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＜国際物流事情＞

アンゴラ・ナミベ港の緊急復旧工事(フェーズ１）
が竣工しました

國田　治

ナミベ港緊急復興フェーズ１竣工式の様子

はじめに

本件は、アフリカの西海岸にあるアンゴラ国におけ

る、無償援助スキームでの港湾工事竣工のご紹介です。

まずは、2010 年８月６日、アンゴラ側トマス運輸

大臣、日本側越川大使ご出席のもと開催された竣工

式の様子を、写真でご覧下さい。

プロジェクトの経緯

アンゴラ共和国は 1975 年に独立、その前後から

30 年に亘り戦争が続き、2002 年に漸く和平が成立

しました。しかし、長年の戦争で、アンゴラの人々

は戦火により田畑や故郷を失い、飢えと病に苦しん

でいました。しかも、国中の至るところに地雷が敷

設され、道路をはじめとするインフラは機能停止で

した。アンゴラに対する国際的な復興協力が始めら

れる中、2004 年、日本国政府は、アンゴラ国政府の

要請に基づき、同国の港湾緊急復興計画調査を実施

することを決定しました。事前調査は（S/W 協議）

国土交通省港湾局建設課国際業務室長が団長となり、

2004 年 10 月から 11 月にかけて行われました。

引き続き、JICA は本格調査団を 2005 年１月から

2006 年 8月にかけて派遣し、アンゴラ港湾の復旧に

ついての F/S 調査を実施しました。本格調査団の団長

は OCDI 岡田靖夫氏で、緊急復旧の対象港は、アン

ゴラの主要港４港、カビンダ港、ルアンダ港、ロビト

港、およびナミベ港でした。調査の結果、４港の復興

の方針についての提案が行われました。F/S 調査期間

中、技術移転のためのセミナーが数多く開催されまし

た。そして、調査終了前には、アンゴラの関係各省庁、

国際援助機関、各国の大使館、そして、海運等のステー

キホールダーを集めて、アンゴラ港湾の緊急復興方針

等についての総括セミナーを実施しました。

アンゴラでは、すでに世銀の指導で、港湾制度の改

革に取り組んでおりました。制度改革の内容は、運輸
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に移行するもので、各港も国の直属のポート・オーソリ

ティは公社組織に移行することが決まっていました。な

かでも、アンゴラの首都ルアンダにあるアンゴラ最大の

港、ルアンダ港は、船の滞船が深刻で、非常に大がか

りな取り組みが必要でしたが、コンセッションのための

入札が実施され、民営化される過程にありました。この

ため、ルアンダ港の危機的な状況については、コンセッ

ション契約をした海外の大手民間オペレーターが、資本

を投資し解決することとなっていました。また、カビン

ダ港は大手の石油会社の海上掘削リグを支援する基地

としての機能を持っていたために、この大手の石油会社

の支援によってカビンダ港は復興することとなりました。

そのような経過を経て、結局、ロビト港とナミベ

港の 2 港が日本側の援助による復旧の候補にとりあ

げられました。

ナミベ港港湾復旧工事（無償資金協力）の実施

緊急復旧の F/S 調査の後、時をおかず、無償資

金協力を実施するために、2007 年 1 月から 12 月

にかけて基本設計調査が行われ、詳細設計調査は

ナミベ港緊急復興フェーズ１竣工写真 (2010-8-6)（竣工式写真の提供：東亜建設工業株式会社）

2008 年 2 月から 2009 年 3 月にかけて行われまし

た。工事の入札は 2009 年 2 月公示、落札は 2009

年 5 月でした。設計に着手して、工事の落札まで、

2 年と 4 ヵ月を要したことになります。

また、工事着工は 2009 年 6 月、工事竣工が

2010 年 8 月ですので、工事自体はわずか 1 年と 2 ヵ

月で実施できたことになります。期間を通じてエン

ジニアリングを行ったコンサルタントは「株式会社

エコー」、工事を実施したのは「東亜建設工業」です。

その結果、F/S 調査開始が 2004 年 10 月でした

から、2010 年 7 月の完成まで、約 6 年を要したわ

けですが、終わってみると、日本側の着実なプロ

ジェクト実施を、アンゴラ側は高く評価してくれま

した。

アンゴラへの経済協力・技術協力の問題点

当初、４港を対象に、F/S を行ったわけですが、

ルアンダ港はコンセッションで対応され、カビンダ

港は大手石油会社にスポンサーされました。そし

て、日本の無償の援助の実施直前に、アンゴラはロ

ビト港の復旧を中国に要請しました。アンゴラは、

緊急復旧について、緊急課題と考えていたからで

しょう。

アンゴラの港の位置 ルアンダでの総括セミナーの様子
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思い起こせば、日本の援助のスピードは遅いとい

われています。例えば、無償資金協力などでは、段

階ごとに相手の確認を求めて実行しているようです

が、都度設計の承認や、細かい事項の確認などのサ

インは相手を悩ませているかもしれません。アンゴ

ラでは、サインを求められることに、非常な警戒心

があるように感じられます。

業務実施上の苦労

アンゴラは、日本から遠く離れています。それは

単に時間とコストがかかるというだけではありませ

ん。まず、第一は、途中で「南ア」に寄らなければ

ならないことから始まります。アンゴラは、JICA
の南アフリカ事務所の監督下にあるので、業務報告

のために南アに寄らなければなりません。しかし、

南アは、文明の恩恵を受ける少数の人と、文明の恩

恵から見放された多数の極貧の人びとが住んでいる

国ですから、ハイウエイではハイウエイマンが出没

し「ホールド・アップ」をやります。

当時のナミベ港

私が知り合った、日本人のうち２人が、この被害

に会っています。F/S 調査の時は、空港でバゲージ

の中のパソコンが抜き取られる被害が続出しました

し、空港外では、カードの盗難と悪用事件が数件発

生しました。

また、アンゴラでも本格的なトラブルが待ち構え

ています。すなわち、病気や強盗などのトラブルは

もとより、「ビザ」の問題、税関の問題、そして、

お金の持ち込みと持ち出しの問題が発生しました。

アンゴラでは、州を越えたり、町を超える都度パス

ポートチェックがあり、ビザがなければ移動も出来

ませんし、町を歩くこともできません。アンゴラの

ビザ取得は、インビテーションをカウンター・パー

ト機関からもらうことから始まり、在日の大使館か

らビザを発行してもらいますが、それらを全部済ま

せるまでに、少なくとも、1ヵ月は必要です。さらに、

ビザの期間は 1 ヵ月に限定されているため、それ以

上長く仕事をする場合には、一旦出国して、ビザを

取得しなければなりません。最寄りの「南ア」に行

きビザを取得するとすれば、前述の様なリスクにさ

当時のルアンダ港 当時のロビト港

当時のカビンダ港
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らされ、かつ航空賃と 10 日間程度の滞在費の出費

を覚悟しなければなりません。これが、アンゴラの

援助のために必要なビザと思うと複雑な気分です。

税関の問題も決して甘くはありません。ODA 事

業ですので無税が原則と思いますが、現実はそうで

はありません。工事の資機材の持ち込み時には、ま

ず、税金を払い、後で還付されるのです。しかも、

通関に時間がかかるので、工事を期限内に終わらせ

ることの障害となります。国連の食料援助担当官で

さえ、緊急援助の食料を港から引き取るのに、半年

以上もかかると嘆いていました。

終わりに

いろいろな障害を乗り越え、今回、工事の完成を

見たわけですが、読者にはアンゴラ国のネガティブ

な面を印象付けたかもしれません。しかし、実際は、

アンゴラの人たちは人情味があり、誠実です。

以下の写真は、技術移転の様子です。アンゴラの

人が如何に熱心に仕事に取り組んでいるか、わかっ

ていただけるかと思います。

また、以下は、アンゴラの指導的立場の人の発言

です。アンゴラの指導者の誠実さが伝わってきま

す。また、アンゴラ側から日本の援助がどのように

評価されているかもお分かりいただけることと思い

ます。

（くにた　おさむ　調査役）

2010 年 4 月に行われたナミベ港への技術移転の様子 2010 年 4 月に行われたナミベ港への技術移転の様子

交通大臣（Dr.Andre Luis Brandao）発言、2007 年 2 月８日

昨年までに Study が行われ、その結果は良い感触を得て、評価している。Study は 3月までに終了し、セミナーは

5月か 6月に開催された。

いずれにしても、この Study が終わって、はや１年近く経過している。

2002 年以降、アンゴラの生活は急ピッチで変わってきた。港への需要が大きくなってきて、輸入は 3 倍～ 4 倍に膨

れ上がった。カビンダ港は今までに無い取り扱いで、独立以前の取扱貨物の 3 ～ 4 倍になった。

ルアンダ港は過去最高だった 1987 年ころを上回り、現在では慢性的に混雑している。滞船日数は 8 ～ 14日。い

ま、さらに復興事業が進み、貨物需要は増加する一方である。これまでのところは輸入の増加が主なものだったが、

2008 年～ 2009 年には爆発的に輸出貨物が生じると予想される。特に、ロビト、ナミベ、カビンダで輸出の貨物需

要が顕在化するだろう。
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ロビトでは、2009 年にベンゲラ鉄道が完全復旧し、コンゴ、ナミビアからの鉱物資源の輸出がはじまる。

ナミベにおいても、モサメデス鉄道が、2008 年に鉱山地域まで開通することが見込まれる。

カビンダでは、鉱物資源のほか、木材の輸出が増加している。

ソヨ、およびカビンダでは、天然ガスのプロジェクトがあり、開発資材の貨物需要がある。

そのようなわけで、港湾施設への投資が必須である。

Study の中の、将来への提言は、カビンダではすでに実施済みとなっている。

ルアンダについての提言も現状に合わない。ルアンダ港については、まったく新しい港をつくることになった。

それと同じことが、ロビト港でも起こった。現在のロビト港は、陸の孤島のようになっているが、一旦鉄道が開通する

と、まったく別の様相を呈するだろう。

ナミベ港は、貨物の伸びが一番緩やかだが、決して安心はできない。先日、ナミベ港で機関車を陸揚げしたが、非

常に苦労した。それは、港湾のほうに設備がなかったからである。

たしかに、開発調査はとても大切でした。わたしたちの全体像をみることができた。

しかし、事態は急速に進んでいる。経済の需要に追いつくために、港がどうあるべきか、調べる必要がある。

ナミベ港はもう、これ以上待てない状態となっている。カビンダは解決したが、ナミベ港についてのクレームが最も多

い。先月、ウイラ州で財務省と実業界の懇談会で、ナミベの港湾が悪いという話がでた。現実にナミベのキャパが足

らないので、アンゴラに下ろせず、ナミビアの港におろしたということである。

スタディからすでに１年たっている。その間に大きな変化が起こっている。

昨年末、柴田大使からアンゴラ大統領に、今回の無償のＢＤの件について、話があった。大統領は待ち遠しいと述べ

られた。

いまは、新たな提言をもらう時期かもしれない。

コンゴ、ザンビアからどんどん貨物が来てしまう。以上のような状況であるので、提言の見直しをしてみて欲しい。

ともかく、時間的な意味では、一刻も早く見直し作業を始めなくてはならない。再調査の結果、勧告されたことは、

日本の援助で実施できればいいが、そうでなければ、自助努力や、諸外国の援助も頼み、港湾を整備したい。

IMPA( 運輸省　海事・港湾院 )　カルバーリオ局長発言　2010 年 4 月 21 日 ( 水 )

ナミベ港のリハビリが進んでいることについて JICA に感謝します。

人材育成も重要という点は理解しています。

また、施設や機械の保守の知識を持った人材が必要ということを理解しています。

このような技術の移転を歓迎します。また、そのことの継続を願います。

JICA のサポートを期待しています。

第 2フェーズも大使館と外務省に要請を出した。我々としては、このプロジェクトの進捗に満足しています。我々も現

地を見ています。大臣も行ってみたいとおっしゃっています。このプロジェクトの推進とともに、これからも更に運輸

省のプロジェクトを日本と進めることを希望します。




