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＜海外事情調査＞

ブラジル国イタキ港の港湾事情

一之瀬　政男

１. はじめに

平成 23 年 2 月から 8 月にかけて ｢ 国際協力機構

（JICA）｣ が実施した ｢ ブラジル国イタキ港拡張計画

準備調査（その 2）｣ に港湾荷役および荷役機械の

導入調査の担当として参加し、同年 4 月から 7 月に

かけて 2度にわたって約 2ヶ月間ブラジル国マラニオ

ン州の州都サンルイス市およびそこに位置するイタキ

港に滞在した。この期間、イタキ港の現状を観察し、

幾つか興味のある特徴を見出すことが出来た。本稿

においては、この港に滞在中に見たイタキ港の現況

を述べる。

２. イタキ港の概要

イタキ港はブラジル北東部マラニオン州に位置し

ペセン港、スワペ港と同様ブラジル北東部の主要な

深水海港である。また、鉄鉱石を中心とした天然資

源の産地、大豆を中心とした農業地帯等、背後の経

済圏とはカラジャス鉄道および北東鉄道（CFN）と

接続し、主要幹線道路とも良好な接続を確保してい

る。また、海上輸送についても、欧州、北米地域お

よびパナマ運河に近い地理的優位性を有している。

このような、港湾立地上の優位性に着目して、イタ

キ港周辺には近年天然資源、農産物関連産業が進出

し、中には専用ターミナルを運営している企業もある。

現在、マラニョン州港湾管理会社（EMAP）は、

イタキ港の既存の港湾取り扱い能力の向上、管理運

営能力の効率化を図るため、所要の施設の整備のマ

スタープランつくりを急いでおり、また個別のター

ミナル拡張計画も民間資本を取り込みながら進めよ

うとしている。

イタキ港は、現在 6 バース（B101-B106）を有し、

主として、石油製品、銑鉄、銅精鉱、アルミニウム、

マンガン、化学肥料、穀物等のバルク貨物、鉄道レー

ル、鉱山用機械、建設用資機材等の輸入プロジェク

ト貨物、更に背後圏から産出される大豆を中心とした

輸出用穀物を取扱っている。その年間取扱貨物量は

1,239 万トン（2010 年）である。

出典：google earth
図1　イタキ港およびVALE社鉄鉱石積出港(Ponta de Madera)の全景
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イタキ港の北方に隣接するPonta de Madera
港は、世界 大の生産量を誇る Vale 社の中心

的な大水深の鉄鉱石積出港であり、3 バース（総

長 1,180 ｍ、 大水深 23 ｍ）の港湾施設を

擁し、Vale 社の総生産量の約 30％、8,700 万

トン / 年（2010 年）の鉄鉱石、マンガン精鉱、

ペレットを積み出している。その取扱量はイタ

キ港の約 7 倍である。

更に Ponta de Madera 港は、Vale 社自身が保

有し既に就航している世界 大級のバルク船、

Valemax （DWT：40 万 ト ン、LOA：362 ｍ、

Draft：23 ｍ）、に対応した水深 25 ｍの鉄鉱石

積出埠頭 2バースの建設を計画している。

イタキ港 6 バース（総長 1,671 ｍ）のうち

B101-B103 の 3バースはドライバルクおよび一

般貨物用の埠頭として使用されており、B104、
B106は石油製品専用埠頭として使用されている。

B105 は Vale 社に長期貸与されており、ここ

には Vale 社の投資により 2基の大型シップロー

ダーが設置されており、機械化された高能率な

荷役体制が実現されている。B106 は石油製品

埠頭として民間石油会社に長期貸与されてお

り、B105 と同様、借り受者により整備された

近代的な液体バルク荷役施設が稼動している。

B105、B106 は何れもベルトコンベヤー若しく

はパイプラインによって後方の貯蔵施設に接続

されている。

3. イタキ港の貨物と特徴

港湾荷役という側面から見たイタキ港の特徴

は、その取扱貨物に顕著に現れている（表 3

参照）。

⑴石油製品の中継基地

イタキ港の取扱貨物の 55％はガソリン、軽重

油、LPG 等の石油製品であり、その多くは海外

からの輸入品（65％）であり、それ以外にブラ

ジル国内の製油所で精製された製品（35％）の

移入品である。陸揚げされた石油製品はイタキ

港の背後に設置された貯蔵タンク群に貯蔵され

た後多くは（65％）鉄道およびタンクローリー

図 2　イタキ港の鳥瞰図
出典：EMAP ホームページ

表 1　イタキ港の港湾施設

Berth No. 水深 (m) 延長 (m) 備考

No. 108 (19) (300) 計画中 ( 石油製品埠頭）

No. 106 19 480 石油製品埠頭 （Petrobras 社 )

No. 105 18 280 鉱石積出埠頭 (VALE 社）

No. 104 15 200 石油製品埠頭

No. 103 15 237 ドライバルク ・ 一般雑貨埠頭

No. 102 15.0<12.0> 237 ドライバルク ・ 一般雑貨埠頭

No. 101 15.0<12.0> 237 ドライバルク ・ 一般雑貨埠頭

No. 100 (15) (320) 建設中 ( ドライバルク埠頭 )

合計 - 1,671 (2,291)

出典：EMAP 提供資料

表 2　Ponta de Madera 港の港湾施設

Berth No. 水深 (m) 延長 (m) 備考

Pier No. I 23.0 320

Pier No. III-1 21.0 430

Pier No.III-2 21.0 430

(Pier No. IV-1) (25.0) (450) 計画中

(Pier No. IV-2) (25.0) (450) 計画中

合計 - 1,180 (2,080)

出典：EMAP 提供資料

表 3　イタキ港の取扱貨物

品目
貨物量

備考
(1,000MT) (%)

石油製品 6,871 55.4 UL&L

銑鉄 1,574 12.7 L-Vale

銅精鉱 420 3.4 L-Vale

大豆 2,073 16.7 L-Vale

化学肥料 670 5.4 UL

石灰石 176 1.4 UL (Vale)

石炭 ( 燃料炭 ・ 原料炭） 108 0.9 UL (Vale)

レール ・ Project Cargo 240 1.9 UL (Vale)

その他 261 2.1 UL&L

合計 12,393 100

注：UL: Unloading cargo, L: Loading Cargo, Vale: 荷主が VALE 社である

出典：EMAP 提供資料



OCDI QUARTERLY 82

24

により背後の消費地に輸送され、残りは小型タンカー

でブラジル北部 ･ 北東部の消費地に輸送される。背後

の貯蔵タンクを経由せず、大型タンカーから小型タン

カーにバース間で積替えられるケースも多い。

これら石油製品の荷役は、オイル専用バースである

B104 および B106 を使用して行われるが、イタキ港

では他のドライバルク貨物バース（B101-B103）で

も岸壁のエプロン部分にパイプラインが敷設されてお

り、バースアロケーションの都合によりこれらのバー

スがオイルバースに早変わりするのがこの港の特徴で

ある。

B106 は民間の石油会社に長期リースされており、

その企業の投資により、背後のオイルタンク群とパイ

プラインにより接続された近代的な液体バルクターミ

ナル施設が完備している。

⑵ Vale 社の輸出鉱産物の積出港

石油製品の取扱量を除くと、イタキ港での残った取

扱貨物量の実に 80％は Vale 社が荷主の貨物である。

その意味では、現在のイタキ港は Vale 社のロジス

ティック機能を支えていると言っても過言ではない。

Vale 社の鉱産品の中でも鉄鉱石等の製鉄原料は大

型船での輸送が必須であるため、Ponta de Madera 港

でほぼ 100％の積み出しを行い、それ以外の鉱産品（銑

鉄、銅精鉱）は長期貸与されている B105 で荷役が行

なわれている。更に、年間 200 万トンを超える大豆

の輸出貨物が B105 で Vale 社によって荷役されてい

る。これらの鉱産品と穀物が同じベルトコンベヤー、

シップローダーを使用して荷役されていることは、

まことに興味深い。幾ら荷役機械を洗浄するといっ

ても、食料品と鉱産物のコンタミネーションは避け

るのが我国の荷役の常識である。B105 で船積される

貨物の荷役は高度に機械化されており、その能率は

非常に高い。

それ以外の Vale 社の貨物は石灰石、原料炭等 Vale
社のペレット製造プロセスで使用される輸入副原料

と、鉄道レール、鉱山用機械とその予備品、橋梁用

鋼構造物等のプロジェクト貨物であり、これらは

EMAP が直接管理する B101 から B103 で揚荷役さ

れる。これらの荷役は貨物のロットが小さいため機

械化されておらず、荷役能率は低く取扱貨物量の割

にはバース占有時間が極めて長いのが特徴である。

⑶背後圏の農業生産に必要な化学肥料の陸揚げ港

石油製品の取扱量を除くと、イタキ港での残った

取扱貨物量の 80％は Vale 社が荷主の貨物であるこ

とは前に述べたが、その残りの 20％の貨物の中で取

扱量も多く、この港湾において重要な貨物は輸入化

学肥料（バルク貨物）である。イタキ港で荷役され

るのは SSP（Single Super Phosphate）、TSP（Triple 
Super Phosphate）、KC（Potassium Chlolide）と言っ

た一次化学肥料であり、港湾から 5 ㎞から 30 ㎞背後

に立地する肥料配合プラントに運搬され、そこで作

物等の需要構造に合せて配合加工され需要地に輸送

されて行く。

小麦、米等の輸入穀物と同様、化学肥料の荷役は

荷主である配合プラント事業者と予め契約した港湾

荷役業者が行っている。イタキ港では岸壁背後の蔵

地ヤードが決定的に不足しているため、揚荷役はシッ

プギヤー、グラブバケットを使用した直取方式であ

る。この方式では、荷主が手配したトラックが船側

に来て、ホッパーから落下する貨物を直接受取り荷

主の配合プラントに運搬して行く（図 3参照）。

図 3 イタキ港における肥料の荷役作業

2010 年現在、配合プラント事業者は 5社以上あり、

1時間から 2時間（交通事情、荷主のプラントでの混

雑によっては 2時間か 4時間を要する）かけてトラッ

クが港湾とプラントとの間を往復する。マラニオン州

では将来、大豆、トウモロコシ等の穀物生産を振興

させ、主要な輸出産業に発展させる計画である。そ

れに伴って、イタキ港の化学肥料の取扱量も増加す

ることから（2020 年での取扱量の予想量は現在の約

2 倍の 130 万トン / 年）、荷役の機械化も含め現状の



25

荷役能率の大幅な改善を進める必要があろう。

4. 現在進行中のプロジェクト

イタキ港周辺では様々なプロジェクトが整備中

あるいは、計画策定中であるが、この内、現在進行

中のプロジェクトを以下に紹介する。

⑴ MPX 火力発電プラント用燃料炭陸揚げ施設

イタキ港背後圏の電力需要の拡大を背景にイタキ

港の背後約 5㎞の地点に、ブラジルを基盤として中南

米に広く事業展開を行なっている総合エネルギー開

発会社である MPX Energia S.A（MPX）が 360MW
の石炭火力電力プラントを建設中であり、ほぼ建設の

終段階にある。 終的には 720MW までの拡張を

計画している（図 4参照）。

この発電プラントに燃料炭を供給する施設として、

イタキ港の B101 に 1,000T/H の能力を持つ連続式ア

ンローダを、またこの埠頭とプラントを接続するベ

ルトコンベヤーシステムを現在建設中である。埠頭

施設は建設中の B101 延長部分を EMAP から MPX
が長期に借り上げ、上部施設（アンローダ、ベルト

コンベヤー）は MPX により建設される。

⑵ Tegram プロジェクト

イタキ港では現在 B105 を長期借受けている Vale
社がそこで年間 200 万トンの輸出用大豆を船積して

いる。大豆を始めとする穀物の生産はマラニオン州の

主要な産業であり、州政府もその輸出には力を入れて

いる。このような背景の下に州政府および EMAP は

穀物ターミナルの建設プロジェクトを企画し、2013

年から供用を開始する計画である。これが Tegram

（Terminal de Graou de Maranhao）プロジェクトで

ある。このプロジェクトはフェーズⅠからフェーズ

Ⅲまで３段階に設定されていて、夫々 500 万トン / 年、

終的には 1,500 万トン / 年の積出能力で計画されて

いる。

計画されている施設は、イタキ港直背後 2 ㎞の敷

地内に 50 万トンの貯蔵能力を持つ重力式の穀物貯蔵

庫を建設し、鉄道および道路輸送を利用して内陸か

らの穀物を集荷する。貯蔵庫から岸壁までの輸送は

2,500 トン / 時（フェーズⅠ）の能力を持つベルトコ

ンベヤーを設置し、岸壁には2,500トン /時の穀物ロー

ダーを既存のバース（B103）に設置する計画である。

岸壁の使用計画としては、フェーズⅠでは B103、
フェーズⅡでは建設中の B100、そしてフェーズⅢで

は今後計画する B99 を予定している。プロジェクト

の進度としては、既に基本計画が終了し、民間資本

の参加を期待して現在州政府により国際競争入札の

準備が進められている。

5. おわりに

以上、イタキ港の現況を紹介した。イタキ港の特

徴として①民間企業の物流戦略に大きく左右される

こと及び②効率的な荷役システムの導入が必要不可

欠であることが挙げられる。今後の発展を図るため

にはこれらの特徴を踏まえた計画の策定及び実施が

もとめられる。

（いちのせ　まさお　調査役）

図 4 建設中の MPX 発電プラント




