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日-ASEAN港湾保安共同訓練を終えて

奥野　雅量

＜国際物流事情＞

1　日 -ASEAN 港湾保安共同訓練の背景

2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロを契機とし

て、IMO（国際海事機関）では港湾施設と船舶の保

安対策を新たに盛り込むために、SOLAS 条約（海上

における人命の安全のための国際条約）の改正なら

びに ISPS コード（船舶と港湾の保安に関する国際規

則）の策定を行い、2004 年 7 月に発効しました。こ

れにより世界中の港湾施設や船舶が協調して保安対

策を強化することが義務づけられ、その実施が進ん

でいるところです。

保安対策を効果的に実施し、継続していくために

は、適切な訓練（Training）、繰練（Drill）、および演

習（Exercise）の実施に基づいた港湾施設保安職員等

の保安担当者の知識や能力の確保と維持が必要とな

ります。ISPS コードには、訓練、繰練および演習の

実施が義務づけられているものの、これらについて

は明確な指針が確立されておらず、その内容は各国

の判断に委ねられています。

このため発展途上国においては、財政的、技術的、

組織的な制約から単独での実施に困難が生じている

場合が多く、G8 や IMO、APEC 等での議論に基づき、

先進国が国際機関との協力の下地域諸国のキャパシ

ティ・ビルディング（能力開発）に協力・支援する

こととしています。

2　日 -ASEAN 港湾保安共同訓練の目的

日 -ASEAN 港湾保安共同訓練は、日本と地理的、

経済的につながりの深い ASEAN 諸国が共同で港湾

保安訓練を実施することにより、ASEAN 諸国の港湾

保安対策の向上、日 -ASEAN 諸国の連携強化、東ア

ジアさらには世界の海上輸送網の安全に資すること

を目的としています。

3　日 -ASEAN 港湾保安共同訓練の特徴

ISPS コードにおける、Training（訓練）は港湾保

安の職務遂行に必要な知識を身につけるためのもの

と解することができ、座学などの方法が一般的となっ

ています。また、Drill（繰練）は保安対策が実際に

効果的に実施できるかを試すものと解することがき、

各港湾施設等の組織内部で行うことが一般的となっ

ています。そして、Exercise（演習）は、その内容が

各港湾施設内に限定されず、関係機関との連絡・調

整も含めた総合的な保安対策が効果的に実施される

かを試すものと解することができ、警察やコースト

ガードなどの関係機関が実際に参加する場合や仮想

的に関係機関と連絡・調整を行うといった対応がさ

れています。ISPS コードでは少なくとも年に一度、

Exercise（演習）を実施することを推奨しています。

日 -ASEAN 港湾保安共同訓練は、参加国、参加港

湾にとって、上述の Exercise（演習）の貴重な機会

となる役割を果たしてきました。さらに、その内容

は国内レベルの演習に留まらず、日本および ASEAN
諸国と連携した国際的地域レベルの演習となってい

ます。日 -ASEAN 港湾保安共同訓練では、国境を越

えた地域全体に脅威が迫っていることを想定したシ

ナリオを作成し、関連する情報を必要に応じて正確

に提供・交換することにより、日 -ASEAN の地域と

しての協力をすることが大きな特徴となっています。

4　経緯・実績

日 -ASEAN 港湾保安共同訓練は、日本および

ASEAN 域内の港湾保安対策の強化を目的とした国

際プロジェクト「日 -ASEAN 港湾保安向上行動計

画」（平成 19 年 2 月にタイのバンコクで開催され

た日 -ASEAN 交通大臣会合にて承認）に位置づけ

られているプロジェクトで、合計 4 回実施されまし

た。日 -ASEAN 港湾保安共同訓練には、日本および

ASEAN9 カ国（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、

マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、

タイ、ベトナム）が参加しています。（海港を持たな

いラオスは不参加）第 1 回から第 4 回までの実績は
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表１　日 -ASEAN 港湾保安共同訓練の実績

開催日時 ホスト国 参加国 ・ 港湾

第１回 2007 年 2 月 7 日 （火） 9:00 ～ 15:00 （インドネシア時間） インドネシア 10 カ国 ・ 29 港湾

第２回 2008 年 1 月 23 日 （水） 10:00 ～ 15:30 （フィリピン時間） フィリピン 10 カ国 ・ 17 港湾

第３回 2008 年 11 月 5 日 （水） 10:00 ～ 15:30 （ベトナム時間） ベトナム 10 カ国 ・ 19 港湾

第４回 2009 年 11 月 17 日 （火） 12:00 ～ 16:30 （日本時間） カンボジア ・ ミャンマー ・ タイ 10 カ国 ・ 24 港湾
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図１　参加港湾位置図（第 1 回～第 4 回）
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表 1の通りです。 

また、図 1 に各回の参加港の位置を図示しました。

重複回数を除き、ASEAN 諸国 40 港、日本 13 港が

参加した結果となっています。

5　H21 年度までの実施状況

共同訓練では、地域全体の総括訓練指揮者（日本

が担当）から各国の指定当局（各国の政府の代表）

役のプレーヤーに電子メール・FAX で港湾保安への

脅威に関連する情報が伝達され、この情報を受け取っ

た各国のプレーヤーは、その情報をもとに状況を判

断し、各国の個別港における港湾保安担当者役のプ

レーヤーやコーストガード等のその他関係機関役の

プレーヤーに連絡・指示等を行います。港湾保安担

当者役のプレーヤーは自らの港湾において港湾施設

保安計画に従った保安対策を実施し、またその状況

に関して指定当局への報告などを行います。指定当

局役のプレーヤーは必要に応じて他の参加国と連絡

を取り、国境を越えた地域間の情報共有を図ります。

共同訓練のシナリオは、ホスト国の状況を勘案し

た国際テロに関するマスターイベントリスト（Master 
Event List：MEL）を日本で作成し、それに各国独自

のイベントリスト（Local Event List：LEL）を組み

込んで作成されます。

第 1 回は、日 -ASEAN の各国間での保安に関する

情報（テロに関する情報やその対応に関する情報）を

円滑に伝達できるかに焦点を置いた訓練が実施され

ました。第 2 回以降は、上記のように MEL に LEL
を組み込んだイベントリストの作成をして訓練を行

いましたが、独自のシナリオを作成した国は少数に

留まっていました。しかし、第 4 回には ASEAN 諸

国で独自のシナリオを作成した国の数が飛躍的に増

加しました。さらに、織り込むイベントの数も増や

してコントローラー（訓練においてシナリオを推進

する側）とプレーヤーとの情報交換を密に行う機会

をつくり、プレーヤーに時間的な切迫感を与える工

夫もされました。

次の 3 枚の写真は、いずれも第 4 回のミャンマー

での訓練時の写真ですが、訓練前日、訓練直後、訓練

翌日に写真１に示すようなミーティングを行いまし

た。シナリオはプレーヤーには知らせていないため、

写真 1

写真 3

写真 2



OCDI QUARTERLY 80

31

ミーティングは、内容に応じて、全体、またはコン

トローラーとプレーヤーを分けて行いました。写真 2

では、コントローラーが総括訓練指揮者からの情報を

受け、状況に応じてシナリオを推進する指示を港湾保

安担当者役のプレーヤー等に発信している状況です。

ミャンマーでは、当初予定していなかったイベントを

コントローラー側で追加して指示を出すという応用編

もありました。写真 3に示す港湾ターミナルの現場で

は、港湾保安担当者が適切な判断・指示・連絡を行っ

ていました。訓練については実際に想定される保安事

件を想定してシナリオを策定したため、リアリティの

高いものとなりました。このため、訓練と知りながら

も、脅迫電話を受けたターミナルオペレーターの女性

は本当に驚きを隠せない様子でした。

6 おわりに

計 4回の訓練を通じて、ASEAN 諸国において改正

SOLAS 条約についての理解は着実に向上しており、

各国は改正 SOLAS 条約に基づく対応を着実に進め

ていることが実感されました。共同訓練は回を重ね

るごとに充実し、 終回となった第４回にはカンボ

ジア、ミャンマー、タイの３カ国がホスト国となり、

各国真剣な取り組みを行っていました。

第 4 回をもって、日 -ASEAN 港湾保安共同訓練は

終了となりましたが、国際テロをはじめとする脅威

から自国および貿易相手国、そして世界の海上輸送

網を守るため、今後も不断の努力をしていくことが

不可欠となります。そのためには、各国における保

安訓練の継続はもとより、今後も JICA 研修等も有

効に活用しつつ港湾施設保安計画の策定とその評価、

港湾保安対策の実施状況に関する監査等における各

国の能力の維持・向上を図ることが重要です。この

中で我が国は引き続き主導的な役割を担うことが期

待されます。

（おくの　まさかず　第三調査部主任研究員）




