係 る 基 金 の 残 高が
4,144,746.56US ドルであることを確認した。

6.1.3. The Committee noted that a sum of USD 1,021,032.22 is temporarily
parked in the Fund for the implementation of the Stage 1 of Project 4
(Tide, Current and Wind Measurement System in the Straits) under the
Cooperative Mechanism from India and the People’s Republic of China.
基金委員会は、インド及び中国から拠出された協力メカニズムの下で
のプロジェクト４（マ・シ海峡における潮汐・潮流・風向風力の観測シ
ステム）の第１段階実施のための資金 1,021,032.22US ドルが一時的に
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基金に留め置かれていることを確認した。

6.2.

Report from the Auditor of the Fund
6.2.1. The Committee approved the report on the account of the Fund as
presented by the third party auditor, Abu Bakar Rajuddin & Co. as per
document ANF 6/6/2.
基金委員会は、文書 ANF/6/6/2 の通りに第三者会計監査人である Abu
Bakar Rajuddin & Co から提出された基金の口座に関する報告を採択し
た。

6.2.2. The Committee noted the information provided by the Secretariat on the
difference between the opening balance of Account Statement of 2010
and the audited balance of the account due to the fluctuation of the
exchange rates between Ringgit Malaysia (RM) and the US Dollar.
基金委員会は、マレーシア・リンギットと US ドル間の為替レートの
変動により、２０１０年初の口座明細書残高と会計監査された口座残高
とが異なっていることに関する事務局からの情報を確認した。

6.2.3. The Nippon Foundation requested the Secretariat to undertake measures
to reduce any losses due to fluctuation of exchange rates between the
currencies.
日本財団は、事務局が通貨間の為替レート変動による損失を低減させ
るための措置を講じることを要請した。

6.3.

2011 Budget proposal of the Fund
6.3.1. The Committee noted the importance of the Buffalo Rock Lightbeacon
maintained by Indonesia and agreed that the replacement of the
lightbeacon be done in 2011 using the Fund.
基金委員会は、インドネシアにより維持管理されている Buffalo Rock
Lightbeacon（灯標）の重要性を確認し、当該灯標の更新は基金を活用し
て２０１１年に行われることに合意した。

6.3.2. The Committee considered and approved the revised budget proposal
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presented by the Secretariat on behalf of the littoral States contained in
document ANF 6/6/3 Rev. 3 with a total of USD 4,116,627.22 as
follows:基金委員会は、文書 ANF6/6/3 に記載され、以下の事項により総額
4,116,627.22US ドルとなる沿岸国に代わって事務局より提出された予
算提案の改訂版を検討し、採択した。

(i)

Indonesia – USD 1,575,543.22;
インドネシア、1,575,543.22US ドル。

(ii)

Malaysia – USD 2,498,084.00 ;
マレーシア、2,498,084US ドル。

(iii) Secretariat – USD 43,000.00 with the breakdown :事務局、以下のように細分化される 43,000US ドル。

(i) Sixth and seventh Fund Committee Meeting – USD 10,000;
第６回及び第７回基金委員会開催経費

10,000US ドル

(ii) Annual financial audit for account year end 2011 –
USD 3,000;
２０１１年末口座の年度会計監査費

3,000US ドル

(iii)Work performance audit to be carried out by MSC –
USD 30,000.
マラッカ海峡協議会による業務監査

6.4.

30,000US ドル

Disbursement of the Fund
6.4.1

The Committee noted that a sum of USD 365,000.00, USD 281,250.00
and USD 15,000.00 has already been disbursed to Indonesia, Malaysia
and Malacca Strait Council at the end of year 2010 and first quarter of
2011 respectively.
基金委員会は、365,000US ドル、281,250US ドル及び 15,000US ドル
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の資金が、それぞれ２０１０年末又は２０１１年第一四半期にインドネ
シア、マレーシア及びマラッカ海峡協議会に対して既に支出されている
ことを確認した。

6.4.2

The Committee agreed to disburse an amount of USD 3,455,377.22 for
Indonesia, Malaysia and the Secretariat for 2011 as follows :基金委員会は、総額 3,455,377.22US ドルを以下のとおり２０１１年
分として、インドネシア、マレーシア及び事務局のために支出すること
を合意した。

(i)

Indonesia – The regular maintenance, C & S works, procurement
of spare parts and replacement of Buffalo Rock North Cardinal
Mark Lightbeacon with the estimated total cost of USD
1,201,543.22;
インドネシア － 見積費用総額 1,201,543.22US ドルによる通
常の維持管理作業、修繕作業、予備部品の調達及び Buffalo Rock
North Cardinal Mark Lightbeacon の更新。

(ii)

Malaysia – Replacement of the Sepat Resilient Lightbeacon and
maintenance of the aids to navigation with the estimated total
cost of USD 2,216,834.00;
マレーシア － 見積費用総額 2,216,834US ドルによる Sepat
Resilient Lightbeacon の更新及び航行援助施設の維持管理。

(iii)

Secretariat - Amount of USD 28,000.00;
事務局 － 総額 28,000US ドル。

The details are as per Annex 5.
詳細については、アネックス５の通り。

6.5.

Contributions to the Fund
6.5.1. The People’s Republic of China pledged a contribution of USD
200,000.00 to the Fund in 2011.
中国は、２０１１年に基金に対して 200,000US ドルの拠出を行うこと
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を確約した。

6.5.2. The UAE expressed their readiness to contribute a sum of USD
100,000.00 to the Fund for 2011.
UAE は、２０１１年分として 100,000US ドルの拠出を行う用意がで
きている旨を表明した。

6.5.3. The Nippon Foundation announced that they will contribute a sum of
about USD 1 million to the Fund after internal consultations.
日本財団は、内部での検討を経た上で基金に対し約 1,000,000US ドル
の拠出を行う意向である旨を表明した。

6.5.4. The MSC announced that they will contribute to the Fund an amount of
USD 500,000.00 for 2011.
マラッカ海峡協議会は、２０１１年分として総額 500,000US ドルの拠
出を行う意向である旨を表明した。

7.

DATE AND VENUE OF THE NEXT MEETING

7.1.

The Committee considered the proposal in document ANF 6/7 and agreed that
the Seventh Fund Committee Meeting be held back to back with the 36th
Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting and other meetings under
the Cooperative Mechanism, i.e 4th Cooperation Forum (CF) and 4th Project
Coordination Committee (PCC) Meeting. Details of the meeting will be
communicated to Committee members and observers in due course.
基金委員会は、文書 ANF6/7 に記載されている提案を検討し、第７回基金委員
会を、第３６回沿岸三カ国技術専門家会合（TTEG）及び協力メカニズムの下で
の他の会議、すなわち、第４回協力フォーラム及び第４回プロジェクト調整委
員会と連続して開催することを合意した。会議の詳細については、いずれ委員
会メンバー及びオブザーバーに対して周知される。

8.

ANY OTHER BUSINESS

8.1.

The Committee noted the presentation of the Cooperative Mechanism web site
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developed by Malaysia and agreed in principle with the contents of the web site.
The web site will provide useful information and updates on the activities under
the Coperative Mechanism that can further reach out to the potential contributors.
The Committee also noted that the website will be launched within a month and
the details will be provided by the Secretariat.
基金委員会は、マレーシアにより作成された「協力メカニズム・ウェブサイ
ト」の説明を確認し、ウェブサイトの内容について原則として合意した。この
ウェブサイトは、潜在的な資金拠出者にもさらに訴えることができるよう協力
メカニズムの下での活動に関する有益な情報や最新状況を提供するものである。
基金委員会はまた、ウェブサイトは１カ月以内に立ち上げられる予定であり、
詳細については事務局より提供されることを確認した。

8.2.

The Committee noted the updates provided by IMO in respect of the IMO Straits
Trust Fund as follow:基金委員会は、IMO から提供された以下のとおりの IMO マ・シ海峡信託基金
に関する最新状況を確認した。

(i)

Contributions received in year 2009 –
２００９年に受領した拠出

a.

The People’s Republic of China - USD 100,000.00; and
中国

b.

100,000US ドル

及び

Germany - USD 50,000.00.
ドイツ 50,000US ドル

(ii)

Contributions received in year 2010 –
２０１０年に受領した拠出

a.

Norway – USD 50,000.00;
ノルウェー 50,000US ドル

b.

Germany – USD 38,193.00; and
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ドイツ 38,193US ドル

c.

European Union (EU) – Euro 315,000.00.
ヨーロッパ連合（EU）

(iii)

315,000 ユーロ

The current amount in the IMO Straits Trust Fund stands now at USD
1,063,356.00 and Euro 315,000.00.
現時点で IMO マ・シ海峡信託基金にある資金の総額は、1,063,356US
ドルと 315,000 ユーロである。

8.3.

The Committee noted the proposal from the Indonesia to concretize measures on
Capacity Building Exercises in order to prepare future experts on management
and maintenance of aids to navigation.
基金委員会は、航行援助施設の維持・管理を担う将来の専門家を準備するた
めの人材育成実施に関する方策を具体化するというインドネシアからの提案を
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、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 Sixth Fund Committee Meeting a success.
議長は、全ての代表団に対し、第６回基金委員会を成功に導いた前向きな貢
献と協力について謝意を述べた。
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10.2.

The participants 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.
参加者達はまた、マレーシアに対し会議の開催、様々な準備及び歓待につい
て謝意を示すとともに、会議の議長を務めたオスマン氏にも感謝の言葉を述べ
た。

***
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レポート２

第４回協力フォーラムの開催
（２０１１年１０月１０日・１１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。
沿岸３カ国による開催が一巡し二まわり目となった今回の「第４回協力フォ
ーラム」は、マレーシア海事局の主催により、2011 年 10 月 10 日及び 11 日の
両日、マレーシアの歴史的都市マラッカ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）、米中ロ印独及び EU（マ・シ海峡利用国）
IMO、IALA（国際航路標識協会）
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

フォーラム初日には、まず開会式においてマレーシア運輸大臣による開会の
挨拶に続き、
「協力メカニズム」のウェブサイトが同大臣により正式に立ち上げ
られた。
また、航行援助施設基金を含む「協力メカニズム」のこれまでの経緯や活動
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の概要、協力メカニズムの下で進められている６つのプロジェクトの概要など
が報告された。
さらに、日本財団の海野常務理事からは、海運業界における多様な CSR（企
業の社会的責任）活動の重要性に焦点を当てた「協力メカニズムのこれまでの
進展と今後の課題」に関する発表が行われた。
BIMCO からは「船主の観点からみたマ・シ海峡」に関する発表、日本の国土
交通省からは「協力メカニズムの持続的発展」に関する発表も行われた。
続いて、マ・シ海峡における航行安全の強化をテーマとして、IMO による MEH
（海洋電子ハイウェイ）プロジェクトを含めたマ・シ海峡における様々なプロ
ジェクトの進捗状況が報告された。IALA（国際航路標識協会）からは、アジア
太平洋地域における活動の紹介も行われた。
２日目には、まずマ・シ海峡における海洋環境保全の強化をテーマとして、
マ・シ海峡における様々なプロジェクトの進捗状況が報告されるとともに、MPA
（シンガポール海事港湾庁）が進める「海洋グリーン・イニシアティブ」の紹
介などが行われた。
また、国際海運団体ラウンドテーブル（RTisa）からは、国際海運団体と沿岸
３カ国が協力しつつ取り組んでいる「海難事故の分析」や「マ・シ海峡沿岸港
の廃棄物受入施設の情報集約」といったプロジェクトの進捗状況が報告された。
さらには、発足から４年が経過した「協力メカニズム」の成果を振り返りつ
つさらに発展させていく道筋を示すために「協力メカニズムをさらに前進させ
る方策」をテーマとしたパネルディスカッションを行った。

４

考察

今回で第４回目となった協力フォーラムは、マ・シ海峡沿岸３国による開催
が一巡し二度目のホスト国となったマレーシアのマラッカで開催された。
今回の協力フォーラムにおいても、沿岸３カ国を中心に進められているマ・
シ海峡の航行安全及び環境保全を向上させるための様々なプロジェクトの最新
状況が報告された。沿岸国だけでなくマ・シ海峡を利用する国や関係団体も関
与する形で様々なプロジェクトが進められていることは、
「協力メカニズム」が
発足したことに伴う大きな成果であると言える。
また、国際海運団体と沿岸国との協力プログラムについても、ゆっくりとし
たペースではあるものの着実に進められていることが確認できた。
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協力フォーラムは、マ・シ海峡に関わりを持つ者が一同に会する会議として
定着してきており、このように各国政府だけでなくすべての利害関係者が集ま
ってマ・シ海峡の航行安全や環境保全について議論する場があることの意義は
小さくない。
ただ、年に１回の会議であることから、二日間の会議で出た今後の課題や新
しい取組のアイデアについて、これをフォローしていく機能が十分とは言えな
い部分がある。
今回の会議で提起された常設事務局の設置が必要かどうかはともかくとして
も、海峡沿岸国を中心として協力フォーラムを年一回の単発のイベントとして
終わらせるのではなく、新たな課題などについても継続的に議論を続けていく
ような取組が必要となっていると感じられた。
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FOURTH COOPERATION FORUM
UNDER THE COOPERATIVE MECHANISM ON SAFETY OF NAVIGATION
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE STRAITS OF MALACCA
AND SINGAPORE
HELD AT THE HOLIDAY INN HOTEL, MALACCA, MALAYSIA
10 TO 11 OCTOBER 2011
CHAIRMAN’S SUMMARY
1.

OPENING SESSION OF THE FORUM

1.1
The Fourth Cooperation Forum under the Cooperative Mechanism on Safety of
Navigation and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore (the
Straits) between the littoral States, user States and user of the Straits was held from 10
to 11 October 2011 at Holiday Inn Hotel, Malacca, Malaysia.
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 4 回協力フォーラム（以下「フォーラム」という。）は、2011
年 10 月 10 日及び 11 日に、マレーシア・マラッカのホリデイ・イン・ホテルで開催さ
れた。

1.2
The Forum was attended by representatives from the three littoral States;
Indonesia, Malaysia and Singapore, User States; China, India, Japan, Russia, United
States of America, Users of the States; APASA, BIMCO, European Commission (EC),
FASA, IALA, International Chamber of Shipping (ICS), International Maritime
Organization (IMO), INTERTANKO, Malacca Strait Council (MSC), Nippon
Foundation and OCIMF. The list of participants is as attached in Annex 1.
フォーラムには、沿岸 3 カ国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール）、海峡
利用国（中国、インド、日本、ロシア、アメリカ合衆国）及び利用者団体その他の関係
団体・NGO（APASA（Asia-Pacific Applied Science Associates（民間企業）
）, BIMCO
（ボルチック国際海運協議会）, EC（欧州委員会）, FASA（ASEAN 船主協会連盟）, IALA
（国際航路標識協会）, ICS（国際海運会議所）, IMO（国際海事機関）, INTERTANKO
（国際独立タンカー船主協会）, マラッカ海峡協議会、日本財団及び OCIMF（石油会
社国際海事評議会）の代表者が参加した。参加者リストはアネックス１として添付。

1.3

The Forum was officially opened by the Honorable Dato’ Seri Kong Cho Ha,
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Minister of Transport, Malaysia. The Honorable Minister expressed his appreciation and
thanked the participants for attending the Meeting, in particular when this Forum marks
a complete cycle of the Cooperative Mechanism after 3 years. He also noted the good
progress of the three pillars of the Co-operative Mechanism, namely: the Co-operation
Forum, the Aids to Navigation Fund (ANF) and the Project Co-ordination Committee
(PCC) with several contributors recently pledged their commitments to support the
Cooperative Mechanism. On behalf of the littoral States, the Honorable Minister
expressed his appreciation for the International Maritime Organization’s (IMO)
continued commitment to the Co-operative Mechanism, in particular on the operational
of IMO Straits Trust Fund to funded several projects.
フォーラムはマレーシア運輸大臣のコン・チョ・ハ閣下によって公式に開会が宣言さ
れた。大臣は各国、各機関の会議への参加及び本協力メカニズムが 3 年間で無事一巡し
たことに感謝を表した。大臣はまた、協力メカニズムの３つの柱である、協力フォーラ
ム、航行援助施設基金委員会、プロジェクト調整委員会が、最近同メカニズムへの引き
続いての協力を約束した複数の協力者ととも発展していることに言及した。大臣は、沿
岸国を代表して、IMO の継続した協力、特に IMO の海峡信託基金による幾つかのプロ
ジェクトへの協力に対し感謝を示した。

1.4
He stated that the littoral States are encouraged by the continued willingness of
user States and stakeholders to lend support to the littoral States to enhance safety and
environmental protection in the Straits. The Honorable Minister assured the Meeting of
Malaysia’s commitment to keep the Strait of Malacca safe and open to shipping. He also
emphasized Malaysia’s preparedness to play a leading role in promoting the
Cooperative Mechanism.
大臣は、マ・シ海峡の航行安全と環境保全を強化するため、利用国やその他の利害関
係者から沿岸国に寄せられている継続的な支援により沿岸国は大いに勇気づけられて
いると述べた。大臣は、マレーシアはマラッカ海峡を海運にとって安全で開かれたもの
とすることを確約するとともに、協力メカニズムの発展のため指導的役割を果たす覚悟
がある旨強調した。

1.5
The Honorable Dato’ Seri Kong Cho Ha, Minister of Transport, Malaysia also
launched the website www.cooperativemechanism.org.my witnessed by the other
littoral States and user States to better promote the Cooperative Mechanism to potential
stakeholders.
運輸大臣はさらに、他の沿岸国や利用国などの立ち会いの下、潜在的な利害関係者に
も働きかけ協力メカニズムをより発展させるための「協力メカニズム・ウェブサイト」
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www.cooperativemechanism.org.my を起動させた。

1.6
The Head of Delegation of Malaysia stated that the inaugural meeting of the 4th
Cooperation Forum charted a significant step forward in the implementation of the
Cooperative Mechanism’s after 3 years. He further stated that the Cooperation Forum
will be a permanent avenue for user States, the shipping industry and other stakeholders
to exchange views and ideas with the littoral States and further to enhance the
cooperation in the Straits.
マレーシアの代表は第 4 回協力フォーラムの開会は、3 年を超えた協力メカニズムの
新たな進展を刻むものであり、協力フォーラムは、利用国、海運業界、その他の関係者
が沿岸国と意見や考えを交換し、マ・シ海峡における協力をさらに強化するための恒久
的な場になるだろうと述べた。

1.7
The Heads of Delegation of Indonesia and Singapore, respectively thanked
Malaysia for hosting the Meeting and for making all the arrangements. They also
thanked and welcomed other participants and wished for a positive and fruitful
discussion on the Forum.
インドネシア及びシンガポールの代表はそれぞれ、マレーシアに対し会議の開催及び
その準備について感謝の意を述べた。また、他の参加者の出席にも感謝を示し、積極的
で実りのある議論を期待する旨述べた。

1.8
China, India and Nippon Foundation delivered their opening remarks that
reiterated the critical role of the Straits in international trade and shipping and thus the
critical necessity of ensuring that the Straits remained open, safe, secure and clean for
shipping. China, India and Nippon Foundation highlighted the importance of the
Cooperative Mechanism as a structured and sustainable framework for dialogue and
co-operation between the littoral States, user States and other stakeholders of the Straits.
China contributed USD 210,000.00 in addition to the USD 350,000.00 that has been
contributed to the implementation of the Project 4. India remains willing to consider
future opportunity of cooperation required by the littoral States within the ambit of this
Forum.
中国、インド及び日本財団は会議冒頭のあいさつにおいて、国際貿易及び国際海運に
おけるマ・シ海峡の重要な役割を改めて述べるとともに、マ・シ海峡を海運にとっても
開かれており安全で、環境を保全されたものとして確保していくことの必要性を重ねて
強調した。また、沿岸国と利用国、その他の利害関係者による対話と協力のための組織
化され持続可能性のある枠組みとしての協力メカニズムの重要性を強調した。中国は、
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プロジェクト４の実施のために拠出された 35 万 US ドルに加えて、21 万 US ドルを拠
出する旨述べた。インドは、沿岸国の要請に応じて本フォーラムの枠組みの下での将来
的な協力について引き続き検討する旨表明した。

2. COOPERATIVE MECHANISM BETWEEN THE LITTORAL STATES AND
USER STATES ON SAFETY OF NAVIGATION AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE
2.1
Session 2 and 3 of the Forum, on the enhancement of the Safety of Navigation
and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore under the
Co-operative Mechanism, respectively was chaired by Y. Bhg Dato’ Captain Ahmad
Othman, Director General, Marine Department Malaysia and Y. Bhg Dato’ Noor Aziz
Yunan, Director General, Maritime Institute of Malaysia (MIMA), Malaysia.
本フォーラムのセッション２及び３、“協力メカニズムの下でのマラッカ・シンガポ
ール海峡の航行安全及び環境保全の推進”は、マレーシア海事局アハマド・オスマン総
局長とマレーシア海事研究所（MIMA）のノール・アジズ・ユナン理事長が議長を務め
た。

2.2
The Forum noted the papers on Enhancement of Safety of Navigation and
Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore presented by the
littoral States, user States, User of the Straits and Industry as follows :フォーラムは、沿岸国、利用国、利用者及び海運業界により発表が行われたマ・シ海
峡の航行安全及び環境保全の強化に関する以下の文書を確認した。

(i)

CF 4/2/1 Overview on the Co-operative Mechanism by Marine
Department Malaysia;
協力メカニズムの概要；マレーシア海事局

(ii)

CF 4/2/2 An Update on the Development of Projects by MPA, Singapore;
各プロジェクトの最新状況；シンガポール MPA

(iii)

CF 4/2/3 An Update on the IMO Straits Trust Fund by IMO;
IMO 海峡信託基金の最新状況；IMO

(iv)

CF 4/2/4 Sustainable Development of the Cooperative Mechanism by
MLIT, Japan;
協力メカニズムの継続的発展；日本・国土交通省
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(v)

CF 4/2/5 Comparative Management of the Straits of Malacca and
Singapore and other Straits in the World by MIMA, Malaysia;
マ・シ海峡と他の海峡の運営比較；マレーシア MIMA

(vi)

CF 4/2/6 The EU as a Major User of the Straits by European
Commission (EC);
マ・シ海峡の主要な利用者としての EU；EC

(vii)

CF 4/2/7 Progress in Past Years and Future Challenges under the
Cooperative Mechanism (Diverse CSR Activities) by the Nippon
Foundation;
協力メカニズムのこれまでの進展と今後の課題（多様な CSR 活動）；
日本財団
（日本財団の海野常務理事より、協力メカニズム発足以来のこれまでの成
果が日本財団のマ・シ海峡への貢献も交えつつ紹介された。また、今後の
取組みにおいては、特に海運業界の側から、ＣＳＲの重要性とその多様性
を十分に理解し、それらを踏まえながら検討が行われるべきであるとの指
摘がなされた。その上で、今後の課題への具体的な取組みとして、多様な
ＣＳＲ活動の一例ともなりうる、航行援助施設基金へのより多くの拠出や
マ・シ海峡の航行安全を高めるための調査研究への参画が提案された。）

(viii)

CF 4/2/8 Straits of Malacca and Singapore : A Perspective from the
Shipowner by BIMCO;
船主の観点から見たマ・シ海峡；BIMCO

(ix)

CF 4/3/1 Project 1 : Removal of Wrecks in the Traffic Separation Scheme
in the Straits by Marine Department Malaysia and India;
プロジェクト１ マ・シ海峡の分離通航帯における沈船除去；
マレーシア海事局 及びインド

(x)

CF 4/3/2 Project 5 : Replacement and maintenance of aids to navigation
in the Straits by DGST, Indonesia;
プロジェクト５ マ・シ海峡の航行援助施設の維持と更新；
インドネシア海運総局

(xi)

CF 4/3/3 project 6 : Replacement of aids to navigation destroyed and
damaged by the tsunami in December 2004 by DGST, Indonesia;
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プロジェクト６ 2004 年 12 月に津波被害を受けた航行援助施設の更新；
インドネシア海運総局

(xii)

CF 4/3/4 Project 7 : Feasibility Study on Emergency Towing Vessels
(ETV) Service in the Straits by SMIT, Singapore;
プロジェクト７ マ・シ海峡における緊急時曳航船（ETV）導入の実現可
能性調査；SMIT、シンガポール

(xiii)

CF 4/3/5 The Marine Electronic Highway in relation to E-Navigation by
International Chamber of Shipping (ICS);
E-Navigation（電子航法）に関連する MEH（海洋電子ハイウェイ）
；

国際海運会議所（ICS）

(xiv)

CF 4/3/6 Indirect Lighting for Aids to Navigation by MPA, Singapore;
航行援助施設における間接照明；シンガポール MPA

(xv)

CF 4/3/7 Night Signals Consisting of Three All-Round Green Lights by
MPA, Singapore;
3 つの緑色全周灯による夜間灯火；シンガポール MPA

(xvi)

CF 4/3/8 Study on the Cross-Straits Traffic and Its Impact to the Straits
of Malacca by MIMA, Malaysia;
マラッカ海峡における横断交通と海峡に与える影響に関する研究；
マレーシア MIMA

(xvii) CF 4/3/9 IALA Activities on the Safety of Navigation in the Asia Pacific
Region by International Association of Marine Aids to Navigation and
Lighthouses Authorities (IALA);
アジア大洋州地域における航行安全に関する IALA の活動；
IALA（国際航路標識協会）

(xviii) CF 4/4/1 Project 2 : Cooperation and Capacity Building on Hazardous
and Noxious Substances (HNS) Preparedness and Response in the Straits
by Malaysia;
プロジェクト２ マ・シ海峡における有害物質（HNS）への備えと対応に
関する協力と人材育成；マレーシア

(xix)

CF 4/4/2 Project 4 : Setting Up of a Tide, Current and Wind
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Measurement System for the Straits by MPA, Singapore;
プロジェクト４ マ・シ海峡の潮汐、潮流、風速測定システムの確立；
シンガポール MPA

(xx)

CF 4/4/3 MEH - An Innovative Tool to Enhance Maritime Safety and
Mitigate Marine Pollution by MEH Project Manager, IMO;
MEH－航行安全強化と海洋汚染緩和のための革新的ツール；
MEH プロジェクトマネージャー IMO

(xxi)

CF 4/4/4 MISC’s Endeavour Towards Greener Shipping by MISC Berhad,
Malaysia;
MISC のグリーンシッピングにむけた取組；MISC マレーシア

(xxii) CF 4/4/5 Coastal and Marine Conservation Approaches – the Singapore
Experience by National Parks Board, Singapore;
沿岸及び海洋保護の取組みに関するシンガポールの知見；シンガポール国
家公園局

(xxiii) CF 4/4/6 Overview on Traffic and Incidents in the Straits of Malacca and
Singapore by Marine Department Malaysia;
マ・シ海峡における船舶交通と事故の概要；マレーシア海事局

(xxiv) CF 4/4/7 Environmental Management and Shipping in the Straits of
Malacca: Maintaining Equilibrium by MIMA, Malaysia;
マラッカ海峡における環境対策と海運（均衡の維持）；マレーシア MIMA

(xxv) CF 4/4/8 Maritime Singapore Green Initiative by MPA, Singapore;
シンガポール・海洋グリーン・イニシアティブの取組；シンガポール MPA

(xxvi) CF 4/4/9 Legal Perspectives in the Impact of the Environmental
Protection in the Straits of Malacca and Singapore by MIMA, Malaysia;
マ・シ海峡における環境保護の影響に関する法的視点；マレーシア MIMA

(xxvii) An Updates on the Projects under the Cooperative Mechanism by the
littoral States, User States (India) and User of the Straits (APASA);
協力メカニズムの下での各プロジェクトの最新状況；沿岸国、利用国（イ
ンド）、利用者（APASA）
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3

THE WAY FORWARD ON THE COOPERATIVE MECHANISM

3.1
The Forum noted the updates presented by the Round Table of International
Shipping Associations (RTisa) as follows :フォーラムは、国際海運団体ラウンドテーブル（RTisa）による発表された以下のプ
ロジェクトに関する最新状況を確認した。

3.1.1

Review and Enhancement of Measures Implemented in the SOMS:
Analysis of Marine Casualties Measures; and
マ・シ海峡で進められている方策の確認と充実：海難事故分析について

3.1.2

An Update on Reception Facilities in the Straits of Malacca and
Singapore.
マ・シ海峡の沿岸港における（船舶からの廃棄物）受入施設の情報更新

3.2
Panel Session themed on “A Way Forward on the Cooperative Mechanism”
was held –
「協力メカニズムをさらに前進させるための方策」をテーマとしたパネルセッション
が行われた。

3.2.1

The objective of the Panel Session is to review the Cooperative
Mechanism and to chart the way forward after almost 4 years of
implementation and attaining reasonable success within such a short
period of time.
パネルセッションは、発足から約４年間という短い期間における取組であ

る程度の成果を残した協力メカニズムを振り返り、さらに発展させる道筋を
示すことを議題として実施された。

3.2.2

The Panel Session was chaired by Y. Bhg Dato’ Captain Ahmad Othman,
Director General, Marine Department Malaysia and panels consist of :パネルセッションはマレーシア海事局アハマド・オスマン総局長が議長を

務め、以下のパネリストにより行われた。

(i)

Indonesia - Mr. Krishna Adi Poetranto, Deputy Director,
Directorate General for Law and International Treaties, Ministry
of Foreign Affairs;
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インドネシアから、インドネシア外務省・法令及び国際条約局次長、
クリスマ・アディ・ポエトラント氏、

(ii)

Malaysia - Y. Bhg. Dato’ Noor Aziz Yunan, Director General,
MIMA
マレーシアから、MIMA 理事長、ノールアジズ氏、

(iii)

Singapore - Captain Muhammad Segar, Group Director (Hub
Port), Maritime and Port Authority of Singapore (MPA);
シンガポールから、MPA 港湾担当局長、ムハマド・セガール氏。

3.2.3

The Chairman delivered short remarks that underscored the Cooperative
Mechanism understanding that effective measures relating to
international shipping should have the consensus of littoral States, User
States and Users of the Straits.
議長から、国際海運に関係する効果的な方策は沿岸国、利用国、利用者の

協力により進められるべきであるとの協力メカニズムに下での合意を強調す
る見解が述べられた。

3.2.4

The Panel discussed –
パネリストは以下の内容について議論した。

(i)

The legal framework of Cooperative Mechanism especially on
article 43 of UNCLOS 1982;
協力メカニズムに関する法的枠組み、特に 1982 年の国連海洋法条
約第 43 条との関連について

(ii)

Promote greater cooperation among the littoral States, User States
and Users of the Straits, which may be crystallized through
implementation of the Project 5;
プロジェクト５の実施を通じて具体化される沿岸国、利用国、利用
者間のより広範な協力の促進について

(iii)

Need to continue to promote safety of navigation and
environmental protection in the Straits;
マ・シ海峡における航行安全及び環境保全の促進を継続することの
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必要性について

(iv)

Setting up of a permanent structure, perhaps in the form of a
secretariat.
常設事務局の設置など恒常的な組織の構築について

3.2.5

ICS and BIMCO reaffirmed the value and usefulness of the Cooperation
Forum under the Cooperative Mechanism on Safety of Navigation and
Environmental Protection in the Straits.
ICS と BIMCO は、マ・シ海峡の航行安全及び環境保全のための協力メカ

ニズムの下での協力フォーラムの重要性と有用性について再度言及した。

4

CLOSING REMARKS

4.1
The Chairman thanked all delegations for their positive contributions and
cooperation for making the 4th Cooperation Forum meeting a success. The positive
indication and commitment from the other two littoral States, User States and Users of
the Straits to the Cooperation Forum amply demonstrated the success of the Cooperative
Mechanism.
議長は、第４回協力フォーラムを成功に導いた全ての参加者の前向きな貢献と協力に
対して謝意を示した。他の沿岸国、利用国及び利用者からの協力フォーラムへの前向き
な協力や参画も、協力メカニズムが十分に機能していることを示すものとなった。

4.2
2012.

Singapore announced that it will host the Fifth Cooperation Forum in year

シンガポールは、2012年に第５回協力フォーラムをホストすることを表明した。

The littoral States, India, China, Japan, United States of America and Nippon
Foundation also thanked and expressed their appreciation to Malaysia for convening the
Meeting, for the arrangements and the hospitality, and to Y. Bhg. Dato’ Captain Ahmad
Othman for chairing the Meeting.
沿岸国、インド、中国、日本、アメリカ合衆国及び日本財団もまた、マレーシアに対
して会議開催と諸準備及び歓待への謝意を示すとともに、オスマン氏に対しても会議の
議長を務めたことへの感謝を述べた。
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4.3
The Chairman’s summary and other materials will be available in the
Cooperative Mechanism website, www.cooperativemechanism.org.my from 17 October
2011.
会議の議事録（議長サマリー）や会議の資料は、協力メカニズムウェブサイト
（www.cooperativemechanism.org.my）において、2011年10月17日から掲載される。
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【日本財団

海野常務理事のプレゼンテーション資料】
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レポート３

第 7 回航行援助施設基金委員会
（２０１１年１０月１７日）
１

背景

2011 年 3 月に開催された第 6 回航行援助施設基金委員会に続き、10 月 17 日
に第 7 回の基金委員会がマレーシアのマラッカで開催された。
今回の基金委員会は、「航行援助施設基金（Aids to Navigation Fund）」（以下
「基金」という。）とならんで「協力メカニズム（Co-operative Mechanism）」
の重要な構成要素となっている「協力フォーラム（Cooperation Forum）」等の
マ・シ海峡関連会議がマラッカで開催されたことに合わせて、これらの会議と
連続する形で開催された。

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）、インド、アラブ首長国連邦（UAE）
IMO
マラッカ海峡協議会
International Federation for Aids to Navigation
（IFAN、旧 MENAS が名称変更したもの）
日本財団

３

概要

（１）基金の運営・資金拠出の状況
基金の事務局を務めるマレーシア海事局から、2011 年分として現在までに
以下の通りの拠出が行われたことが報告された。
・韓国から 9.2 万 US ドル
・UAE から 10 万 US ドル
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・IMO から 5 万 US ドル
・マラッカ海峡協議会から 50 万 US ドル
・日本財団から 100 万 US ドル
また、
「協力メカニズム」の下でのプロジェクト４（マ・シ海峡の潮汐・潮
流・風速測定システムの確立）実施のために、中国から基金に 21 万 US ドル
が拠出され、先にインドから拠出された 91.3 万 US ドルとともに別勘定で管
理されていることも報告された。
さらに、事務局より航行援助施設基金の口座残高が 10 月 1 日現在で 212.6
万 US ドルであることが報告され、基金の運用状況について確認が行われた。
なお、これまではオブザーバーの立場であった日本（国土交通省）が、本
基金委員会より正式なメンバーとなった。
（２）2011 年の作業報告及び 2012 年の作業計画・資金配分計画
沿岸三カ国からこれまでに行われた 2011 年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た。
また、業務の監査を担当するマラッカ海峡協議会より、一回目の監査結果
の報告が行われ、航行援助施設の適切な維持管理等についても意見が述べら
れた。
続いて、沿岸三カ国から 2012 年の作業計画及びそれを踏まえた 2012 年の
必要予算額について沿岸各国から説明が行われた。
（なお、インドネシア及び
マレーシアから、作業の一部については各国政府の独自予算により実施され
る旨の説明があった。またシンガポールは、管理する 5 つの航行援助施設の
維持管理を独自の予算（13.8 万 US ドル）で行い、基金の活用は行わない旨
を表明した。）
さらに、基金からの資金配分計画について検討が行われ、インドネシアか
らは 309.8 万 US ドル、
マレーシアからは 49.99 万 US ドルとの額が示された。
しかしながら、インドネシアから提示された案のうち一基あたり 100 万 US
ドルを上回る経費が計上されている航行援助施設の更新作業については、
2012 年 3 月までに実施される予備調査の結果を踏まえて最終的な支出額を決
定することし、本委員会で承認する資金配分計画からは除外されることとな
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った。
この結果、基金委員会として 2012 年第 1 四半期の資金配分計画を以下の通
り承認した。
・インドネシア
64.84 万 US ドル
・マレーシア
49.99 万 US ドル
・委員会事務局
4.5 万 US ドル
（合計 119.33 万 US ドル）
（３）次回委員会の開催等
次回の基金委員会は、2012 年の 3 月にマレーシアで開催されることが決定
された。
また、以前より検討されていた「協力メカニズム」のウェブサイト（基金
委員会の内容も含む）が、前の週に開催された第４回協力フォーラムにおい
て、マレーシア運輸大臣により正式に立ち上げられたことが報告された。

４

考察

第７回目となった今回の基金委員会は、第４回協力フォーラム等一連のマ・
シ海峡関連会議と週末を挟んで連続する形で、マレーシア・マラッカの同じ会
場で開催された。
議事はスムーズに進み、当初は２日間にわたって開催される予定だった会議
は一日で終了することができた。
議題についても、2012 年予算案のうちインドネシアによる灯標の代替更新費
用について詳細を確認した上で次回改めて議論することとなった以外はすべて
問題なく終了した。
また、かねてより懸案だった海峡沿岸国から提出される会議資料についても、
事前の配布という点では未だに実現しておらず再度要請を行わざるを得なかっ
たものの、資料自体については概ね前回合意した定型書式に沿った形で作成さ
れており、これまでと比べると各国の作業内容・作業計画及び所要経費が理解
しやすいよう記載されていた。
一方で、会議の進行がスムーズに進んだことは、基金委員会の開催自体が次
第にルーティーン化していることも示している。これは、設立以来３年以上が
経過し基金の運営が安定してきている証左と言えなくもないが、基金の拠出者
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はまだまだ十分多いとは言えず、さらなる拠出者の獲得に向けて取り組むべき
課題はあると思われる。
特に委員会の数を重ねるごとに、沿岸国の作業内容のうち基金からの拠出に
よって行われる作業内容については徐々にではあるものの透明性が高くなって
いるものの、沿岸国が各国政府の予算で独自に行う作業と基金を活用して行う
作業との区分が分かりにくくなっているという感もある。
航行援助施設の維持管理は沿岸各国の責任という原則があり、基本的には沿
岸国の判断によるもののため難しい部分もあるが、基金としてどの部分に資金
を活用するべきかとの議論も今一度必要になっているかもしれない。
また、基金委員会の開催時期は、協力フォーラム等が開催される 10 月と翌年
の 3 月の年２回開催が通例となりつつある。しかしながら、当該年の作業内容
を確認し翌年の作業計画と基金からの支出予算案を議論するための会議として、
これらの時期が適切なのかどうかについても再度検討する必要があるものと思
われる。
2012 年はマレーシアが事務局を務める最後の年であり、2013 年には基金発
足以降初めて事務局がシンガポールへと引き継がれることとなる。このため、
2012 年の基金委員会においては、これらの課題についての議論も含めてシンガ
ポールへの事務局の円滑な引継にも留意していく必要がある。
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SEVENTH AIDS TO NAVIGATION FUND (FUND) COMMITTEE MEETING
UNDER THE COOPERATIVE MECHANISM
IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE
HELD AT HOLIDAY INN HOTEL, MALACCA, MALAYSIA
17 OCTOBER 2011
REPORT OF THE MEETING

1.

OPENING OF THE MEETING

1.1.
The seventh meeting of the Aids to Navigation Fund (ANF) Committee under
the Cooperative Mechanism in the Straits of Malacca and Singapore (Straits) between
the littoral States and user States was held on 17 October 2011 at the Holiday Inn Hotel,
Malacca, 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、海峡沿岸国と利
用国による「第７回航行援助施設基金委員会（以下、
「基金委員会」という。
）は、2011
年 10 月 17 日及び 18 日に、マレーシア・マラッカのホリデイ・イン・ホテルにおいて
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 India, the United Arab
Emirates (UAE), International Foundation for Aids to Navigation (IFAN)[Former
Middle East Navigation Aids Service], International Maritime Organization (IMO),
Malacca Strait Council (MSC), and the Nippon Foundation. The meeting was also
attended by observer from Japan. The list of participants is in Annex 1.
会議には、海峡沿岸国（インドネシア、マレーシア及びシンガポール）、インド、Ｕ
ＡＥの利用国、ＩＦＡＮ（International Foundation for Aids to Navigation、旧 MENAS
が名称変更），ＩＭＯ，マラッカ海峡協議会、日本財団の代表が参加して行われた。ま
た、日本がオブザーバーとして参加した。出席者の一覧については別添１のとおり。

1.3.
During the opening of the meeting, the Chairman of the Fund, Dato’ Captain
Ahmad Othman welcomed delegates to the historical city of Malacca and expressed his
appreciation and thanked the participants for attending the meeting.
会議の開始に際し、基金委員会の議長を務めるアハマド・オスマン局長は、各代表団
の歴史的都市マラッカへの訪問を歓迎するとともに、会議への参加に感謝する旨述べた。
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1.4.
The Committee members joined the Chairman to express deepest sympathy
and condolences to IFAN as Mr. John Gyles passed away last week. They also
expressed their appreciation to IFAN for its continuing support to the activities of the
Fund under the Cooperative Mechanism.
基金委員会の議長とメンバーは、ＩＦＡＮのジョン・ギレス氏が先週逝去されたこと
に関し、深い哀悼の意を示した。また、メンバー等は、協力メカニズムの下での基金委
員会の活動に対するにＩＦＡＮの継続的な支援に対して感謝を表明した。

1.5.
Malaysia thanked all participants for their attendance and looked forward to a
fruitful discussion. Malaysia especially welcomed those attending the meeting, in
particular to Malacca for their first time.
マレーシアは、全ての参加者に会議への出席への感謝を示すとともに、有益な議論を
期待する旨述べた。マレーシアは特にマラッカを初めて来訪する出席者への歓迎の言葉
を述べた。

1.6.
Indonesia and Singapore, respectively thanked Malaysia for hosting the
meeting and for making all the arrangements. They also thanked and welcomed other
participants attending the Fund and for their continuous support and contribution to the
Fund and expressed hope for a positive and fruitful discussion on the operation of the
Fund.
インドネシアとシンガポールはそれぞれ、マレーシアによる会議の開催と手配に感謝
を述べた。また、他の参加者を歓迎し、基金への継続的な支援と拠出に感謝するととも
に、基金の運営について積極的で有益な議論を期待する旨述べた。

1.7.
India, Japan, United Arab Emirates, IFAN and MSC joined others in
congratulating Malaysia for convening the seventh ANF Meeting and thanked the
contributors to the Fund. India expressed its willingness to favorably consider any
future proposal of cooperation from the littoral States, in particular for the safety of
navigation and environmental protection in the Straits of Malacca and Singapore.
インド、日本、アラブ首長国連邦（UAE）
、ＩＦＡＮ及びマラッカ海峡協議会は、マ
レーシアでの第７回基金委員会の開催に祝意を述べるとともに、資金拠出者に感謝する
旨述べた。インドは、沿岸国からの将来的な協力の提案、とりわけマ・シ海峡の航行安
全及び環境保全に関するものに関し、前向きに検討する意を表した。

1.8.

IMO delivered its opening remarks and reiterated the importance of the
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Co-operative Mechanism, in particular Aids to Navigation Fund and highlighted the
complementary role of the IMO Malacca and Singapore Straits Trust Fund, which
would support the mobilization of resources by the littoral States on the implementation
of the project on aids to navigation in the Straits.
ＩＭＯは冒頭挨拶において、協力メカニズム、その中でも特に基金委員会の重要性に
ついて改めて言及した。また、マ・シ海峡の航行援助施設に関するプロジェクトの実施
において、沿岸国による財源の活用を支援することになる IMO マ・シ海峡信託基金の
補完的役割を強調した。

1.9.
The Nippon Foundation expressed its appreciation to the littoral States and
looked forward to receiving regular updates of the ANF activities, in particular on the
maintenance of the aids to navigation and future work program in the Straits. The
Nippon Foundation informed the Meeting of its contribution of USD 1 million in year
2011 to the Aids to Navigation Fund.
日本財団は、沿岸国に感謝するとともに、航行援助施設基金の最新状況、特に航行援
助施設のメンテナンス作業や今後の作業計画に関して定期的な情報提供を依頼した。ま
た、日本財団は 2011 年に 1 百万ドルの拠出を基金に対して行った旨を報告した。

1.10.

The opening remarks of the respective representatives and observer are as per

Annex 2.
それぞれの参加者とオブザーバーからの冒頭発言は別添２のとおり。

2.

ADOPTION OF THE AGENDA

2.1.

The Committee considered the provisional agenda proposed in document ANF

7/2 and ANF 7/2/1 and adopted the agenda set out in Annex 3.
基金委員会は、文書 ANF7/2 及び ANF7/2/1 の議題案について検討し、別紙３のとお
り採択した。

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 and that the Fund Committee was properly
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constituted.
基金委員会は、全ての代表の資格が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 Secretariat proposal on the nomination for Japan
to be a full member of the Fund Committee.
基金委員会は、日本を基金委員会の正式メンバーとするとの事務局からの提案につい
て合意した。

4.

ADMINISTRATION AND OPERATION OF THE FUND

4.1.
The Committee noted the information provided by the Secretariat in document
ANF 7/4/1 on the contributions from user States and other users of the Straits in year
2011, as follows :基金委員会は、事務局から文書 ANF 7/4/1 のとおり報告された、利用国及び利用者か
らの 2011 年の資金拠出について、以下のとおり確認した。

4.1.1. Republic of Korea – USD 91,554.14;
91,554.14 US ドル

韓国

4.1.2. United Arab Emirates (UAE) – USD 100,000.00;
100.000.00 US ドル

アラブ首長国連邦（UAE）

4.1.3. IMO – USD 100,000.00;
IMO

100,000.00 US ドル

4.1.4. Malacca Strait Council – USD 500,000.00;
マラッカ海峡協議会

500,000.00 US ドル

4.1.5. Nippon Foundation – USD 1,000,000.00;
日本財団

1,000,000.00 US ドル

4.2.
The Committee also noted the contributions from the Government of India with
an amount of USD 913,000.00 for the purposes of the implementation of Project 4
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which is temporarily parked in the Fund.
基金委員会は、プロジェクト４実施のためにインド政府から行われた 913,000 US ド
ルの拠出が基金に一時的に保管されていることについても確認した。

4.3.
The Committee also noted the recent contribution of USD 210,000.00 from
People’s Republic of China to the Fund for the purpose of the implementation of Project
4.
基金委員会はまた、プロジェクト 4 実施のために中華人民共和国から最近行われた
210,000 US ドルの拠出についても確認した。

5.
5.1.

WORK PROGRAMME OF THE FUND
2011 Maintenance Report of the Aids to Navigation in the Straits.
マ・シ海峡における 2011 年の航行援助施設の維持・更新作業報告

5.1.1. The Committee noted the maintenance report of the 51 critical aids to
navigation in the Traffic Separation Scheme (TSS) in the Straits in year
2011 presented by the littoral States. The Committee noted that:基金委員会は、沿岸国より提示された 2011 年のマ・シ海峡内の分離
通航帯（TSS）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。

(iv)

The cost to maintain Indonesian aids to navigation amounted to
USD 1,550,682.56 from the 2011 approved amount of USD
4,055,741.00. Details as follow –
インドネシアの航行援助施設の維持にこれまで要した費用の
合計は、2011 年分として承認された 4,055,741.00 US ドルのう
ち 1,550,682.56 US ドルであった。その詳細は以下のとおり。

a. C & S Preparatory Work – USD 176,075.56;
土木・構造物工事の準備作業

176,075.56 US ドル

i. Buffalo Rock North Cardinal Mark Light Beacon;
バッファロー・ロック北灯標
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ii. One Fathom Bank North Cardinal Mark RLB;
ワン・ファザム・バンク北灯標

b.

Regular Maintenance – USD 163,304.23;
通常のメンテナンス作業

163,304.23 US ドル

c. Replacement – USD 912,317.62;
取替作業

912,317.62 US ドル

i. Buffalo Rock North Cardinal Mark Light Beacon;
バッファロー・ロック北灯標

d. Procurement of Spare Part – USD 298,985.15.
298,985.15 US ドル

交換部品の調達

(v)

Malaysia conducted maintenance work on aids to navigation at
the cost of USD 1,536,512.20 from the approved PMP amount of
USD 2,216,834.00. This includes the C & S works for Panjang
Utara and Tompok Utara Lightbeacon, the replacement of Sepat
Resilient Lightbeacon and Navigation Lighting equipment and
system at Bukit Segenting Lighthouse;
マレーシアは、承認された PMP（メンテナンス作業計画）
2,216,834.00 US ドルのうち 1,536,512.20 US ドルの費用により、
航行援助施設のメンテナンス作業を実施した。これには、Panjang
Utara 灯標及び Tompok Utara 灯標の土木・構造物工事、Sepat
灯標の取替並びに Bukit Segenting 灯台の光源設備及びシステム
の取替が含まれる。

(vi)

Singapore utilized its own funds for the maintenance program for
Horsburgh Lighthouse at a cost of USD 85,000.00. These works
encompassed structural and regular maintenance works.
シンガポールは、85,000.00 US ドルの費用で行う Horsburgh
灯台の維持計画を自らの資金を活用して行った。これらの作業に
は構造物のメンテナンス及び通常の保守管理作業が含まれてい
た。
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5.1.2

The Committee agreed to Singapore’s proposal that the littoral States
share their incident reports and assessment on the causes of damage of
aids to navigation in the Straits, with a view to preventing future
incidents from occuring.
基金委員会は、将来の事故発生を防止するために、沿岸国がマ・シ海
峡内における航行援助施設の損傷の原因に関する事故報告や調査を共有
するとのシンガポールの提案に合意した。

5.1.3

Certain measures such as AIS and CCTV installations, frequent
monitoring through radar, regular visit and also sharing experiences with
other competent aids to navigation organizations may be considered by
the littoral States.
沿岸国により、AIS や CCTV の設置、レーダーによる常時監視、定期
的な巡回及び他の知見を有する航行援助施設機関との経験の共有といっ
たいくつかの措置が検討されるであろう。

5.2.

2011 Annual Work Performance Audit Report of the Aids to Navigation in
the Straits.
マ・シ海峡の航行援助施設に関する 2011 年の年次作業監査報告

5.2.1. The Committee noted the report by MSC that the 2nd round Work
Inspection Performance audit will be conducted in Malaysia and
Indonesia by October and November 2011 respectively.
基金委員会は、2011 年の 10 月と 11 月にマレーシアとインドネシアで
それぞれ実施された第 2 回（注：第 1 回の誤り）業務監査に関するマラ
ッカ海峡協議会（MSC）からの報告を確認した。

5.2.2. MSC informed the Committee that they have conducted the 1st round
Work Inspection Performance audit as follows :マラッカ海峡協議会は、第１回業務監査を以下のとおり実施した、と
基金委員会に報告した。

(i)

Malaysia from 18 to 29 April 2011; and
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マレーシア

(ii)

2011年4月18日から29日まで

Indonesia from 22 July to 13 August 2011.
インドネシア

2011年7月22日から8月13日まで

5.2.3. The Committee noted the 1st half of work performance audit report
presented by MSC in document 7/5/2 where both littoral States had
performed the maintenance work in accordance to the work program.
基金委員会は、
（インドネシアとマレーシアの）両沿岸国が作業計画に
従って維持作業を実施したとする文書 ANF 7/5/2 の通り、マラッカ海峡
協議会から提出された前半の業務監査報告を確認した。

5.2.4. The Committee also noted the auditor’s comment during the 2011 Work
Inspection Performance Audit, which included:また、基金委員会は、2011 年業務監査における監査人からの意見を確
認した。その内容は以下のとおり。

(iv)

Malaysia –
マレーシア

a. 2 (Sepat RLB and Tg. Gabang LB) of 18 aids to navigation in
Malaysia malfunction which may hamper the safety of
navigation in the Straits; and
マレーシアにおける 18 の航行援助施設のうち 2 つ（Sepat
灯標及び Tg. Gabang 灯標）が、マ・シ海峡の航行安全に支
障を来すおそれのある機能不全状態。

b. To improve the efficiencies in procurement of spare parts and
equipment, in particular on the model interchangebility;
交換部品や機器、とりわけ互換性のあるモデルの調達につ
いて、効率性を向上させること。

(v)

Indonesia –
インドネシア

a. To increase monitoring frequency by regular visit to the aids
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to navigation in the Straits of Malacca to avoid any delay of
the aids to navigation maintenance and repair; and
航行援助施設の維持・補修が遅延することのないよう、マ
ラッカ海峡内の航行援助施設への定期巡回による監視の頻度
を上げること。

b. To improve the efficiencies in procurement of spare parts and
equipment.
交換部品や機器の調達について、効率性を向上させること。

5.2.5. The Committee noted on the future measures by Indonesia and Malaysia
with regards to the auditor’s comment :基金委員会は、業務監査人からの意見に関しインドネシア及びマレー
シアにより講じられる将来的な措置について確認した。

(i)

Indonesia –
インドネシア

a. Coordinating the regular monitoring by newly established
VTS Centre at Batam and other VTS stations that will be
established along the Coast of Sumatra;
新たに設置されたバタム島 VTS センター及び今後スマトラ
島沿岸に設置される VTS 基地による定期的な監視の連携を図
る。

b. Increasing number of vessels, including small high speed
craft to patrol the vicinity of the aids to navigation;
航行援助施設付近のパトロールを行う小型高速艇を含めた
船艇数を増やす。

c. Exploring the installation / utilization of new technology such
as AIS and CCTV to help the monitoring of the aids to
navigation.
航行援助施設の監視を行うため AIS や CCTV といった先進
技術の導入・利用を検討する。
62

70

(ii)

Malaysia –
マレーシア

a. Installing AIS based monitoring system;
AIS に基づいた監視システムを導入する。

b. Acquiring aids to navigation with built-in monitoring
equipment;
監視機器を内蔵した航行援助施設を取得する。

c. Replacing obsolete equipment;
老朽化した機器を交換する。

d. More coordinated approach towards spare part procurement;
交換部品の調達をより調整された方法により行う。

e. Increase the frequency of the monitoring and site visits.
監視と現場巡回の頻度を増加させる。

5.2.6. The Nippon Foundation reiterated its request that the littoral States
provide the complete maintenance report and requested maintenance
budget of the 51 aids to navigation in the Straits prior to Fund Meeting to
facilitate fruitful discussions during the meeting.
日本財団は、会議での議論をより成果あるものとするために、基金委
員会の開催に先立って、沿岸国はマ・シ海峡の航行援助施設に関する作
業報告一式と作業予算を提示するよう重ねて要請した。

5.3.

Proposed 2012 Work Program
提案された 2012 年の作業計画

5.3.1. The Committee considered document ANF 7/5/3 submitted by the littoral
States on the 2012 Work Program as follow :基金委員会は、以下の通りを内容とする 2012 年の作業計画に関し、
沿岸国から提出された文書 ANF 7/5/3 を検討した。

(i)

Indonesia of USD 3,098,370.74 for –
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インドネシア 総額 3,098,370.74 US ドル、その内訳は、

a. C & S Preparatory Work – USD 165,000.00;
土木・構造物工事の準備作業

165,000.00 US ドル

i. One Fathom Bank South Cardinal Mark Lightbeacon;
ワン・ファザム・バンク南灯標

ii. Cula General Mark Lightbeacon;
クラ島灯標
b. Regular Maintenance – USD 164,441.74;
通常のメンテナンス作業 164,441.74 US ドル

c. Replacement – USD 2,450,000.00;
取替作業 2,450,000.00 US ドル

i. One Fathom Bank North Cardinal Mark Lightbeacon;
ワン・ファザム・バンク北灯標

ii. Raleigh Shoal Isolated Danger Lightbeacon;
ラレイ・ショール（浅瀬）灯標

d. Procurement of Spare Parts – USD 318,929.00
交換部品の調達 318,929.00 US ドル

(ii)

Malaysia of USD 499,908.00 for –
マレーシア 総額 499,908.00 US ドル、その内訳は、

a. C & S Work – USD 280,000.00;
土木・構造物工事 280,000.00 US ドル

i.

Tg. Piai Lightbeacon;
タンジュン・ピアイ灯標
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ii.

Pulau Undan Lighthouse;
ウンダン島灯台

b. ANF Inspection – USD 15,000.00; and
航行援助施設基金（ANF）の監査 15,000.00 US ドル

c. Procurement of spare parts – USD 204,908.00;
交換部品の調達 204,908.00 US ドル

(iii)

Singapore will not utilize money from the Fund for the year 2012
for the maintenance of its aids to navigation, which amounts to
USD 138,000.00.
シンガポールは、総額 138,000.00 US ドルとなる 2012 年の航
行援助施設の維持・管理に、基金の資金は活用しない。

5.3.2. Indonesia noted on the request by MSC to reduce the replacement cost of
the Raleigh Shoal Isolated Danger Lightbeacon to less than USD 1
million.
インドネシアは、ラレイ・ショール（浅瀬）灯標の交換経費を 100 万
US ドル未満に減額するようにとのマラッカ海峡協議会の要請を確認し
た。

5.3.3. The Committee noted the contribution from Indonesia to bear the cost of
particular maintenance on Indonesian aids to navigation in 2012 namely
the establishment of a jetty at Buffalo Rock Lightbeacon costing USD
157,895.00.
基金委員会は、157,895.00 US ドルを要するバッファロー・ロック灯
標の桟橋を設置するという 2012 年の航行援助施設に関する特別メンテ
ナンス作業の費用についてはインドネシアが負担することを確認した。

5.3.4. The Committee also noted on the contributions from Malaysia to bear the
replacement cost for Panjang Selatan and Tg. Rhu Lightbeacon costing
USD 3 million;
また、基金委員会は、300 万 US ドルを要するパンジャン・セラタン
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灯標及びタンジュン・ルー灯標の取替工事費用についてはマレーシアが
負担することを確認した。

5.3.5. The Committee approved the activities of the Secretariat including the
financial audit by the appointed external auditor, the work performance
audit by MSC and the conduct of the Committee’s Meetings.
基金委員会は、指名された外部監査人による会計監査、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めた事務局の活動を承
認した。

6.

6.1.

CONSIDERATION OF THE BUDGET AND DISBURSEMENT OF THE
FUND
Report on the financial status of the Fund
基金の財務現状に関する報告

6.1.1. The Committee noted the financial status of the Fund as at 01 October
2011 contained in document ANF 7/6/1 Rev. 2 as follow :基金委員会は、文書 ANF 7/6/1 Rev.2 に示された、以下の通りの 2011
年 10 月 1 日現在の基金の財務状況を確認した。

(i)

Total contributions received of USD 2,791,580.14;
受領した拠出金の合計 2,791,580.14 US ドル

(ii)

Total payment for the activities under the Fund of USD
4,090,706.57;
基金の下での活動への支出額の合計

4,090,706.57 US ドル

6.1.2. The Committee noted the financial status of the Fund as at 01 October
2011 with the balance of the Fund for maintenance of aids to navigation
of USD 2,125,642.13.
基金委員会は、航行援助施設の維持に係る基金の残高が 2,125,642.13
UD ドルであるとの 2011 年 10 月 1 日現在の基金の財務状況を確認した。
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6.1.3. The Committee noted that a sum of USD 1,934,032.22 is temporarily
parked in the Fund for the implementation of Project 4 under the
Cooperative Mechanism from the Governments of India and the People’s
Republic of China.
基金委員会は、インド及び中国から拠出された協力メカニズムの下で
のプロジェクト４実施のための資金 1,934,032.22 US ドルが一時的に基
金に留め置かれているのことを確認した。

6.1.4. Singapore informed the Committee that Project 4 has made good
progress and would be completed by March 2012. The Committee also
noted that the current available fund would be fully committed by
December 2012. In this regard, there would be a need for further funding
for Project 4.
シンガポールは基金委員会に対して、プロジェクト４は順調に進捗し
ており 2012 年 3 月までに完了するであろうと報告した。また基金委員
会は、現在使用可能な資金は 2012 年 12 月までには全て費消されるであ
ろうことを確認した。この関連において、プロジェクト４のために更な
る資金が必要になるかもしれない。

6.2.

2012 Budget proposal of the Fund
2012 年の予算提案

6.2.1. The Committee considered and approved the revised budget proposal
presented by the Secretariat on behalf of the littoral States contained in
document ANF 7/6/2 Rev. 3 as follows:基金委員会は、文書 ANF 7/6/2 Rev.3 に以下のとおり記載された沿岸
国のために事務局から提出された予算提案の改訂版を検討し、採択した。

(iv)

Indonesia – USD 648,370.00;
648,370.00 US ドル

インドネシア

(v)

Malaysia – USD 499,908.00;
マレーシア

(vi)

499,908.00 US ドル

Secretariat – USD 45,000.00.
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事務局

45,000.00 US ドル

6.2.2. The Committee noted the actual amount for the replacement of One
Fathom Bank North Cardinal Mark RLB and Raleigh Shoal Isolated
Danger Mark LB of Indonesia to be decided subject to the C & S
Preparatory Work to be carried out by March 2012. The amount will be
discussed in the 8th Aids to Navigation Fund Committee Meeting for
endorsement.
基金委員会は、インドネシアのワン・ファザム・バンク北灯標及びラ
レイ・ショール灯標の取替工事のための実際の所要額は、2012 年 3 月ま
でに実施される土木・構造物予備調査により決定されることを確認した。
所要額については、第８回基金委員会において承認のための議論が行わ
れることとなる。

6.3.

Disbursement of the Fund
基金からの支出

6.3.1. The Committee considered the proposed disbursement as in document
ANF 7/6/3 Rev. 1 for year 2012 with a total cost of USD 1,193,278.00.
基金委員会は、文書 ANF 7/6/3 Rev.1 の通りに提案された合計額
1,193,278.00 US ドルとなる 2012 年の支出案を検討した。

6.3.2. The Committee agreed to approve a tentative budget for the first quarter
of 2012 to ensure that there is no disruption to the maintenance of aids to
navigation in the Straits. The Committee also agreed to disburse from the
balance of the Fund for activities during the first quarter of 2012 as
follows –
基金委員会は、マ・シ海峡の航行援助施設の維持・管理が中断される
ことがないよう、2012年第一四半期のための暫定予算を採択することに
合意した。また基金委員会は、2012年第一四半期の活動のため、基金の
残高から以下の通りの額を支出することに合意した。

(i)

Indonesia – USD 648,370.00;
インドネシア

(ii)

648,370.00 USドル

Malaysia – USD 499,908.00;
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499,908.00 USドル

マレーシア

(iii)

Secretariat – USD 45,000.00.
事務局

7.

45,000.00 USドル

DATE AND VENUE OF THE NEXT MEETING

7.1.
The Committee considered the proposal in document ANF 7/7 and agreed that
th
the 8 Fund Committee Meeting will be convened in March 2012. Details of the
meeting will be communicated to Committee members in due course.
基金委員会は、文書 ANF 7/7 による提案を検討し、第８回基金委員会を 2012 年 3 月
に開催することに合意した。会議の詳細については、いずれ委員会メンバーに連絡され
る。

8.

ANY OTHER BUSINESS

8.1.
The Committee noted the Cooperative Mechanism web site presentation
developed by Malaysia. The web site will provide useful information and updates on the
activities under the Cooperative Mechanism, in particular Aids to Navigation Fund that
can further reach out to potential contributors. The Committee also noted that the
website has been launched by the Minister of Transport, Malaysia during 4th
Cooperation Forum on Safety of Navigation and Environmental Protection in the Straits
of Malacca and Singapore.
基金委員会は、マレーシアによって作成された協力メカニズム・ウェブサイトの発表
を確認した。このウェブサイトは、協力メカニズムの下での活動に関する有益な情報や
最新状況、とりわけ潜在的な資金拠出者にも訴えかけることもできる航行援助施設基金
に関する情報を提供することになる。また、基金委員会はウェブサイトが、マ・シ海峡
の航行安全と環境保全に関する第４回協力フォーラムにおいてマレーシア運輸大臣に
より立ち上げられたことを確認した。

8.2.
Japan expressed their continued support to the activities of the Fund and was
ready to explore possible cooperation with MSC and other Non-Governmental
Organizations related to the aids to navigation.
日本は、基金の活動への継続的な支援を行うことを表明するとともに、航行援助施設
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に関してマラッカ海峡協議会や他の非政府機関とともに更なる協力について検討して
いく旨述べた。

8.3.
The Committee noted the amount in the IMO Straits Trust Fund stands
currently at USD 1,437,572.00. Disbursements made until end of 2011 are expected :基金委員会は、IMO マ・シ海峡信託基金にある資金の総額は、現在のところ
1,437,572.00 US ドルであることを確認した。2011 年末までの支出は以下のとおりと
予想されている。

8.3.1. Project 2 – USD 400,171.00 subject to the project delivery;
プロジェクト２

プロジェクトの進捗に応じて 400,171.00 US ドル

8.3.2. Project 3 (year 2009) – USD 24,837.00;
プロジェクト３

24,837.00 US ドル

8.3.3. Project 4 – USD 100,000.00 contributed by People’s Republic of China
subject to the request by the littoral States;
プロジェクト４

沿岸国の要請に応じて中国より拠出された
100,000.00 US ドル

8.3.4. Project 7 – Feasibility study of ETV of USD 50,000.00;
プロジェクト７

緊急時曳航船（ETV）の実現可能性調査のための
50,000.00 US ドル

9.
9.1.

CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE REPORT
The Committee considered and adopted the report of the meeting.
基金委員会は、会議レポートを検討し採択した。

10.
10.1.

CLOSING REMARKS
The Chairman thanked all delegations for their positive contributions and
cooperation for making the Seventh Fund Committee Meeting a success.
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議長は、全ての代表団に対し、第７回基金委員会を成功に導いた前向きな貢
献と協力について謝意を述べた。

10.2.

The participants 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.
参加者達もまた、マレーシアに対し会議の開催、様々な準備及び歓待につい
て謝意を示すとともに、会議の議長を務めたアハマド・オスマン氏にも感謝の
言葉を述べた。

***
***
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レポート４

２０１１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 2011 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． ２０１１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、439 件となり、2010 年の 445 件に比べ、
6 件減少となっている。これらの事件により、ハイジャックされた船舶は
４５隻、乗り込まれた船は 176 隻、発砲を受けた船舶は 113 隻となって
おり、105 隻に対する未遂事件が報告されている。また、802 名の乗組員
が人質となり、10 名が誘拐され 8 名が殺害されている。
・ これらの事件のうち、ソマリア海賊によるものは半数以上を占める。 ソ
マリア海賊による事件は 2010 年の 219 件から 2011 年 237 件へと増加し
ている一方で、ハイジャックに成功した事件は 2010 年の 49 件から 2011
年の 28 件へ減少している。
・ ソマリア海賊による被害は、多国籍の海軍による継続的なパトロールが
なければより増加していたことと思われる。2011 年の第４四半期におい
ては、多国籍の海軍により、少なくとも 20 件の海賊被害が防止された。
2010 年の第 4 四半期においては、90 件の事件が発生し、19 隻がハイジ
ャックされている。2011 年においては、31 件が襲撃されたが、そのうち
4 件のハイジャックのみが既遂となっている。多国籍海軍の役割は同海域
における海賊対策にとって非常に顕著となっている。
・ これらの海軍によるパトロールと、船長と乗組員によるベスト・マネー
ジメント・プラクティス（BMP）に基づく対策措置、民間武装警備員
（PCASP）の連携は、海賊事案の減少に大きく貢献していると思われる。
・ 民間武装警備員を乗船させている船舶は 2011 年に増加しており、このた
め、適切な法制度や規則の整備が求められている。適切な法的枠組みが
整備されるまでの間は、船主や船長は IMO や海運業界のガイドラインに
従うことが求められる。
・ 2011 年のソマリア海賊の襲撃は圧倒的にアラビア海とアデン湾の交差海
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域に集中していた。
・ 2011 年には、外国の領海内において錨泊中であった船がハイジャックさ
れた事件も始めて報告された。港湾当局と船舶は錨泊中においても注意
が必要であると言える。
・ ソマリア以外においては、ナイジェリアで 10 件の事件が報告されており、
そのうち 2 件はハイジャック事件である。
・ IMB は一方で、Bergen Risk Solutions 社により報告された 34 件の事件
について憂慮している。これらの事件は IMB には報告されていない。
2011 年のおいて発生したナイジェリアの事件は、ベナンの海域に拡大し
つつある。タンカーに対する 20 件の事件が発生し、このうち 8 件はハイ
ジャック事件であり一部の貨物が盗まれたものである。人質の拘束期間
は、ソマリア海賊の平均が約半年であるのに比べ、ナイジェリア、ベナ
ン海域では 10 日間である。しかし、ギニア湾の襲撃は凶悪な事案が多く
発生している。
（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（439 件のうち 119
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、119 件となり、2010
年に一旦増加したものが改めて減少する結果となった。
・ バングラディッシュにおける事件はチッタゴンへ付近において 10 件が報
告されている。これは、2010 年の 32 件から大幅な減少である。これは
バングラディッシュコーストガードの活動によるものが大きい。一方で、
チッタゴン港への入港及び錨泊は引き続き注意が必要である。
・ インドネシアにおける発生件数は 2 年間続けて増加傾向にある。事件は
局地的であり、また、状況に応じた偶発的なものが多い。主に錨泊中の
船に対して発生している。46 件のうち 41 件の事件が賊に乗り込まれて
おり、2 件は未遂で終わっている。このうち、航行中のタグボートやバー
ジをハイジャックした事件 3 件が含まれている。2010 年は 40 件報告さ
れた事件のうち、タグボートやバージをハイジャックした事件は 1 件の
みであった。
・ 南シナ海における海賊及び武装強盗発生件数は、昨年の 31 件から 13 件
へ減少した。9 件の事件で賊に乗り込まれており、3 件が未遂である。タ
グボートがハイジャックされた事件が 1 件報告されている。
※ 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。
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・

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 2006 年～2011 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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2006 年～2011 年の主要海賊多発地域ごとの発生件数推移
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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（2011 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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※ ソマリア等での乗込件数は、区画密閉対応などによりハイジャックを免れた
件数を表す。
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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（2011 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（2011 年）

10
36

南シナ海
インドネシア
マレーシア

6
7

6

2
1

3
10
8

フィリピン
シンガポール
ベトナム
バングラディッシュ
インド

0%
航行中

9

1

6
50%

100%

錨泊中

78

88

停泊中

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) マラッカ海峡
【マレーシア漁船 “PKFB(U)928”及び”PKFB982 C2”】（航行中、ハ
イジャック）
発生日時：2011 年 8 月 7 日 3 時 10 分頃（現地時間）
発生場所：マラッカ海峡 パンコール島沖 約 45 海里
概
要： 高速船に乗った 4 名の賊が操業中の 2 隻の漁船をハイジャ
ックした。マレーシア海上法執行庁は船主から連絡を受けた
後、マレーシア海軍と連携して 2 隻の巡視艇を派遣、海軍か
らは軍艦 1 隻とヘリコプターが援護に向かった。現場到着時、
賊はインドネシア海域に向かって航行中であり、軍艦と巡視
艇は賊の乗った船と 2 名の賊を確保した。残る 2 名の賊は船
を乗り換え、高速船で逃走した。
(2) マレーシア
【インドネシア船籍タグボート”Marina 26”及びインドネシア籍バー
ジ”Marine Power3301”】（航行中、ハイジャック）
発生日時：2011 年 3 月 22 日 22 時 00 分頃（現地時間）
発生場所：マレーシア ティオマン島沖
概
要： シンガポールからカンボジア Koh Kong 港向けに航行中で
あったタグボートと曳航中のバージを、長いナイフで武装し
た賊 10 数名の乗る高速船が襲撃した。賊は乗組員 10 名を人
質として船室に閉じ込め、位置通報装置のスイッチを切って
タグボート及びバージをハイジャックした。2011 年 3 月 24
日、賊はライフラフトに人質と食糧、水、パスポートといく
ばくかの現金を載せたうえで解放した。それまでにタグボー
トは緑色に塗装され直していた。2011 年 3 月 26 日、通りか
かった漁船が人質を救助し、ナツナ島へ上陸させた。同島に
おいて乗組員は船主との連絡を回復した。全ての関係機関が
ハイジャックされたタグボートとバージの捜索に協力した。
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（3）インドネシア
【マレーシア籍プロダクトタンカー“Nautica Johor Bahru”】
（航行中、
ハイジャック）
発生日時：2011 年 10 月 27 日 5 時 30 分頃（現地時間）
発生場所：インドネシア ビンタン島沖ホースバーグ灯台北東約 10 海里
概
要： 銃で武装した 12 名の賊が航行中のタンカーに乗り込んだ。
賊は乗組員を縛りあげ、タンカーをバイジャックし、見知ら
ぬ海域まで操船した。2011 年 10 月 28 日、船主は該船と連絡
がとれないことから、マレーシア海軍及び MMEA に連絡した。
約 40 時間後、マレーシア関係機関は該船を発見し、解放した。
(4) シンガポール海峡
【 マ レ ー シ ア 船 籍 タ グ ボ ー ト “ Sinhin5 ” 及 び マ レ ー シ ア 籍 バ ー
ジ”Sinhin6”】（航行中、ハイジャック）
発生日時：2011 年 12 月 28 日
発生場所：シンガポール海峡
概
要： タグボート及び曳航中のバージが、マレーシアのポートク
ランからビンツルへ航行中に襲撃、ハイジャックされた。2011
年 12 月 28 日、タグボートと連絡が取れないこと、また、予
定の航路を逸脱していることから、船主は IMB と連絡をとり、
支援を要請した。IMB は関係機関と直ちに連絡をとり、連絡
を受けた当局は軍艦と航空機を捜索のため派遣した。2011 年
12 月 31 日、タグボートはインドネシア Belitung 島で発見さ
れ乗組員 9 名は救助された。賊は別のタグボートを使ってバ
ージを曳航し持ちさった。2012 年 1 月 1 日、Belitung 島の
50 海里沖で、軍艦によりバージが発見された。
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(5) 南シナ海
【マレーシ籍タグボート“Solid8”及びマレーシア籍バージ“Solid66”】（航
行中、ハイジャック）
発生日時：2011 年 5 月 25 日
発生場所：南シナ海 クチンからポートクランへ向け航行中
概
要： タグボートはバージを曳航し、2011 年 5 月 24 日にクチン
を出港、5 月 30 日にポートクランへ到着する予定であったが、
予定時刻になっても到着せず、連絡が取れなくなった。6 月 2
日にバージはマレーシア海軍により発見され、乗組員は漁船
に救助された。タグボートは依然不明のままである。
(5) バングアディシュ
【日本籍プロダクトタンカー “Asahio Maru”】（錨泊中、乗込）
発生日時：2011 年 2 月 21 日
発生場所：バングラディシュ チッタゴン錨地
概
要： 2 隻のボートに乗った 5-6 名の賊がタンカーに乗り込んでき
た。警戒中の乗組員が船首楼甲板で賊を発見し、直ちに船長
及び当直士に連絡した。船長は警報を鳴らし、全乗組員を招
集した。この状況を見た賊はタンカーを飛び降り、盗んだ船
の部品を持って逃走した。事件については沿岸警備隊と港湾
当局に通報された。
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レポート５

Current Status of
The Marine Electronic Highway (MEH) Demonstration Project

During the year 2011, two meeting on the Project were held as follows:
1. The Fourth Project Steering Committee Meeting held on 5-7 October 2011.
2. A Workshop on Sea Trial of the MEH Demonstration Project held on 29
November – 1st December 2011.
The World Bank gave the MEH project a 12-month extension to 30 June 2012
following an evaluation of the project in November and December 2010. The project
was originally planned to end in July 2011.
The MEH recognizes the need to initiate an umbrella body to perform the role akin
to that being performed by the Project Steering Committee, which would be
disbanded upon the closure of the Project. There is a suggestion that the MEH
Project could be absorbed into the littoral States TTEG/CM meetings since it is
already within TTEG/CM mechanism to have involvement of the industry. Malaysia
is preparing a proposal paper to circulate among the three littoral states for
consideration and discussion at the 37th TTEG/ 5th CM meeting.
The data feed of tidal and wind information into the MEH system comes from the
following sources:
Indonesia - Tg. Medang, Iyu Kecil and Nongsa stations as well as from the Data
Acquisition Buoy (moored at Philip Channel) is presently being installed.
Malaysia - One Fathom Bank and Pulau Undan Stations has been implemented
from November 2011.
Singapore - Tidal data feed from the Tanjong Pagar Station is currently linked to
MEH Data Centre by File Transfer Protocol. Data from the Raffles and Horsburgh
Light Houses stations would be provided through collaboration between MEH
Project and Project 4 of the Cooperative Mechanism on the Safety of Navigation
and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore*.
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* China contributed US$350,000 and pledged US$200,000 and technical expertise
and India contributed US$1.87 million and technical expertise for Project 4 - Setting
Up of a Tide, Current and Wind Measurement System for the Straits under the
Cooperative Mechanism.
The Republic of Korea also provided an additional grant to enable the Project to
complete works relating to the MEH Data Centre IT system in Batam. This MEH
Data Centre will be handed to Indonesia prior to the closure of the Project.
The Marine Electronic Highway Demonstration Project has been a challenge for
Indonesia to implement due to the laborious administration and coordination
process among the respective government agencies in Indonesia. The coordinating
body is the Ministry of Environment, while the implementing body is the Ministry of
Transportation. Meanwhile, the Hydro-Oceanographic Service of the Indonesian
Navy was involved in the hydrographic surveys under the Project.
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Tidal and wind sensors along the Malacca and Singapore Straits described earlier
would transmit five reporting elements (tidal height, tidal current direction, tidal
current speed, wind speed and sea water temperature) to the MEH Data Centre.
This information will then be made available to transiting international shipping
through a web based information system via the MEH Web Portal, which is
presently being developed.
A shipboard sea trial is proposed to take place from 1st March 2012 for one month’s
duration to assess the technical functionalities and effectiveness of the
communication links in displaying the near real-time information from the respective
tidal and wind sensors.
Most merchant vessels’ internet access at sea is mainly limited to e-mails. Therefore,
a huge drawback exist with transiting merchant vessels to access information from
MEH Web Portal without incurring huge costs arising from using satellite broadband
technology.
The Malaysian stations each have alternate transmission capability by way of AIS
Base Station transmitting the respective tidal and wind data directly to the ship. This
data can then be made available on a simple personal computer plugged into the
IMO-standard pilot socket of the AIS receiver on board. However, such method of
sea trial is not encouraged.
The International Chamber of Shipping has strongly recommended the sea trials to
be at no cost to shipping, with the provision of ships for the sea trials being
considered as payment-in-kind.
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How the MEH Demonstration Project was 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’. It had 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.
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 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.
The basis for a MEH Demonstration Project has changed considerably in the last 10
years, when the project was first introduced to the shipping industry. This was
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.
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レポート６

STRAITREP 2000 – 2011 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 has been 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.

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).
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The Nippon Maritime Center has been compiling yearly statistics of these vessel
movements. A slight decrease in overall traffic reports can be seen for 2011, as
compared to 2010. However, VLCCs and LPG/LNG traffic reports continued to
show an upward trend. This reflects a growing energy demand in the East
Asian region throughout the last year, despite slower 2011 GDP growth
projections by International Monetary Fund1 on the East Asian economies.
Also, a sharp increase was noted on LPG/LNG traffic reports for July 2011, as
a possible reaction to the March 2011 earthquake and subsequent nuclear
plant accident in Japan.
The last decade has also seen passenger ship transits in Malacca Straits from
3301 yearly reports in 2000 to a steady decline of 877 yearly reports in 2011.
This trend may reverse with the future opening of Singapore’s latest
International

Cruise

1 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/text.pdf

(please see Chapter 2, page 85 of the IMF September 2011 report)
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Centre.

OVERALL TRAFFIC REPORTS

1. From year 2000 to 2011, there were a total of 795,667 reports, shown in figure 2,
of which 73,528 vessels reported transit through Malacca Straits in year 2011,
averaging 182 vessel reports per day.
2. The general 4% growth increase in traffic reports from year 2000 years to year
2008 saw a 7% decline in 2009, but showed a 1% decline from 2010 to 2011. See
figure 2.
3. The largest category traffic reports belong to container and general cargo ships,
making up 43% of all reports. This percentage has been consistent since year
2000. See figure 3.
4. Tankers of all types including VLCCs and LNG/LPG together make up next
largest category, covering 34% of the reports. This percentage has been
consistent since year 2000.
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VLCC TRAFFIC REPORTS
1. Since 2000, an average year-on-year growth of 3.95% in VLCC traffic reports
could be seen, with daily average of 10 VLCC transit reports in both directions of
Malacca Straits (Figure 4). The last five years showed consistent year-on-year
increase

(Figure4a).
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BULK CARRIER TRAFFIC REPORTS
1. For the first time a yearly decrease was seen in 2011, compared to the strong
9.5% growth seen until 2010 (Fig 5). This could be due to an export ban by India
affecting iron ore shipments from India to East Asia and also the weakness in the
global bulk market. The 2011 monthly reports are seen in Fig 5a.
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CAR CARRIER TRAFFIC REPORTS
1. The slight reduction to 2545 reports in 2011 as compared to 2010 still reflects
reduced transit reports, as compared with the impressive growth of 8.79% from
year

2000

to

year

2008.
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See

Fig

6

and

6a.

CONTAINERSHIP TRAFFIC REPORTS
1. The 2011 reports indicate 3% increase over 2010, but the 2011 monthly reports
are mostly fewer than 2008. See figure 7 and 7a.
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LNG/LPG TRAFFIC REPORTS
1. The monthly transit reports stayed highest during the last six months of 2011 with
the yearly report showing 3830 for 2011, showing a 2.7% average annual growth
in traffic reports. See fig 8 and 8a.
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