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＜海外港湾事情＞

エジプト国スエズ運河経営プロジェクト

舘野　美久

はじめに

筆者は、JICA 事業「エジプト国スエズ運河収入拡

大戦略専門家派遣業務プロジェクト」により、2009 年

8月7日から26日までの２5日間、スエズ運河庁（SCA）

のあるイスマイリア市に滞在し、運河庁幹部とズエズ

運河収入拡大の将来対策について意見を交換してき

た。今回の報告はスエズ運河の抱える運河収入拡大と

いう課題に、運河庁幹部及び運河経営組織の要員がど

のように取り組んでいるか、そして今後、中、長期的に

運河庁職員がどのように成長してゆくか、その将来を

展望し、本誌読者のご参考に供するものである。

1. 運河収入拡大戦略の来歴

エジプト国は、2004 年 7月のナジーフ内閣の発足

以来、経済改革を背景とした海外直接投資の急増に

も支えられ、順調な経済成長を遂げてきた。然しなが

ら2008 年 9月のリーマンショックと、それに続く世界

規模の財政不況により同国を取囲む経済環境は突然激

変した。今回の世界規模の影響は大きく、世界の全て

の国が、その影響を回避することが出来ず、例外なく、

その巨大な渦に巻き込まれている。

エジプト国の主要な外貨獲得源の一つであるスエズ

運河も深甚な影響を受けつつあり、通航船減少による

通航料収入の減少は同国にとって大きなダメージとなっ

ている。このため、スエズ運河庁とエジプト政府はス

エズ運河通航料収入の将来について大きな不安を抱え

るに至っている。

過去の経緯を振り返ると、スエズ運河庁はスエズ運

河経営システムをより効率的に改善すること、更に運

河通航料の増加戦略立案を企画し、その実現について

の助力を JICA に要請してきた。JICA はこの要請に応

じて「エジプト国スエズ運河経営改善計画調査」（The 
Study on the Effective Management System of 
the Suez Canal in the Arab Republic of Egypt）
を実施した。当該調査は次の 3主要部から成り立って

いた。

i) 運河通航船予測モデルの設計

ii) タリフ設定モデルの設計

iii) 運河経営システムの評価

2. 運河通航船の現状

最近のスエズ運河通過船の実態を別表に示すので、

スエズ運河通過船数 2008 年実績　　　（単位：隻）

船種 実積船 空　船 合　計

北 / 南行 北行 南行 合計 北行 南行 合計 北行 南行 合計

タンカー 1,762 1,079 2,841 327 627 954 2,089 1,706 3,795

LNG 船 114 96 210 115 104 219 229 200 429

バルク船 1,726 1,938 3,664 354 30 384 2,080 1,968 4,048

コンバイン船 14 26 40 1 0 1 15 26 41

雑貨船（在来） 765 1,070 1,835 176 58 234 941 1,128 2,069

コンテナ船 4,095 3,920 8,015 16 125 141 4,111 4,045 8,156

LASH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ro/Ro 150 165 315 15 20 35 165 185 350

自動車専用船 822 423 1,245 6 246 252 828 669 1,497

客船 44 36 80 3 6 9 47 42 89

軍艦 118 129 247 0 0 0 118 129 247

その他 311 297 608 33 53 86 344 350 694

合計 9,921 9,179 19,100 1,046 1,269 2,315 10,967 10,448 21,415

資料：スエズ運河庁
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ご参照願いたい。

通航船の船種としては、コンテナ船が最大シェアを

占め、タンカー、バルク船、コンバイン船がそれに続

く。コンテナ船、RORO 船、自動車専用船、在来船等、

雑貨貨物船を合計すると、通航船の過半を占める。

スエズ運河通過にはポート・サイード→スエズの南航

と、スエズ→ポート・サイードの北航の 2 種があり、毎

日南航 2、北航 1が実施される。南航はポート・サイー

ド港域で船団が編成され、北航船団はスエズ港域で

編成される。

海運関係者は別として、スエズ運河は南北両端に

別々の地名があるということを知らない人が多い。これ

はパナマ運河も同じである。スエズ運河の場合、地中

海側の港をポート・サイド（Port Said）と云い、1854

年 11 月にスエズ運河建設の許可をフランス人レセップ

スに与えた当時のオスマン・トルコのエジプト太守サイ

ド・パシャの名に因んで名付けられたものでサイードと

発音する。サイード・パシャはカイロの巨大モスクで有

名なモハメド・アリの四男、父親の暗殺後そのあとを次

いで太守となり、当時既に外交官を退官してパリにいた

幼な友達のレセップスに運河建設の許可を与えたと伝

えられている。ついでながらイスマイリアは運河開通時

の太守イスマイリア・パシャの名をとったスエズ運河本

庁所在地で、運河の略中間にある

南北両船団のすれ違いポイントは、グレート・ビター

という名の湖の中にある。ビターで連想されるのは英

国の生ぬるいビールもどきであるが、果たしてこの湖の

スエズ通航船・船首別実績（2008年）

タンカー

LNG船

バルク船

コンバイン船

雑貨船（在来）

コンテナ船

LASH

Ro/Ro

自動車専用船

客船

軍艦

その他

2008 年通航船（実績船、空船、南北航合計、隻数表示）

資料：別表

水があのビターの味がするのか、少なくとも色は違う。

素晴らしく澄んだ青色である。何故この名前が付いた

のか、運河庁の人々にも聞いたが知っているものはな

かった。名前から判断して英国人が付けたものと思わ

れるが、もしかするとフランス語からの翻訳かもしれな

い。1869 年の完成から132 年、1956 年のナセル大

統領による運河国有化宣言から数えても 45 年、「英仏

時代も遠くなりにけり」である。

スエズ運河にはこの他に三つの湖がある。先ずグレー

ト・ビター湖のスエズからみて手前にリトル・ビター湖

があり、幾つかの浅瀬があるところである。次ぎはイス

マイリアにあるティムサー湖で「鰐の湖」という意味だ

そうだ。昔、鰐がいたのだろう。我々の滞在したホテ

ルはこの湖に面している。この湖は運河に直結してお

り、運河通行船団のバッファー・エリアとしてよく使わ

れている。最後はポート・サイドの背後に広がるメンザ

ラ湖である。ここら一帯はナイル河の氾濫期には、あ

たり一面水浸しとなり、低地と湖の境がなくなって、ま

るで海のようだと云う。

3. 今回調査の必要性

今回調査は、この前回調査から 8 年が経過し、この

間、運河自体も必要な改善工事は都度実施されてきた。

他方、運河を取巻く海事環境、経済環境はその間大き

な変化をみせるに至った。即ち船舶の巨大化、原油の

著しい高騰、各地における原油パイプライン敷設の急

速な発達 / 普及、有力な競争相手であるパナマ運河拡

幅計画の決定、そして北極海航路探査の急速な展開

等々である。これらの大きな変化は全て、前回調査の

時点ではとうてい予測不可能なものであった。

このような変化に加えて、スエズ運河の出入口を扼

するアデン湾、その近傍のソマリア海における海賊の

跋扈跳梁は、これまた運河に少なからぬマイナスの影

響を及ぼしている。このような大きな環境の変化に対し

て何らかの対策が必要なことは自明である。

つまり、一言で要約すれば、運河収入拡大戦略のリ

ハビリが必要になってきたということである。このよう

な課題を克服するための今回調査であるので、当チー

ムは運河庁幹部との綿密な協力のもとに次の諸点につ

きシステム・レヴュー（システム点検）を実施すること

とした：
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基本方針

i) 改善を要する部分を摘出するために現行システ

ムをレヴューする。

ii) 新システムのアウトプットを定義する。

iii) 定義された新システムのアウトプットに必要な

インプットを定義する。

この大枠方針に沿って、現行システムの日常動静を

解析し、必要な修正点の把握、摘出を実施した。

i)  現行経営水準の把握

ii) 現行通航船予測及び通航料タリフ設定手法の確

認

iii) 世界経済環境の変化に関する解説講義を実施、

要すれば必要な対応策を提案する。

4. 運河庁との対話

先ず OCDI 側よりは、前回 2001年プロジェクト時

に提案されたシステムを、この際点検することの重要性

を強調し、その手法として、既に運河庁宛送付済みの

質問書に従い正確な現状分析を行いたいと要請した。

又、運河庁と OCDI 間の共同作業は現システムを正確

に把握し、修正部分を見出して、現下の世界経済の変

化に対応すべく改善するためのものであるとし、双方は

この方針を了解した。

この対話の中で注目された発言の要旨を記録すると：

i) 運河庁筆頭ディレクターエルサデク博士：

OCDI、日本大使館、及び JICA の各位に対し

心から歓迎する旨を表明。JICA、OCDI、日本

政府の尽力に深謝した。同時に、ソマリランド沿

岸 / アデン湾における海賊行為による運河経営に

対する被害は恐れていたよりは軽微であるとの発

言があった。博士は今回作業の目的及び作業手法

につき同意し、全面的な支援を約束した。

ii) 日本大使館（久田一等書記官）：

大使館は今回プロジェクトが成功し、日・エ両国

の良好な関係が更に増進されることを期待すると

表明。又、現駐エジプト大使は今回プロジェクトの

成功により、これまでの長い両国友好関係が更に

強固なものになることを強く期待しているとの大使

意向を伝達した。

5. 具体的作業

日常業務遂行現状の掌握のため、業務グループ（エ

コノミック・ユニットと呼称）全員が集合し、調査チー

ムに現状を説明し、質疑が行われた。

業務グループは第 1から第 4 の 4グループに別れ、

夫々のグループはリーダー以下約３～4名の要員により

構成される。要員の学歴はカイロ大学の大学院卒が中

心で、研究水準は高い。

グループ幹部の説明によると、各グループは世代交

代の時期に当たっており、第一世代は 55 歳から 58 歳

なので、定年退職は間近である。このような環境下

でも計画研究調査部（The Planning, Research & 
Studies Dept：以下 Economic Unit と称す）は組織

を維持、持続させる任務があり、従って、次世代育成

は喫緊の課題である。今回の調査はこの世代交代に大

きく貢献するものであると考えるとのことであった。日

エ両国の友好の絆は 30 年を超える長期にわたって維

持されてきたが、この両国の相互信頼が、この機会に

更に新しいものになることであろうとの発言もあった。

因みに、先方のいう世代構成は次のようになってい

る。

第一世代：　55 歳以上

第二世代：　45 歳～ 54 歳

第三世代：　35 歳～ 44 歳

第四世代：　25 歳～ 34 歳

上記の会合に引き続いて、各グループ毎の現状調査、

意見交換が行われた。この会合で明らかにされた運河

庁の業務概況のうち主要な 3点を示すと次の通りであ

る。

1） 最近のマーケティング活動概況

運河庁は前回2001年プロジェクトチームの提案を受

け、この提案主旨に沿った活動を強化してきた。例え

ば、北米東岸 6 港（東カナダのハリファックス港を含む）

と友好関係を樹立し維持している。このような対外活

動は総裁の理解と強い支持の下に促進されている。営

業活動は中国諸港に向けても強化されており、その成

果としてスエズ運河を通過する中国貨物は増加してい

る。
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2) 運河通航料金タリフの年次検討の標準スケジュー

ル説明（SCA）

毎年 9月 ……… Economic Unit はタリフ修正の必

要性の有無について見当を開始す

る。

9月から10月 …タリフ委員会開催（委員会メンバー

には退職した経験者も含まれる）

11 月 /12 月 ……タリフ委員会の結論が SCA 役員会

に提出され承認を受ける。役員会

の結論は SCA 総裁の同意を得て

最終決定となる。

新年 1月 ………最終結論は新聞記者会見で公表さ

れ、一般に公開される。

３） 通航タンカーの減少対策

検討時間の大部分はタンカー船主によるスエズ運河

料金割引要請が激減していること（即ち通航タンカー

の激減）の原因分析に費やされた。通航タンカーを引

き戻す手段は運河通航料割引だけではないことは明白

で、何か更なる戦略対策が必要である。参考までに割

引交渉がどのようにして実施されているのかを示すため

に船主による割引要請書のフォームの説明を受けた。

4) 運河交通管理システム

運河通航は船団システムにより行われ、船団内の

二隻間の距離、巡航速度は VTMS（Vessel Traffic 
Management System）により完全に管理される。船

団は毎日編成され、2 船団は南航、1 船団が北航と決

められている。各船団は構成船舶の到着時間により編

成時間が異なるので、編成時間に応じて運河通航時間、

船団内船間距離、緊急停止距離等が決定される。

尚、エコノミック・ユニット全員に対して、調査員両

名は講義を実施した。

講義者：東　俊夫）

講義題目：「スエズ運河と世界海運環境」

講義者：舘野　美久）

講義題目：「コンテナ輸送における世界的変化とス

エズ運河への影響」

6. 現状概況

以上、Economic Unit メンバーとの、種々の討論、

調査、質疑、各個人との意見交換に基き現経営システ

ム、運航管理システムの現状が把握できた。人体でい

えば、どこが健康で、どこがそうでないかの概況を把

握することができたことになる。最後に、そのカルテの

主要点を整理しておこう：

1) 管理運営

i) タリフシステム

前回調査により提案された幾つかの案は既に実用

化されているが、他の提案は種々の理由により実行

されていない。Economic Unit メンバーは前回提

案の理論、技術を日常業務遂行の過程で極力活用す

ることに努めている。然し理解の程度は個 人々により

異なっている。総じて上位職になるにつれて理解度

が高い。Economic Unit メンバーの理解を維持し、

増進するために、日本 / 運河庁間の更なる技術協力

が必要である。

ii) 運河通航料

現行通航料率は概ね適正と判定出来る。評価出来

るのは通航船舶の船型、サイズによりクラス分けさ

れたカテゴリー別の値上げ率が 2005 年以降導入さ

れていることである。

iii) リベート

現行通航料率は概ね適正と判定出来る。スエズ運

河を巡る経済環境が急激に変化していることを考慮

すると、この変化に対応して、現行のリベートシステ

ムを再検討する必要があると判断される。このリベー

トシステム再検討のためには新規の作業が必要にな

る。

iv) マーケティング・システム

マーケティングを専門に担当する組織は出来てい

ないが、Economic Unit にるマーケティング活動は

強化されてきており、この点は評価できる。市場開

発努力を更に強化するため、今後も日本 / 運河庁間

の技術協力が必要である。

2) 前回調査により提案された需要予測モデル

i) 予測モデル

a. 前回調査により導入されたモデルは長期予測と

しては有効である。然しながら、最近の世界

情勢の変化、例えば世界財政不況、原油の極

端な高騰、の如きは予測の限界を超えている。
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b. 現在必要とされているモデル、理論、技術は

中期乃至短期予測に対応できるものである。

c. このような各種モデルを組立てるためには、運

河庁 / 日本の更なる技術協力が必要である。

ii) 基礎理論

a. 運河庁は実際に毎年運河通過料を検討し、決

定するに際して、前回調査により提案された理

論の幾つかを活用し、その分析を決定の基礎

としている。

b. 本 項 の 重 要 性 に 鑑 み、 今 後、 日本 側 /
Economic Unit メンバー間の相互理解を増進

するため更なる技術協力が必要である。

6. おわりに

前回 2001 年調査により提案された予測モデルは

SCA Economic Unit の日常活動ルーティンに導入さ

れ、積極的に使用されている。然しながら、モデル利

用者の共通したコメントは、提案されたモデルはあまり

に長期予測向きであり、且つ高度で複雑であるというこ

とである。職場で要望されているモデルは実際の業務

に適用できる短期予測モデルであることが明白になっ

た。 このようなモデルを創出するためには今後 SCA/
JICA による共同調査、検討が必要である。

世代交代の時期が迫りつつあるので、これに対応し

た SCA 内部の人材育成プランが緊急に必要である。

世界における海事教育は大きく変化しており、この

変化に合わせた人材教育が運河庁にとっても重要な課

題である。特に、運河庁 Economic Unit メンバー若

年層による海事修士（Maritime MBA）の資格取得は、

世代交代をスムースに行うために有効であるので、日本

を含む諸国へ人材を派遣することは検討に値する。

尚、最後に、本調査実施に当たり、ご理解・ご指導

を頂いた JICA のご担当の方々に心より感謝申し上げ

る。

（たての　よしひさ　調査役）




