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はじめに

輸出入を伴う港湾利用の際に求められる手続は、関

税手続き等の貿易手続きと船舶入出港等の港湾関連

行政手続きに大別される。従来、これら手続きは紙

ベースで行われ、また所管の省庁毎に別々に行う必

要があった。しかし近年は申請者の利便性の向上の

ため、オンライン端末からの申請、即ち電子化が各

国で漸進的に採用されている。さらに、貿易手続き

と港湾関連行政手続きの双方が統一されたポータル

サイトから申請できる体制、即ちシングルウィンド

ウを採用する国も現れ、複数の手続きサイトにアク

セスする手間や、手続き間で重複する項目の複数回

入力の手間が省かれるようになった。

本稿は、アセアン域内で港湾関連行政手続きの電子

化、シングルウィンドウ化が比較的進んでいると思わ

れるシンガポール、マレーシア及びタイにおいて、港

湾関連行政手続きに係る現状を調査したものである。

1. 港湾関連行政手続きについて

本稿における「港湾関連行政手続き」とは、船舶が

港に入出港する際、港湾関連行政機関に対して行う

手続き全般のことをいう。それらのうち今回の調査

対象は以下のとおり設定した。以下に示すのは我が

国における対象であり、各国のこれに相当する手続

きを調査している。

一方、今回の調査は、船舶の入出港を主体として

いることから、貨物を対象とした通関手続や、動物・

植物検疫、貿易管理などの貿易通関上の行政手続は

調査対象外とした。タグボートの手配や使用申請な

ど港湾関連行政手続（水先人要請）の副次的な行為や、

船舶給水、給油手続など船舶にとって必要性は高い

が手続に特別な根拠がない港湾サービスの一環とさ

れるものも調査対象外とした。

2. 我が国の状況

我が国の港湾関連行政手続に関する電子システム

については、現在、「次世代シングルウィンドウ（府

省共通ポータル）」が構築されている。2008 年 10 月

のシステムの稼動により、従来、複数（7システム）

存在していた通関及び港湾関連行政手続に対応した

電子申請窓口は統一化や業務集約化が図られている。

表－１　港湾における諸手続き

手続の対象者 主な根拠法

港長 港則法、海上交通安全法

港湾管理者 港湾法、港湾管理者（地方自治体）が定め
る条例・規則等

税関 関税法

入国管理者 出入国管理及び難民認定法

検疫所 検疫法

その他行政機関 油濁損害賠償保障法

その他 水先法

表－ 2　我が国の港湾関連行政手続等に対応した電子システム一覧（2008 年 10 月以前）

通関情報処理システム

(NACCS：Nippon Aiutomated Customs Clearance System)

輸出入の許可等に関する手続システム

動物検疫検査手続電算処理システム

(ANIPAS：Animal quarantine Inspection Procedure Automated System)

家畜伝染病予防法に基づく手続を行うシステム

輸入植物検査手続電算処理システム

(PQ-NETWORK：Plant Auarantine Network)

植物防疫法に基づく手続を行うシステム

輸入食品監視支援システム

(FAINS：Foods Automated Import Notifi cation and Inspection Network System)

食品衛生法に基づく手続を行うシステム

貿易管理オープンネットワークシステム

(JETRAS：Jaan Electornic open network Trade control System)

外国為替及び外国貿易法に基づく手続を行うシステム

港湾 EDI システム 船舶の入出港に関する手続を行うシステム

乗員上陸許可支援システム 乗員の出入国管理に関する手続を行うシステム

※標記７システムのうち通関情報処理システムと港湾 EDI システムは平成 20 年 10 月に統合
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3. シンガポール港の状況

⑴港湾関連行政手続き

手続き及 びその所管は表 -3 のとおりである。

⑵電子化の状況

1) MARINET（システム構築・運営主体：MPA）

MPA は我が国の海上保安庁に相当する官庁であ

り、本稿関連では船舶入出港届け等を所管している。

MARINET はこれら業務をカバーずるウェブベー

スのオンライン申請システムである。

2) CREW（Computerisation of Record for Crew 
Clearance System）（システム構築・運営主体：

ICA）

ICA は我が国の法務省入国管理局に相当する官庁

であり、本稿関連では船員の上陸や交代を所管して

いる。CREW はこれら業務をカバーするウェブベー

スのオンライン申請システムである。

3) PORTNET（システム構築・運営主体：PSA 社）

PSA 社はシンガポール港の港湾整備・運営を行

う民間会社であり、本稿関連では岸壁利用申請等を

扱っている。これは我が国においては港湾管理者（地

方自治体）が行う業務である。PORTNET はこれら

業務をカバーするウェブベースのオンライン申請シ

ステムであり、岸壁利用申請を扱う他、危険物貨物

リストに関しては MARINET との情報共有機能を

有している。

⑶シングルウィンドウ化の状況

各システムは独立しており、システム毎に別々の

手続きサイトにアクセスして手入力を行う必要があ

る。国家レベルのシングルウィンドウは無く、各手

続きサイト情報の相互融通もほとんど無い（例外は

MARINET と PORTNET の危険物貨物リスト共有）。

4. マレーシア・クラン港の状況

⑴港湾関連行政手続き

手続き及びその所管は表 -4 のとおりである。

⑵電子化の状況

1) PKCS（Port Klang Community System)（ シ

ステム構築・運営主体：PKA）

PKCS は港湾管理者 PKA の運営するポータルサ

イトであり、PKA 業務の他、関税手続きサイト等

へのポータルとなっている。ただし、PKA はラン

ドロードに特化した港湾管理者であり、岸壁利用

申請等は民間会社が扱うため、本稿にかかるカバー

範囲は大きくない。民間会社はそれぞれ独自のサー

ビスサイトを持っている。コンテナ船に関しては、

各船社にバースウィンドウを予め割り当てている

ため、オンラインで個別に岸壁利用申請を受け付

けることはないが、バルク貨物船ではオンライン

申請を受け付けている。

2) 非電子化部門

入出港手続き、検疫、入出国管理は紙ベースで処

理されている。

3) シ ングルウィンドウ化の状況

上記の PKCS は本稿で想定するシングルウィン

ドウではなく、国家レベルのシングルウィンドウは

表－３　シンガポール港の港湾における諸手続き

行政機関名 主な役割 主な手続関係

シンガポール海事港湾局

Maritime ad Port Authority(MPA)

・港湾及び海事関連の施設の開発・運営

・港湾関係サービス業務関係の制度・免許関係

・港長 (Harbour Master) 権限 ( 海上交通管理）

・港湾区域の安全管理、海洋環境の保全管理

・入港通知 (Motifi cation of Arrival)

・本船到着確認 (Vessel's Confi rmation of arrival)

・保安関係事前到着通知 (Pre-Arrival Notofi caiton of Security (PANS))

・入港届 (General Declaration of A Vessel's Arrival)

・出港届 (General Declaration of A Vessel's Departure)

シンガポール出入国管理局

Immigration & Checkpoints 

Authority(ICA)

船舶、船員・乗船客の出入国管理 ・入国許可 (Inward Clearance)

・事前入国許可 (Advanced Immigration Clearance)

・出国許可 (Outward Clearance)

・船員名簿 (Crew List)

・乗客名簿 (Passenger List)

シンガポール港湾検疫事務所

Port Health Offi ce

・港の衛生管理

・船舶検査 ( 検疫 ) の実施

・くん蒸・駆除実施命令

・検疫許可 (Port Health Clearance) の発行

・入港許可 (Port health Clearance)

PSA 社

PSA International Pte Ltd

・港湾施設の運営者 ・長期運航計画 (Long Term Vessel Schedule)

・月間寄航計画 (Advance Monthly Vessel Schedule)

・岸壁利用申請 (Berth Application)ジュロン港社

Jurong Port Pte Ltd
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存在しない。

5. タイ・ラムチャバン港の状況

⑴港湾関連行政手続き

手続き及びその所管は表 -5 のとおりである。

⑵電子化及びシングルウィンドウ化の状況

上記手続きはすべて紙ベースで行われている。この

ため、当然ながら国家レベルのシングルウィンドウ

も存在しない。

（もりき　あきら　前研究主幹 )

表－４　クラン港の諸手続き

行政機関名 主な役割 主な手続関係

海事部

Marine Department

・港長 (Harbour Master) 権限

・入出港安全環境管理

・ 入港通知 (MSS1（Arrival))

・ 出港通知 (MSS2（Departure))

ポートクラン港湾局

Port Klang Authority(PKA)

・港湾管理者 ・ 船舶運航番号 (Ship Call Number：SCN)

マレーシア税関

Royal Customs Malaysia

・出港許可及び証明書発行

・貿易通関手続

・積荷目録提出関連

・保税関連

・ 出港許可 (Port Clearance)

・ 積荷目録 (Manifest)

・ 船舶貯蔵品申告 (Bonded Store)

・ 携行品申告 (Personal Effects)

ポートクラン入国管理事務所

Port Klang Immigration Offi ce

船舶、船員・乗船客の出入国管理 ・ 入国許可 (Immigration Clearance)

・ 船員名簿 (Crew List)

・ 乗客名簿 (Passenger List)

ポートクラン衛生局

Port Klang Health Offi ce

・港の衛生管理

・船舶検査 ( 検疫 ) の実施

・くん蒸・駆除実施命令

・検疫許可（Health Clearance) の発行

・ PKP02/PKP03 様式

・ 検疫許可申請 (Maritime Declaratins of Health)

・ 船員名簿 (Crew List)

・ 検疫許可 (Port Health Clearance)

・ 検疫済証 (Free Pratique)

・ 検疫許可証 (Port Health Clearance)

ウェストポート社

Westports Malaysia Sdn Bhd

・港湾施設運営者

・港湾施設保安管理者 (PFSO)

・水先人 (As Westports Pilot Offi ce)

・ 船舶 ID（VESSEL ID)

・ 船舶到着予定日時の通知 (Notifi cation of ETA)

・ 保安に関する船舶到着事前通知 (Pre-arrival Notifi cation of Security：PANS)

・ パイロット関係ノースポート社

NOrthport (Malaysia) Bhd

・港湾施設運営者

・港湾施設保安管理者 (PFSO)

・水先人 (As Northports Pilot Offi ce)

表－ 5　ラムチャバン港の諸手続き

行政機関名 主な役割 主な手続関係

海事局
Marine Department

・ 港湾及び海事関連の施設の開発・運営
・ 港湾関係サービス業無関係の制度・免許関係
・ 港長 (Harbour Master) 権限 ( 海上交通管理 )
・ 港湾区域の安全管理、海洋環境の保全管理

・ VTS 及び ISPS 報告 (VTS and ISPS Report)
・ 各種船舶証書の一覧等提出
・ 入出港届 (General Declaration)
・ 出港許可証 (Port Claarance)
・ パイロット要請の受付

PAT（Leam Chabang) ・ 港湾管理者
・ 運輸省 (MOT) 傘下の公営企業体
・ 防波堤、浚渫、埋立等など公共性の高い施設

の整備・維持管理

・ 入港届 (Application for Vessel Entering The Port Area)
・ タグボート借上申請 (Application for the hire of a tug ownded by the 

port authority of Thailand)

入国管理事務所
Immigration Offi ce

・ 船舶、船員・乗船客の出入国管理 ・ 入国船舶情報 (Information of Conveyance (In bound))
・ 船員名簿 (Crew List)
・ 乗客名簿 (Passenger List)
・ 船員全員の直筆サイン入名簿 (36 号様式 ) の提出
・ 船舶入国許可 (Port Clearance)

港湾検疫事務所
Port Health Offi ce

・ 港の衛生管理
・ 船舶検査 ( 検疫 ) の実施
・ 検疫許可 (Port Health Clearance) の発行

・ タイ入国時の船舶情報 (Information of Conveyance Arriving in Thailand) の提
出

・ 検疫許可 (Port Health Clearance) の発行

税関
Customs

・ 貿易通関関係
・ 保税関係

・ 積荷目録 (Manifest)
・ 船員名簿 (Crew List)
・ 船舶貯蔵品リスト (Bonded Sotre List)
・ 外貨リスト (Foreign Currency List)
・ 甲板庫貯蔵リスト (Deck & Engine Store List)
・ 武器等リスト (Arm & Ammunition List)
・ 有害物質及び薬品リスト (Harmful & Drugs List)
・ 航海メモ (Voyage Memo)
・ ラジオ・TV・録音機リスト (Radio-TV Set-Tape recorder List)




