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モザンビーク国の港湾事情

安部　智久

＜国際物流事情＞

1. はじめに

2009 年 8 月、社団法人海外運輸協力協会

（JTCA）の「モザンビーク共和国主要回廊

港湾物流改善調査」に調査団員の一人とし

て参加した。その調査から得た同国の港湾

事情をここに紹介する。モザンビーク共和

国は 1992 年の内戦終了後順調に経済発展を

続け、国民一人当たり GNI が 170 ドル（1990

年）から 310 ドル（2006 年）に増加してい

るほか、近年も年 7% ～ 8% 程度の安定した

成長を見せている。

2. 港湾セクターの概要

2.1 主要３港湾の概要

モザンビーク国には 6 つの港湾があり、

それらは「マプート（Maputo）港」、「ベイ

ラ（Beira）港」、「ナカラ（Nacala）港」、「ケ

リマネ（Quelimane）港」、「ペンバ（Pemba）
港」、そして「パライア（M. da Paraia）港」

である（図 2-1）。港湾取扱貨物量はマプート港、ベ

イラ港、ナカラ港でその殆どを占め、それぞれ南北

に長い同国において南部、中部、北部の拠点港とし

て機能している。

モザンビークの港湾は歴史的に周辺内陸国からの

商品作物や鉱物資源の積出港として機能していたた

め、港湾と併せて内陸国への鉄道等が整備されてい

た。この港湾から背後地域への広域的なアクセス経

路（鉄道・道路）を「回廊（Corridor）」と称しており、

マプート回廊、ベイラ回廊、ナカラ回廊という名称

で呼ばれている。しかし長期に亘る内戦の間は港湾・

図 2-1　モザンビーク国の港湾の位置
（背後の線は回廊）

回廊のインフラは十分な維持管理がされず、多くの

回廊のインフラについては改良等が不可欠な状況と

なっている。

2.2 港湾取扱貨物量等

取扱貨物量の合計は 10,682 千メトリックトン

（2006 年）であるが、これは前年比で約 7% の増加と

なっており、概ね、マプート港、ベイラ港、ナカラ

港がそれぞれ 60%、30%、10% の貨物を取り扱う。

各港の伸び率については、マプート港が 4.8%、ベ

イラ港が 13.1%、  ナカラ港が 8.5% の伸びを示した。

表 2-1 に各港の主要な取扱品目を示す。

表 2-1　主要港における取扱品目

輸　　出 輸　　入

マプート港 スクラップ、 液化ガス、 砂糖、 コンテナ、 糖蜜、 カシューナッツ等 クリンカー、 燃料、 肥料、 植物油、 石灰、 車両等

ベイラ港 タバコ、 砂糖、 ティンバー、 スクラップ、 コンテナ、 花崗岩等 肥料、 米、 麦類、 クリンカー、 コンテナ等

ナカラ港 タバコ、 ティンバー、 コンテナ、 スクラップ、 カシューナッツ等 燃料、 機械類、 パーム油、 麦類、 クリンカー等

出典：CFM 資料
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コンテナ貨物の取扱量については、全国合計で

171,216TEU（2005 年）であるが、これは前年比

16.7% の増であった。2005 年においては、マプート

港が約 55,000TEU、ベイラ港が約 54,000TEU、ナカ

ラ港が約 35,000TEU のコンテナを取り扱っている。

2005 年において周辺国へのトランジット貨物は約

4,557 千メトリックトンであり、その多くは各国から

の輸出貨物である。トランジット貨物の国別内訳は、

南アフリカ共和国、ジンバブエ、マラウイ、ザンビア、

スワジランドとなっている（図 2-2）。

2.3 港湾行政・港湾管理運営等

港湾の管理運営は公社ならびに民間企業が実施し

ている。民間企業が政府とコンセッション契約を結

び、港湾の管理運営を実施する場合が多い。

港湾を所管する政府組織としては、運輸・通信省

があるが、実質的には港湾鉄道公社 CFM（Portos e 
Caminhos de Ferro de Mozambique）が政府機関と

して機能しており、港湾運営を行う民間コン

セッショネアの株の一部を CFM が保有するこ

とで、CFM は各港湾への関与を担保している。

なお、CFM はそれ自体が独立採算制をとって

おり、政府からの財政的な支援はない。CFM
はマプート港、ベイラ港、ナカラ港のランド

ロード（地主）となっている他、バルク等の

一部のターミナルの管理運営も行っている。

また鉄道運営会社の株も保有することで鉄道

運営にも関与している。

3. マプート港

3.1 概要

マプート港は、モザンビークの首都で人口
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図 2-2　トランジット貨物国別割合
出典：CFM 資料

127 万人（2007 年）を擁する同国 大の都市マプー

ト市に位置する港湾である。15 世紀末にバスコ・ダ・

ガマが寄港しており、その後ここに拠点を置いたポ

ルトガル人貿易商の名前に因んで 1975 年の独立まで

ロレンソ・マルケス港と呼ばれていた。

マトラ川の河口左岸に位置し同国 大の消費地であ

るマプートのほか、南アフリカ北東部のハウテン州（ヨ

ハネスブルグ・プレトリアといった大都市が所在）、

ムプマランガ州、リンポポ州などの諸州、ジンバブエ

南部、スワジランドなどを背後圏に擁している。これ

ら内陸拠点からマプート港へは南アフリカのダーバン

港やリチャーズベイ港よりも距離が短いため、ゲート

ウエイポートとして有利な立地条件にある。

港湾施設についてはマプート・カーゴ・ターミナ

ルとマトラ・バルク・ターミナルに分かれており（図

3-1）、岸壁総延長は合計で4,038m、19バース（水深8

～ 12.6m）である。取り扱い能力はマプート・カーゴ・

ターミナルが約10百万トン、マトラ・バルク・ターミ

図 3-1　マプート港概観

出典：MPDC

 港湾ターミナ
ルのある地区

市街地

マプートカー
ゴターミナル

マトラバルク
ターミナル



OCDI QUARTERLY 80

23

ナルが約6百万トンで、合計16百万トンとされている。

このうちコンテナバースは 2バース（延長 450ｍ、水

深11m）あり、ガントリークレーンも整備されている。

マプート港の管理運営は官民共同出資の企業体

MPDC（Maputo Port Development Company）がコ

ンセッション契約に基づいて行っており、その中に

は航路の維持管理やタグなどのサービス提供も含ま

れる。資本構成は 49% が CFM とモザンビーク政府、

残り 51% が外資を含む民間コンソーシアムである。

コンテナターミナルについては、DP World と CFM
の合弁企業である MIPS（Maputo International Port 
Services）が、2003 年から 2013 年までのコンセッショ

ン契約に基づき運営している。

3.2 最近の動向

内戦終結直後の 1992 年には 250 万トンまで下落

した貨物量も、Mozal 社のアルミ精錬工場が稼働を

開始した 2000 年以降は南アの経済成長

の恩恵もあって順調に取り扱いを伸ばし、

2008 年には 770 万トンの実績を記録し

た。特にコンテナについて、MIPS が運営

を開始した 1996 年には 8,865TEU に過ぎ

なかったが、2008 年には 92,284TEU と、

12 年間で 10 倍以上の伸びを示している。

マプートと南アフリカのヨハネスブル

グを結ぶ回廊は「マプート回廊」と呼ば

れ、鉄道とハイウェイがほぼ並行して走っ

ている。現在の課題は国境での通関（ボー

ダーポストと呼ばれる）が夜間を除く 18

時間しか開いていないことで、これを 24

写真 3-1　マプート港の現況

時間体制に改善すべく、NPO 団体である Maputo 
Corridor Logistics Initiative（MCLI）が、南ア・モ

ザンビーク両国政府に働きかけを行っている。同

NPO はマプート回廊の利用促進や物流効率化のため

のソフト面の改善などを周辺の荷主や物流関係者と

共に取り組んでおり、世界銀行からも回廊整備のベ

スト・プラクティスとして認められている。

南アのダーバン港における混雑が指摘される中で、

マプート港はダーバン港との連携の下でマプート回

廊のゲートウエイとしての発展が期待されている。

4. ベイラ港

4.1 概要

モザンビーク第二の都市であるベイラ市（首都マ

プートの北約 1,000 ㎞）に位置する港湾でモザンビー

ク中部地域及び周辺内陸国へのゲートウエイ港として

重要な役割を果たしている。ベイラ港は南アフリカ地

域の主要港であるダーバン港、東アフリカ地域の主要

港であるダルエスサラーム港と比較した場合、周辺の

ジンバブエ、マラウイ、ザンビア、コンゴ（民）のい

ずれに対しても陸上輸送距離は 短である（表 4-1）。
これらの周辺内陸国は農産品ないしは鉱物資源の産出

国であるが、ベイラ港はその輸出を支えている。

この一方で、堆積土砂の多い大河川の河口に位置す

ることや、潮位差が大きいことから、水深不足により

大型の船舶は数日間に亘る沖待ちを余儀なくされる場

合もある（写真 4-1）。この自然条件は、ベイラ港が

更なる大型船を受け入れ、この地域における本格的

　　　　　　　　　　　　　　                                　単位：Km
ベイラ～ジンバブエ ハラレ ブラワヨ 主要な輸出品
ベイラ港 559 726
ダーバン港 1,711 1,454
ダルエスサラーム港 2,634 3,028
＊輸送時間：　2日程度

ベイラ～マラウイ ブランタイ リロンゲ 主要な輸出品
ベイラ港 821 950
ダーバン港 2,323 2,678
ダルエスサラーム港 2,031 1,667
＊輸送時間：　4日程度

ベイラ～ザンビア ルサカ キトエ 主要な輸出品
ベイラ港 1,054 1,370
ダーバン港 2,381 2,707
ダルエスサラーム港
＊輸送時間：　6日程度

ベイラ～ＤＲＣ（コンゴ（民））ルブンバシ 主要な輸出品
ベイラ港 1,600
ダーバン港 2,611
ダルエスサラーム港 2,290
＊輸送時間：　8日程度

タバコ、蛭石、グラナイ
ト、茶、ニッケル等

タバコ、茶、砂糖、綿
花、コーヒー等

銅、コバルト、綿花、砂
糖、タバコ等

銅、砂糖、コーヒー、コ
コア、亜鉛、ダイヤモン
ド等

表 4-1　ベイラ港の立地条件

出典：CdM 資料
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なゲートウエイ港として機能する上で深刻な問題と

なっている。なお同港に対しては我が国から 2 隻の

浚渫船が過去に無償供与され、現在も同港の生命線

である航路の維持に大いに貢献している。

港湾施設についてはコンテナターミナル、一般貨

物ターミナル、石油ターミナルが主要な施設構成で

ある（図 4-1）。岸壁総延長は 1,994m、バース数は

合計 11 バース（水深 -10 ～ -12 ｍ）であり、港湾

全体での取り扱い能力は 7.5 百万メトリックトンと

されている。ベイラ港の主要なターミナルの管理運

営を行うコンセッショネアは CdM（Cornelder de 
Mozambique）であり、オランダ資本のコーネルダー

社が 67%、CFM が 33% の株式を所有する。CdM
は一般貨物ターミナル及び多目的コンテナターミナ

ルの陸側のみを運営しており、浚渫も含め水域側

は CFM の責任範囲（実際の浚渫は浚渫公社が実施）

である。契約期間は 25 年間であり、現在の契約は

1998 年にスタートしている。

4.2 最近の動向と課題

ベイラ港で取り扱われる貨物の背後圏について 9

割は周辺内陸国のトランジット貨物であり、モザン

ビーク国の貨物は 1 割程度に過ぎない。これはベイ

ラ港が周辺国からの貨物の集荷に成功しているとい

える一方、農産品の生産量に影響する天候などの自

然条件や内陸国の経済情勢に貨物量が左右されるこ

とを意味する。

今後の展望として内陸 Tete 州で石炭採掘プロジェ

クトが計画されており、ブラジル等の外資企業４社に

よる開発が計画されている。目標とされる採掘量は年

写真 4-1　ベイラ港の現況（流速の早い河岸に整備されている）

間 1,100 万トンである。重量物である石炭の大量輸送

のためには一連の輸送サプライチェインへの投資が必

要であり、背後の鉄道の機能強化、港湾での積み出し

能力の強化（バルクターミナルの施設更新等）が必要

である。CFM はこれらの投資に前向きの姿勢を見せ

ている。

中でも重要であるのがベイラ港の航路の増深であ

り、現状の水深では大型のバルク船は入港ができず、

南アフリカ等の他の港湾での積み替えが必要となる。

このため水深を 2 ｍ程度増深することにより、ハン

ディ・パナマックス型の船舶を導入したいとしている。

ベイラ港の関係者は、航路の水深が 大の同港の制

約であるとし、この問題が確保されれば今後貨物量は

大きく増加すると期待している。

またベイラ市の周辺地域は内戦で大きく被害を受

図 4-1　ベイラ港平面図

河川の流下方向 石油ターミナル

一般貨物ターミナル

コンテナターミナル

港湾関連施設（空
コンテナ置き場、
鉄道デポ等
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けた地域であり、港湾の開発を地域の発展に有効に

繋げるような戦略の策定と実施も必要であろう。こ

のことは変動の大きい周辺国からの貨物量のシェア

を減じ、ベイラ港の運営の安定化をもたらすものと

考えられる。

5. ナカラ港

5.1 概要

ナカラ港は、モザンビーク第三の都市であるナン

プラ市から約 230 ㎞西に位置する港湾であり、ベイ

ラ港からさらに 1,000 ㎞程度北に位置する。モザン

ビーク北部地域 4 州のゲートウエイとして機能して

いる一方内陸国へのゲートウエイとしてマラウイへ

の近接性という立地要件を有している。

立地条件としては、ナカラ港はナカラ湾の奥部に

整備されており（図 5-1）、この湾は 深部で 60m 程

度あるなど全体的に深く、湾口部は幅 800m と狭く

なっているがこの付近の水深でも 40m 程度ある。湾

内の静穏度は高く荷役への影響はほとんど発生しな

いとのことである。このようにベイラ港とは対照的

に天然の良港であることから、その開発可能性に注

目が集まっている。

港湾施設については、コンテナターミナル、一般

貨物ターミナルに分けられ、コンテナターミナルは 2

バース（水深 -14m）あり、また一般貨物ターミナル

は 4バース（水深 -7 ～ -9.7m）である（図 5-2）。

図 5-1　ナカラ港の立地条件

ナカラ港にはガントリークレーンが整備されてお

らず、作業はコンテナ専用でない通常の荷役機械や

本船側の荷役機械により行われている。このため荷

役のスピードが遅く（一時間あたり 6 ～ 8 本程度）、

コンテナ船が荷役待ちを行うことがある。施設は全

体的に老朽化している。

港湾の運営については 15 年更新のコンセッション

契約に基づき、民間の CDN（ナカラ港・ナカラ回廊

鉄道運営主体）が港湾の管理運営を行っている。株

主の構成は、CFM が 49%、モザンビーク企業による

図 5-2　ナカラ港施設状況
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民間コンソーシアムが 51% である。CDN はナカラ

回廊における鉄道の運営も合わせて実施している。

5.2 最近の動向と課題

取扱貨物量は総貨物取扱量が約 95 万 MT、コンテ

ナ取扱量が 45,000TEU（2007 年実績）である。これ

らの実績については過去３年間で増加の傾向にあり、

特にコンテナ貨物の近年の伸びは著しく、2006 年か

ら 2007 年の伸び率は実に 30％を越えた。

ナカラ港とその周辺地域においては、今後以下の

発展が期待されている。

１） マラウイ発の輸出貨物の取り込み。マラウイ発

の貨物は現在ダーバン港やベイラ港にその多くが

流れているが、距離的に近いナカラ港での取り扱

いの可能性がある。

２） SEZ（経済特別区）による効果の発現。近年ナ

カラ港とその周辺地域における SEZ の指定によ

り既に倉庫や工場が立地しているが、これは地元

の雇用を促進させるとともに、地域開発の進展な

らびにナカラ港貨物量の増加が期待できる。

３） 豊富な背後圏人口。ナカラ港はモザンビーク国

の北部 4州を背後圏として有しており、その人口

は 800 万人規模にも及ぶ。輸入貨物を中心とした

貨物量の増加の可能性がある。このほか、農業開

発プロジェクトも実施予定である。

船社も同港を重視する傾向にあり、以前はダーバ

ン港へのフィーダーサービスが 2 社により提供され

ているに過ぎなかったが、2009 年 7 月からアジア方

面（タンジュンペラパス）へのダイレクトサービス

が開始された（投入船舶は 1,400TEU クラス）。

写真 5-1　ナカラ港の現況

ただし施設の老朽化、ナカラ港とマラウイを含む

背後地域を接続する回廊の整備水準は十分ではない

ことから、その改善が急務である。ナカラ港からナ

ンプラ市までは高規格の道路が整備されているが（写

真 5-2）、さらに西側のナンプラ市からマラウイを結

ぶ道路、鉄道の整備水準は十分とは言えず、その改

善が必要となっている。2010 年 7 月現在 JICA によ

るナカラ港・ナカラ回廊の機能強化に向けた調査が

実施されており、進展が期待される。

6. 終わりに

現地を訪問し、モザンビークの港湾や物流関係者

と話をする機会が多かったが、皆一様に「内戦は国

を破滅させるものであり、もうこりごりだ」と発言

している。現実に内戦終結後の同国の政治情勢は安

定しているが、マプート首都圏における一部地域以

外では経済復興はまだこれからという印象が否めず、

人々の笑顔も多くは見られない。

写真 5-2　ナカラ回廊（ナンプラ市付近）
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今後さらに港湾を同国の経済発展に活用するため

には、同国の港湾が歴史的に果たしてきた周辺国貨

物のトランジット機能だけでなく、港湾を積極的に

周辺地域の開発に活用し、雇用を創出するという視

点が必要であるという印象を持った。

この一方、モザンビークの隣国（マラウイ、ザ

ンビア、ジンバブエ等）の多くはいわゆる内陸国

（Landlocked Country）であり、海外との貿易を自国

の港湾でなくモザンビーク等の隣国の港湾に依存す

るという状況にある。このためモザンビークの港湾

並びに背後の回廊の整備については、広域的な性格

を有する公共財として関係国が連携しつつ実施する

ことが不可欠であろう。

このような港湾を含む輸送回廊の整備については

横浜で開催された TICAD においても重要課題として

取り上げられており、我が国によるさらに活発な支

援が期待される。

（あべ　もとひさ　研究主幹）

かつてのマプート港




