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＜海外港湾事情＞

ケニアの港湾事情

江口　肇

■はじめに

2009 年 2 月 8日から17日にかけて、社団法人海外

運輸協力協会の平成 20 年度プロジェクト調査事業「ケ

ニア共和国民営化された港湾ターミナルの効率的管理

運営のための技術支援導入計画」に参加して、首都ナ

イロビとモンバサ港を訪問する機会を得た。この目的

は、現在円借款で建設中の新コンテナターミナルと既

存のターミナルを含めてターミナルを効率的に管理運

営するために、民間のターミナルオペレーターを導入す

ることも検討されている中、港湾管理をする側も十分

な知識を持つ必要があり、そのためには専門家の指導

やコンサルタント調達による技術協力が必要であること

を説明し、本邦援助機関に技術支援を要請するよう助

言を行うことである。

モンバサ港滞在は僅か 3日間であったが、主として

その際に得られた情報をもとにケニアの港湾について

紹介する。特に断りがない場合は、資料の出典は「KPA 
Annual Review and Bulletin of Statistics, 2007」
である。

■ケニア国の概況

地勢

ケニアは赤道直下、アフリカ大陸の東端に位置し、

東にソマリア、南東はインド洋に面し、南はタンザニア、

西はウガンダ、北西はスーダン、北はエチオピアに接

している。面積は約 58 万㎢で、日本の1.5 倍である。

国土は南西部の標高 900メートル以上の高地と海岸付

近の東部や北部の低地に大きく分けられ、地勢は 0 か

ら２千ｍは小潅木のサバンナ地帯である。総面積の大

半を占める北部辺境地帯は、ほとんど降雨のない砂漠

地帯であり、農業地帯は、標高 1,000 から 2,000 ｍ

の南部高原地帯に集中している。

気候

ケニアの気候は高原地帯、海岸地帯、湖岸地帯、砂

漠地帯で異なる。高原地帯は年間を通じて涼しく（平

均気温は摂氏 18 度）、空気は乾燥しており、快適な気

候である。海岸地帯は 7月・8月の乾季に涼しくなる

程度で、年間を通じて高温多湿である。湖岸地帯は海

岸地帯と同様に高温（平均気温は摂氏 27度）で、海

岸地帯よりも雨量は多いが湿度は多少低い。砂漠地帯

は高温で雨量は極端に少ない。赤道直下のため、四季

はないが大別して雨季と乾季に分けられる。3月後半

から 5月後半にかけての大雨期、10月から11 月の小

雨期がある。

人口・言語・宗教

人口は 3,510 万人（2006 年・世界銀行統計）。首都

ナイロビに 220万人が住む。民族はキクユ族が 22%、

ルヒア族が 14%、ルオ族が 13%、カレンジ族が

12%、他にマサイ族、サンブル族、トゥルカナ族、ソ

マリ族などである。

言語は、スワヒリ語が国語で、英語が公用語である。

100 万人以上の話者が存在する言語は、スワヒリ語、

英語のほか、42 の言語が用いられている。

宗教は、プロテスタントが 38%、ローマカトリックが

28%、イスラム教が 6%、伝統宗教が 22%、その他

図1　ケニア国の位置
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が 6% となっている。

歴史・政治・行政

この国の海岸地帯は、紀元前からアラビア人、イン

ド人などの往来があって早くから知られていたが、内陸

地帯は 19 世紀半ばまで全く知られていなかった。19

世紀後半になって西欧の探検家が次々に入り込み、中

でもイギリス人が多数入植してイギリス風の都市ナイロ

ビを建設、ここを拠点として「ホワイト・ハイランド」

と呼ばれる高原地帯を開発した。1895年にはモンバサ

とカンパラ（ウガンダの首都）間のウガンダ鉄道建設に

着工した。このとき、35,000人ものインド人を大量移

住させたが、これがケニアにおいてインド人が大きな存

在となる原因となった。第二次大戦後、アフリカ大陸

にも民族意識が次第に高まり、1963 年 12 月、イギリ

スから独立した。

政治体制・内政

ケニアの政治体制は共和制である。元首はムワイ・

キバキ（Mwai Kibaki）大統領（2007 年 12 月30日

二期目就任）、議会は一院制（222 議席、任期 5 年）、

与党は国家統一党（PNU）系政党及びオレンジ民主運

動（ODM）系政党の連立与党である。

2007 年 12 月27日に実施された大統領選挙は、事

実上、キバキ大統領（PNU）とオディンガ ODM 党首

の一騎打ちとなったが、キバキ大統領の再選が発表さ

れた後、野党は集計プロセスにおいて不正があったと

して集計やり直しを主張し、これが発端となって国内

各地で暴動が発生、1ヶ月間で死者 1,000人以上、国

内避難民約 30万人が発生する事態となった。

2008 年 1 月末よりアフリカ連合（AU）の委任を受

けてコフィ・アナン前国連事務総長率いるアフリカ著名

人パネル代表団が与野党間対話の仲介に入り、2 月末、

連立政権を設置することに合意した。4 月、この合意

を受け、オディンガ党首を新設した首相ポストに迎えて

連立内閣が発足、新政権の下で憲法改正の他、土地

配分の問題、選挙管理委員会の改革等各種課題に取

り組んでおり、現在、政情は安定している。

外交

非同盟外交を標榜しているが、英国を始めとする欧

米諸国との関係は深い。東アフリカにおける重要な安

定勢力であり、周辺国より多数の難民を受け入れてき

ているほか、近年、エチオピア・エリトリア紛争、ソマ

リア、スーダンの内戦等域内の和平調停等に積極的に

関与し、ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブ

ルンジで構成する東アフリカ共同体（EAC）を通じた

域内協力を推進している。

経済の概況

国民総所得（GNI）は 191億ドル、一人当たりGNI
は 540ドル、経済成長率は 6.1%（以上 2006 年：世

界銀行）、物価上昇率は 4.3%（2005 年：世界銀行）、

また失業率は不明である。

比較的工業化が進んでいるものの、コーヒー、茶、

園芸作物などの農産物生産を中心とする農業国であ

る。農業が GDP の約 25%、労働人口の約 60% を占

める。

日本の港湾関係の経済協力

港湾関係の対ケニア ODA 供与実績としては、有償

資金協力でモンバサ港開発計画を平成 19 年度 E/N 署

名、供与限度額 267.11億円で日本タイドとなっている。

■ケニアの港湾と管理の現状

ケニアにはインド洋に面して主要都市に立地するモ

ンバサ（Mombasa）港、キリフィ（Kilifi）港、マリ

ンディ（Malindi）港、ラム（Lamu）港の 4 港の他、

地方の町に立地するクインガ（Kiunga）港、ムトワパ

（Mtwapa）港、フンジ（Funzi）港、シモニ（Shimoni）港、

バンガ（Vanga）港がある。しかし、ケニア第 2の都

市に位置するモンバサ港以外の港湾は、小型船のため

の桟橋がある程度で本格的港と言えるものはない。し

たがって、ケニア国内の殆どの港湾貨物と、外貿貨物

は全てモンバサ港で取り扱われている。また、隣接内

陸国の（ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ等）の輸出入貨

物を取り扱っており、東アフリカの中部地域全体の貿

易活動を支える重要な拠点となっている。

モンバサ港については後で詳述するが、他の主要港

湾の概要については JTCA の既存の調査「ケニア国及

びタンザニア国港湾開発・管理運営計画案件形成事業

調査報告書（平成１７年３月）」によれば、以下の通り

である。

⑴ キリフィ港
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モンバサの北東約 50 ㎞に位置し、小さな入り江（キ

リフィ湾）にある船着き場があるのみ。この入り江に橋

梁（日本の無償援助）が架かるまでは、対岸との渡し

船の基地としても利用されていた。

⑵ マリンディ港

モンバサの北東約 110 ㎞の海岸に位置する港であ

る。海岸線は砂浜で港の周辺は、美しい砂浜を利用し

た海岸リゾートとなっており、海外からの観光客の訪問

も多い。

港湾は砂浜の海岸線から沖合に伸びる200 ｍほど

の桟橋が１基あるのみで、定期船の利用は行われてい

ない。桟橋自体も本船の直接の接岸を想定した構造で

はなく、荷役は艀荷役を基本としている。また、桟橋

基部には魚処理小屋があり、この港の利用も大部分が

漁船の利用と考えられる。このため、ケニアの港湾利

用統計にも貨物量の記載はない。

⑶ ラム港

ケニア北部ソマリアとの国境にある港である。モンバ

サ港に継ぐ第二の港であるが、港湾統計上の貨物は記

載されていない。

延長 16 ｍ、23 ｍ及び 150 ｍの 3基の桟橋があるが、

荷役は艀により行われる。周辺は風光明媚な海岸リゾー

トとなっており、観光船の利用もなされている。

ケニアの海岸にある港湾は全て、運輸省の監督下に

あるケニア港湾公社（Kenya Port Authority；KPA）

が港湾の維持、運営、管理、改善など港湾の管理運

営に関わる全ての業務を行っている。

ケニア港湾公社は、1978 年に制定された法律（The 
Kenya Ports Authority Act）に基づいて設立された

法人であり、関係大臣により任命された理事からなる理

事会が設置されており、会長（Chaiman）が代表して

いる。理事のメンバーの一人が KPAの総裁（Managing 
Director）となっている。

■モンバサ港の現状と課題

モンバサ港の概況

モンバサ港はインド洋に面した入江の中にある天然

の良港である。入江の入り口にはモンバサ島が位置し、

入江に入る水路は島の南北の両側に分かれている。

モンバサ市の中心部はこの島の中に広がっている。

現在の埠頭は南側の水路（Kilindini Harbour）を通っ

た Port Reitz 側に整備されている。入江の奥に位置

するため外洋の波は完全に遮蔽されているが、埠頭に

至るまでの航路は幅 300m、最大水深 13.7m で、約

10㎞程度の延長があり、進入部が狭隘な上、途中に2ヶ

所の屈曲部があり、本船の操船には注意が必要である。

航路の維持浚渫は 5 年ごとに行われている。

埠頭の背後は小高い丘が500m 程度まで迫っている

ため、岸壁は背後への埠頭用地の拡張は物理的に困

難であり、地形条件から見れば将来的に港湾の拡張余

地に制約があると考えられる。

モンバサ港は平均水深 10 ｍで 16 バース 3,044 ｍの

公共岸壁の他、石油・セメント用の桟橋が 5 基ある。

公共岸壁のうち、5 バース796 ｍはコンテナターミナル

となっている。

バース№ 16 ～18 の 3 バースはコンテナの専用ター

ミナルで、ヤード面積 30 ㏊、ガントリークレーン（40t）
4 基、その他 CFS（コンテナフレイトステーション）を

 

写真の方向

図 2　モンバサ港の概要
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備えている。№ 14~16 はもともと雑貨埠頭であったが、

コンテナの取扱量の増加とともにシップギアによるコン

テナターミナルとして利用されるようになり、№ 14~15
の 2 バースはコンテナ専用として、№ 13 はコンテナ

と一般雑貨の併用として利用されている。年間 25 万

TEU の取扱能力を持っている。

モンバサ港の港勢

取扱貨物量の全体は、1999 年から 2003 年までの

5 年間で 46% の増加で、2003 年から2007 年までの

5 年間で 34%（年平均 8%）と引き続き大幅な増加傾

向にある。

輸出入の別で見ると、2007年で輸入が 1,300 万トン

（シェア 81.8%）、輸出が 250 万トン（シェア 15.5%）

と圧倒的に輸入超過となっており、この傾向はますま

す強まっている。このような偏った輸出入の比率は、

ケニア国内の産業開発の遅れが反映されていると考え

られる。

貨物量の荷姿別に見ると、2007 年で全取扱貨物量

約 1,600 万トンのうち、液体バルク35.3%、乾燥バル

ク18.3%、一般雑貨8.0%、コンテナ貨物38.3%となっ

ており、コンテナ貨物の伸びは 2003 年から 2007 年

で年平均 12% と伸びており、全貨物の伸び率が年平

均 8% であることと比較し、またコンテナ貨物量のシェ

アが 2003 年の 33.4% から 2007 年までの 38.3% に

図 3　モンバサ港取扱貨物量の推移

図 6　輸入貨物の上位１０品目 （2007 年）

1. 大水深バース

1) バース数 16バース

2) バース全長 3,044.0m

3) 喫水 10.0m

2. 油槽桟橋（タンカーバース）

1) バース数 2 バース

2) 喫水

a) Shimanzi Oil Terminal 9.8m

b) Kipevu Oil Terminal 13.4m

3. コンテナバース

（上記大水深バース
に含まれている）

1) バース数 5バース

2) 全長 964m

4. バルクセメントバース

1) バース数 ２バース

2) 全長 315.0m

3) サイロ数 ３基

4) サイロ１基当たり容量 6,000トン

5. Dhow Jetties（旧港）

1) バース数 ２バース

表 -1　モンバサ港係留施設

 

図 4　似姿別取扱貨物量

図 5　輸出貨物の上位１０品目 （2007 年）
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約 5% 増加していることを見ると、コンテナ化は着実

に進んでいることがわかる。

品目別に取扱貨物量を見ると、輸入貨物では、圧倒

的に多いのが 36% を占める石油類で、セメント材料と

なるクリンカーや小麦、米等の食料関係の他、農業生

産用の肥料などの乾燥バルクが多い。残りは工業原料、

食料品、生活消費財などあらゆる一般雑貨が輸入全体

の 38% を占めており、ケニアの産業、生活が輸入物資

に頼っていることが明白に現れている。一方、輸出貨

物では、茶、コーヒー等のケニアの代表的な農産品が

中心であるが、その量は、ケニアの農業状況を反映して、

5 年間は微増傾向にとどまっている。

モンバサ港のコンテナ取扱量は、2007 年で合計

585 千 TEU の取扱量となっている。増加率を見ると、

5 年間で年平均伸び率は 12％と高い伸び率になって

いる。輸入 282 千 TEU、輸出 268 千 TEU で、トラ

ンシップメントは 36 千 TEUとその量は減少傾向にあ

り、フィーダー港としての機能は大きくない。また、空

コンの割合が 30％で、特に輸出で空コンが多くなって

いるのは、ここにもケニアでの産業構造の問題が反映

されていると考えられる。

また、モンバサ港は、ケニアに隣接する内陸国等の

貨物の輸出入拠点となっている。モンバサ港を経由す

るトランジット貨物は、2007年は約 442 万トンで全取

扱貨物の約 28% に当たり、なお増加傾向にある。輸

出入の内訳で見ると、輸出貨物が横這いであるのに対

し、輸入では急速に増加している。アフリカ諸国の産

業発展の低迷等、現在の経済状況を表しているものと

考えられる。トランジット貨物のうち最大は、内陸国ウ

ガンダであり、77％（2007年）を占めている。

コンテナターミナルの現状と問題点

KPA の目標はモンバサ港を 2010 年までに評判と業

績において世界の港湾の 20 以内に入ることとしている

が、モンバサ港が抱える課題としては、次の点が挙げ

られる。

第一に、コンテナターミナルの処理能力が限界に来

ていることである。

前述したとおり2007年のモンバサ港のコンテナ貨物

は、585 千 TEU に達しており、かつ、今後も増加が

予想されている。既存コンテナターミナルでの処理は

比較的円滑に行われているようであるが、貨物量の取

扱の増加に対応するために、コンテナ専用ターミナル

（岸壁延長 600m、水深 10.36m、ヤード 14 ㏊、計画

年間取扱量 250 千 TEU）で、ガントリークレーンも

新機種（中国製）4 機に更新し、また、ヤード面積の

不足を補うためにコンテナターミナルとして利用してい

る在来バースの上屋の撤去などによりヤード面積の確

保に当たっているが、ターミナル内の処理能力は限界

に達しているといえる。このために、円借款で新コン

テナターミナルを建設することとしており、現在詳細設

計に入っている。新コンテナターミナルは 48.4 ㏊、詳

細設計に15ヶ月、契約と建設に6年間を要する。新ター

ミナルは、水深 15mで 50,000DWT の船舶が入港で

き、ヤード面積は 48.4 ㏊で、現在 3 ～ 4日を要する

船舶の回転は 1日に短縮でき、完成すれば 1,200TEU
の能力になる。

また、これ以外に KPA は№ 19バースの整備、オー

バーパナマックスの船舶が入港できるように航路の

浚渫やターニング泊地の拡大などを計画している。

図 7　コンテナ貨物取扱量の推移

図 8　近隣内陸国のトラジット貨物の市場
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さらに、ケニアのモンバサ港に次ぐ第二の商港の開発

の検討を、北部のラム港（Lamu Port）に焦点を当て

始めている。これは、モンバサ港は自然条件の制約か

ら2,000TEUs のコンテナ船の入港が限界であるため、

将来フィーダー港に成り下がる可能性があることを懸念

して、大型船が入港するのに十分な水深が確保できる

港ということで注目をされている。

第二に、管理 ･運営の改善による効率性の向上であ

る。

KPA は 2005 年にマスタープランと戦略プランを策

定したが、その目標は、モンバサ港を 2010 年までに

E － Port 及び Landlord Port とすることである。す

なわち、IT 化と民営化の推進である。

IT 化については、2008 年 7月に韓国製のシステム

KWATOS（the Kikindini Waterf ront Terminal 
Operating System）を導入したが、まだ十分な時間

が経過していないこともあり、また、施設の整備、ター

ミナルの運営方法が確立されていない段階での導入と

いうことで、期待通りの機能を果たしていないようで、

暫く混乱が続くことが予想される。設備の充実だけで

なく、人材育成にも重点を置く必要がありそうである。

民営化については、現在、民間がコンテナの保管、

CFS までの車両機器の取扱、穀物、セメント、ソーダ

灰、石油などのバルク貨物の取扱についてのサービス

には参入している。今後、新コンテナターミナルの管

理運営は民間会社に委託する方向が既定の方針となっ

ている。ターミナル運営会社は財務省（Ministry of 
Finance）が行う入札により決定されることになってい

るようであるが、MOT 及び KPA が具体的にかかわり、

契約の準備、契約条件の整理やターミナル会社を適切

に監督ができるような人材の育成など港湾管理者として

の主体性が保てるように、新コンテナターミナルの建設

スケジュールに合わせて対応をすることが重要である。

第三に、後背地への交通施設の増強である。

コンテナ輸送手段として、現在のところ道路 92%、

鉄道 8% となっているが、主要なトラック輸送は、国

内の道路網は比較的整備が進んでいるが、ターミナル

の出入り口ゲート、周辺道路付近のコンテナ車両の滞

留が著しくスムースな輸送が出来ていない。

内陸コンテナ集積地やウガンダ等への内陸国へのト

ランジット輸送については、鉄道が敷設されているが、

施設が十分でないために輸送時間がかかりすぎて鉄道

利用の比率を高めるには、鉄道設備の投資が必要であ

る。

■おわりに

初めての、しかも短期間のケニア訪問であったが、

イギリスの統治下から独立した国だけに、誇り高い国

民性を感じた。東アフリカの中心となって引っ張ってい

く力があるように思える。

モンバサ港は、ケニア唯一の国際貿易港であるが、

輸出貨物の割合が極端に少なく、消費物資を中心とし

た輸入貨物が多く、国内の背後圏では貿易産業の育成

が遅れていることが港湾の発展に影響するのではと懸

念される。しかし、その中で重要な役割は周辺内陸国

に対するゲートウエイ機能であるが、タンザニア、モン

ザンピーク、南アフリカなどの東アフリカ各国の港湾は、

いずれもサブサハラの内陸国の港湾としての発展を望ん

でおり競合することになる。アフリカ全体を眺めた港湾

のあり方と言う広い視野から、それぞれの港の役割を

整理したうえで、将来の各国の港湾整備のマスタープ

ランを考えることは、援助国側として常に念頭に置く必

要があると思える。

ナイロビからモンバサへの飛行機の中から見た、赤

道直下のアフリカ最高峰のキリマンジャロの氷河は、後

20 年前後で消える運命にあるとの説を思い浮かべ、温

暖化がアフリカをも襲うさらなる脅威となる可能性を考

えさせられた旅であった。

（えぐち　はじめ　㈱ Ides 社長）




