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＜国際物流事情＞

大洋州の海運事情

能勢　道治

大洋州諸国は広大な太平洋に拡散し、狭隘な国土

面積や国際市場からの遠隔性など、島嶼国特有の地

理的経済的課題を抱えており、これらの国々にとっ

て港湾や海上交通手段の確保は、生活維持に欠くこ

とのできない生命線となっている。これらの国々で

は国民の毎日の生活に欠かせない日用品や食品など

も含む多くの物資を外国からの輸入に頼っており、

又、国の経済は、外国からの援助を除けば、農水産

物その他自然資源の輸出によって成り立っているこ

とから、これら輸出入を担う主要貿易港の港湾施設、

および主要貿易港と人々の居住する島々とを結ぶ島

嶼間海上輸送手段の整備は、これらの国々の国家経

済発展の前提条件となっている。

今回 JICA「大洋州海運インフラ整備のための基礎

情報収集調査」の目的で、大洋州諸国の内、ミクロ

ネシア連邦、マーシャル諸島共和国、キリバス共和

国の 3 カ国を訪問し、これらの国の海運の現状を調

査する機会を得たので、ここにその概要を紹介したい。

ミクロネシア

同国には 4 つの州（西から、ヤップ、チューク、

ポンペイ、コスラエの各州）があり、それぞれの州

政府は独立して州を統治しており、連邦政府による

統治は極めて緩やかである。

ミクロネシア連邦の島嶼間海上輸送は、そのすべ

てを連邦政府及び州政府が直接行っており、民間輸

送業者は一部の小舟所有者を除き存在しない。

海上輸送もそれを反映して、船舶の取得及び保有は

連邦政府が行うが、州政府はその地域内で連邦政府

から割り当てられた船舶を運航しており、それらを

横断的に連邦政府運航の船舶がカバーする形となっ

ている。しかしながら現在の状況は、各州に割り当

てられた船舶はその全てが経年劣化および劣悪な品
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質により停船を余儀なくせられており、実質的に国

内で海上輸送に従事しているのは、わずかに連邦政

府運航の“Caroline Voyager”1 隻のみという状態が

続いている。

ミクロネシア国のような島嶼国で、国内海上輸送の

手段が極端に制限されている現状は正常な状態とは言

い難い。このような状態に至った原因は、船舶の保守

整備修理が充分に行われていないことに尽きる。船舶

は充分なメンテナンスを施し、必要部品及び消耗品の

交換を行わない限り将来の運航に支障が出てくるのは

明白であり、船舶保守に関する意識の改革と相応の予

算措置が望まれるところである。ミクロネシア国の場

合幸いなことに、隣接するグアムからの定期船フィー

ダーサービスが比較的に充実しており、日常必需品

の供給についてはこれで対応できているものと見ら

れる。しかしながら、各州 Outer Islands への補給や、

国内の物資・旅客運搬についての問題は未解決のまま

ミクロネシア地図

MV “Caroline Voyager” （1996 年供与）

Ships Name Operator 来歴 現状

Caroline Voyager DOTCI 1996年日本供与（日立造船） 稼働中

Hapilmohol 1 Yap State 2006年中国供与 機関不具合、間欠的運航

Chief Mailo Chuuk State 2004年中国供与 機関損傷、運航停止、中国へ曳航

Micro Glory Phonpei State 1978年日本供与（橋本造船） 老朽化、運航停止、係留中

Micro Spirit Yap State 1978年日本供与 老朽化、運航停止、係留中

Micro Dawn Chuuk State 1978年日本供与 2002年沈没

Micro Trader Chuuk State 1978年日本供与 2002年座礁

国内海上輸送船舶現状

DOTCI: 連邦政府 運輸通信省

であり、連邦政府による対応が必要である。

マーシャル諸島

マーシャル諸島は、首都の存在するマジュロ環礁

を中心に 200 万平方キロの広大な海域に散在する

島々と環礁が、南北に連なる 2 つの諸島群（Ratak 
Chain, Ralik Chain）を構成している。マーシャル

諸島の島嶼間海上輸送は、海運公社が政府・運輸通

信省から独立した形で運航を行っている。海運公社

設立（2006 年）以前は、運輸通信省自らが島嶼間フェ

リーの運航を行い、一時、運航補助金制度を用いた

民間海運振興策、さらには島嶼間フェリー事業の民

間への移管が企てられたが成功せず、結局公社化に

よる公営事業として継続されている。海運公社は、

現在稼動可能な船舶を 4 隻保有している。基本的に

これら 4 隻の船隊で、全国土に亘って海上輸送サー

ビスを提供している。サービスルートは北部・南部・
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西部・東部・中央部の 5 方面に区分され、5 つのルー

トは全て首都の存在するマジュロを基点として運航

されている。各ルートで距離の長短はあるが、それぞ

れ約 20 の寄港地をカバーし、各港年 6回の寄港を達

成するよう計画されているが、隻数不足、運航予算不

足等の理由により完全実施は困難な現状である。この

隻数不足をカバーするため、現在我が国に対して貨客

船２隻の供与を申請中である。

MISC 保有の 4 隻共、充分な保守体制は出来てい

ない。一番新しい“Aemman”は、今のところ特段

の故障もなく無事稼動しているが、一旦故障したり、

修理部品が必要となった場合には対処の方法は無い。

新造後 25 年を経過している“Landrik”は、経年劣

化が進行し、船体各部の磨耗が目立つようになって

いる。船首ウインドラス・ロッカー部分の腐食によ

り湛航性を欠き、修理工事のため不稼動が続いてい

たが、 近戦線に復帰した。他の 2 隻も同様の保守

体制の問題を抱えていると見られる。海運公社とし

ては、安定したサービスを提供するためには、船舶

の保守整備への相応の投資が必要と考えており、必

Ships Name Operator 来歴 現状

Aemman MISC 2004年台湾資金（日本建造） 稼働中（中核）

Landrik MISC 1984年自己資金（日本建造） 経年劣化、故障気味

Ribuuk Ae MISC 1996年自己資金（米国建造） 稼働中（近距離）

Jeljelat Ae MISC 1997年自己資金（自国建造） 稼働中（貨物中心）

マーシャル諸島地図

MV “Aemman”（マジュロ港）

国内海上輸送船舶現状

MISC: マーシャル諸島海運公社

要な支出（定期入渠費用等）を毎年政府に要請して

いるが、不要不急項目として削減され続けている。

目先の運航に追われて必要な保守整備を怠ると将来

に大きな禍根を残すことになると危惧される。海運

公社首脳は、この点について充分に認識しているが、

資金的な面での裏付けなしには手の打ちようが無い

というのが実情である。

キリバス

キリバス国は、ギルバート諸島、フェニックス諸島、

ライン諸島の 3 つの諸島群から成り、国土人口約 10

万人の内、85% が首都タラワを含むギルバート諸島

に居住し、これ以外で人が住む島はクリスマス島を

含む北部ライン諸島と、フェニックス諸島のカント

ン島に限られており、人口分布が極端に偏在してい

る。このような人口分布を反映して、島嶼間海上輸

送は、ギルバート諸島を中心としたサービスマップ

となっている。キリバス国の島嶼間輸送には、国営

の Kiribati Shipping Services Ltd（KSSL）の他、約

15 社の民間海運会社が従事しており、ミクロネシア
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諸国の中では、民間海運業者の進出が比較的に進ん

でいるといえる。しかしながら、民間海運会社の大

多数は小規模な零細企業であり、KSSL と同程度の海

上輸送活動をおこなっている民間企業は数社をかぞ

えるのみである。Kiribati の島嶼間海上輸送の特徴は、

零細な寄港地であり、島の集落の沖合いに停泊して、

ボートをおろして貨物を小分けにして少量ずつ陸上

に運ぶ形態をとる。従って、各寄港地での揚積貨物

の量は少なくても、各地で 低半日は停泊すること

が必要であり、作業が夕刻で終わらなければ翌日に

持ち越しとなる。

KSSL はギルバート諸島内のサービスのみならず、

国土西端のバナバ島（ギルバート諸島）や東端のク

リスマス島（ライン諸島）をもカバーしている。又、

KSSL は、キリバスとフィジーを結ぶ国際航路も運航

しており、途中ナウルとツバルにも寄港している。

KSSL の船腹はいずれも古く、保守整備も行われ

ていない為、船隊の維持に不安がある。“Moanaraoi”
は同社船隊のなかでも、比較的に程度が良く、主と

Ships Name Operator 来歴 現状

Moanaraoi KSSL 2006年中古購入（1986年製） 稼動中（中核）

Nei Matangare KSSL 1991年日本供与（新潟鐵工） 経年劣化、国内航海限定

Nei Momi KSSL 1982年自己資金（日本建造） 稼働中（近距離）

Nei Mataburo KSSL 1983年日本供与（日本建造） 老朽化、運航停止、係留中

キリバス地図

MV “Nei Matangare”（タラワ港）

国内海上輸送船舶現状

KSSL: キリバス国営海運

してキリバスとフィジーを結ぶ国際航路に就航して

いる。“Nei Matangare”は、日本供与の船舶であるが、

船齢 20 年を越え、メンテナンスも充分になされてい

ない為、老朽化が目立っている。特に船体外板の腐

食が進んでいる。本格的に入渠して改修工事を行う

ことが必要であるが、その目処は立っていないのが

現状である。“Nei Momi”は辛うじて近距離を中心

に運航を続けている状態であるが、“Nei Mataburo”
は老朽化が著しく、現在は運航を停止して係留中で

ある。運航者は廃船スクラップの意向を持っている

が、特段の手を打つわけでもなく、そのまま放置さ

れている。ここでは船舶の保守整備改修という基本

が殆どなされておらず、取得した船舶は動かなくな

るまで使うというやり方が一般的にとられている。

保守整備をやりたくても資金面の壁があり、さらに

は具体的保守整備のノウハウに欠けるという悪循環

に陥っているように見受けられる。現在中核となっ

ている“Moanaraoi”も早晩劣化が進んでくるのは目

に見えているので、これを補強するような形での新

規船腹の補充なり保守サービス面での手立てが必要

である。特に現在“Moanaraoi”が就航している航路
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は、フィジーとの間の接続コンテナ輸送を核として

両国間の貿易物流を促進し、併せナウル・ツバルを

もカバーする、Pacifi c Region 諸国の海運面での結び

つきを創造するものであり、将来に亘って育成して

ゆく価値のあるものと考える。

調査を終えて

大洋州 12 カ国の内、今回は所謂ミクロネシア海域

に位置する 3 カ国を訪問したが、いずれの国でも保

有船舶の老朽化が目立ち、適切な整備が行われてい

ないことが、共通項として特記される。これらの国

が経済的に自立し発展してゆく為には、国内海上輸

送網の整備は必須であり、我が国の技術的な援助の

余地も多く残されているとの印象を持った。

後に、本調査実施に当たり、ご理解・ご指導を

頂いた JICA の皆様方に、心より感謝申し上げる。

（のせ　みちはる　調査役）

島嶼間連絡船 乗下船風景
（マーシャル諸島　マジュロ港）




