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＜海外事情調査＞

カメルーン及びトーゴの港湾事情

角野　隆

(1) はじめに

本年 2 月、社団法人海外運輸協力協会の嘱託とし

て、アフリカ中西部に位置するカメルーン国のドゥ

アラ港及びトーゴ国のロメ港を現地調査する機会を

得た。本稿においては、その調査結果の概要につい

て報告する。

（2） カメルーン

カメルーン共和国はアフリカ中部、ギニア湾に面し

た国で、北はチャド共和国、東は中央アフリカ共和国、

南はコンゴ共和国、ガボン共和国、赤道ギニア共和国、

西はナイジェリア連邦共和国に隣接している。国土

面積は 47 万平方キロメートルで、日本の約 1.3 倍の

広さがある。人口は約 1,900 万人で、そのうち約 100

万人が首都ヤウンデに、約 200 万人が経済の中心地

であるドゥアラに居住している。

一人あたりの GNI は約1,000ドルである。カメルー

ン経済は、原油、鉱物、木材、農作物といった一次

カメルーン トーゴ

面積 475,440平方キロメートル 56,785キロ平方メートル

人口 1,890万人（2008年　UNFPA） 660万人（2009年　UNFPA）

GNI 207億米ドル（2007年　世銀） 29億米ドル（2009年　世銀）

一人当たりGNI 1,050米ドル（2007年　世銀） 440米ドル（2009年　世銀）

経済成長率 3.5％（2007年）（世銀） 3.4％（2010年　EIU）

インフレ率 2.0％（2007年）（世銀） 1.4％（2010年　EIU）

総貿易額

1）輸出　36.80億ドル

2）輸入　36.19億ドル

（2007年 EIU）

1）輸出　825百万ドル

2）輸入　1,292百万ドル

（2010年　EIU）

主要貿易品目

1）輸出　原油、ココア、アルミニウム、綿花

2）輸入　鉱物・原料等、中間加工品、飲食
物・タバコ
（2007年 EIU）

1）輸出　セメント、燐鉱石

2）輸入　石油製品、資本財、食品

（2008年　EIU）

主要貿易相手国

1）輸出　スペイン、イタリア、フランス、イギリス

2）輸入　フランス、ナイジェリア、ベルギー、ア
メリカ
（2005年）

1）輸出　ドイツ、ガーナ、ブルキナファソ、イン
ド
2）輸入　中国、仏、オランダ、インド

（2009年　EIU）

対日貿易
（2009年貿易統計）

（イ）貿易額
対日輸出　3.28億円

対日輸入　42.76億円
（ロ）主要品目
輸出　木材、コルク、実綿、コーヒー豆等
輸入　自動車、機械機器

（イ）貿易額
輸出　0.61億円
輸入　16.5億円
（ロ）主要品目
輸出　カカオ豆、卑金、再輸入品
輸入　アクリル・合成繊維類、乗用車

トーゴ

カメルーン

カメルーン国、トーゴ国位置図

カメルーン国及びトーゴ国の概要

産品に大きく依存した構造となっており、国際石油価

格の変動により経済成長が大きな影響を受けること

が懸念されている。カメルーンは 2000 年 10 月に拡

大 HIPC イニシアティブ（重債務貧困国に対する債務

救済イニシアティブ）の適用を受け、2006 年 4 月に
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CP 完了時点に到達した。また、「カメルーン長期開発

ビジョン」を策定し、今後 25 年間を、経済成長によ

る貧困の削減、中所得国への躍進、新興工業国への脱

皮という 3段階に分けた経済成長を目標としている。

同国中部、ウリ川の河口に位置するドゥアラ港がカ

メルーンにおける実質的に唯一の国際港湾である。ドゥ

アラ港はカメルーンのみならず、内陸国であるチャド、

中央アフリカのゲートウェイ港湾として機能している。

同港のコンテナターミナルはメガオペレーターのひ

とつである APMT の関連企業が運営している。なお、

同コンテナターミナルのガントリークレーンは円借款

により整備されたものである。2010 年のコンテナ取

扱量は 29 万 TEU である。

調査の結果、ドゥアラ港が有する問題点として、以

下の点が明らかになった。

・航路及び泊地の水深の不足しており、大型船の入

港ができない。また、毎年大量の維持浚渫を要し、

これが利用者に大きな負担となっている。

・一部の岸壁や倉庫などの港湾施設の老朽化してい

る。

・輸入コンテナの港内滞留時間が桁外れに長い。（平

均約 40 日で、トランジットは 45 日）

・コンテナターミナルにおいてヤード荷役機械への

コンセッショネアの投資が不十分である。

・太宗貨物である原木について、ヤードとバースの

間で艀による非効率な横持ちが生じている。

・内陸国への輸送コストが非常に大きい。輸送コス

トの大きさが内陸国の貧困の原因の一つになって

いる。

・周辺海域（湾内を含む）において海賊事件が頻発

しているため、保険料が高騰している。

現在のところ、ドゥアラ港がカメルーンにおける

実質的に唯一の国際港湾であるが、同国南部のクリ

ビにおいては、鉱産品の積み出しを行うための大水

深港湾の開発が進められている。同港インフラ整備

については、本年 1 月、中国が借款の供与を表明し

たところである。

また、ドゥアラの西約 50 ㎞の外海に面したリンベ

港においても大水深港湾の計画が検討されている。新

港のマスタープランは韓国の協力により取りまとめら

れている。リンベ港の開発の動向はクリビ港と比べて

やや不透明である。

なお、同国運輸大臣は、これら両港が開発されて

も同国経済の中心地に位置するドゥアラ港の重要性

は基本的には変化がないとの認識を示した上で、三

港のシナジー効果を発揮させ、カメルーンのゲート

カメルーン国運輸大臣（右から二人目）との協議

ドゥアラ港老朽化状況の調査

ドゥアラ港在来埠頭の老朽化
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ウェイ機能を強化していきたいとの意向を調査団に

表明した。

（3） トーゴ

トーゴ共和国は、西アフリカギニア湾に面する共和

制国家である。東にベナン、北にブルキナファソ、西

にガーナと国境を接している。国土は東西が 60 ㎞と

短いのに対し、南北が約 700 ㎞あり、内陸に向けて

非常に細長い形状となっている。

同国においては、農業が GDP の約 40％、労働人

口の約 70％を占める。主要外貨獲得源であるリン鉱

石、綿、コーヒー、カカオの国際市況低迷等の外的

要因により財政赤字、対外債務等が厳しい状況にあっ

たことに加え、1990 年後半より、政治的混乱も加わ

り経済は更に落ち込んでいたが、1994 年の通貨切り

下げ後穏やかながら改善の方向にあった。IMF/ 世銀

との間で 1994 ～ 1997 年の拡大構造調整を行い、今

後の経済再建が期待されていたが、近年の食料及び

燃料価格高騰や、主要産業である綿花やリン鉱石の

市場価格の下落、2008 年の南部における大洪水によ

る被害が同国経済に与えた影響は大きいとされてい

る。天然資源の輸出以外に際立った産業もなく、一

人あたりの GNI が 410 ドル（2008 年）であること

や、人間開発指数が 182 ヵ国中 159 位（2007 年）で

あることにみられるとおり、低開発状態を余儀なく

されている。ようやく本格的な開発が開始されたの

は、国民議会選挙が実施された 2007 年 12 月以降の

ことであり、政府として貧困削減戦略書（PRSP）を

策定し、各種産業の開発やインフラ整備による経済

成長基盤の強化や人的資源開発を支える社会基盤整

備、貧困削減に関する各種課題に取り組むとともに、

諸外国による支援も途につきつつある。

同国における唯一の商港は、首都に位置するロメ

港である。同港は比較的急深な海岸線に位置するた

め、港口部水深は 16m が確保されている。港湾施

設としては、突堤式の一般貨物埠頭、コンテナ埠頭、

液体バルク埠頭及び鉱産品埠頭が存在する。

港湾貨物としては、自国の貨物のほか、内陸国であ

るブルキナファッソ、マリ、ニジェールや隣接するガー

ナ、ベニンの貨物も取扱われている。また、特筆すべ

きは、同港の大水深港湾としての特性を活かし、ギニ

ア湾奥のカメルーン、ナイジェリア等へのトランシッ

プ貨物も取扱われていることである。これらを含め、

同港のコンテナ貨物量は約 30 万 TEU である。

ポートオーソリティは国営企業であるロメ自治港

であり、港湾荷役は複数の民間オペレーターに委託

されている。ただし、鉱産品埠頭については自治港

が直営で荷役を実施している。

現状のコンテナ取扱容量が不足していることから、

二つのコンテナターミナルの拡張計画が MSC 及びボ

ローレによって進められている。前者については既に

土地造成が開始されているが、後者についてはプロ

ジェクトが遅延しており、先行きがやや不透明である。

これらに加え、防波堤の補修が西アフリカ開銀の資金

を活用して実施されている。また、世銀が港湾手続き

円滑化に向けた支援を行っている。

ロメ港が抱える問題点は以下の通りである。

・コンテナ埠頭の容量が不足しており、入港船舶の

沖待ちが日常化している。

・港内の交通が輻輳し、荷さばき場が雑然としてい

る。また、港湾ゲート付近の混雑が著しく、都市

交通に大きな負荷を与えている。

・輸入コンテナの港内滞留時間は 5～ 7日、トラン

ジットで 13 日程度と、サブサハラにおいては平

均的であるものの、なお改善の余地が大きい。

・コンテナターミナルの上物整備はコンセッショネ

アに委ねられているが、投資が不十分である。ガ

ントリークレーンや RTG は設置されておらず、

舗装や上屋の補修も不十分である。

・鉄鉱石等の輸出開始やクリンカーの輸入増加等に

よって鉱産品埠頭の容量不足が深刻化するが、埠

頭拡張のための資金調達の目処が立っていない。

また、鉱産品埠頭の粉塵対策が不十分で、周辺環

境に悪影響を及ぼしている。

・ コンテナターミナルの拡張計画が進められている

が、陸域、水域とも非常に窮屈な計画になっている。

・港湾の東側の広範囲において海岸侵食が進行して

いる。特に現在進められているコンテナターミナ

ルの拡張工事は、突堤によって漂砂を止めて土地

造成を行うものであるため、海岸侵食の一層の進

行が懸念される。

・リン鉱石の専用鉄道を除けば、鉄道がほとんど

機能していない。港湾貨物の背後輸送は全て道路
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輸送に依存している。

なお、同国の主要輸出品であるリン鉱石について

はロメ港では取扱われておらず、ペメ（ロメの東約

20 ㎞）に位置する加工場前面の専用埠頭から積み出

されている。当該施設は築後年数が経過しているが、

適切に維持管理されている。また、容量面でも当面

リン鉱石の採掘現場

リン鉱石積み出しのための専用港湾（ペメ港）

リン鉱石積み出しのための専用鉄道 ロメ港の RORO 荷役

ロメ港のコンテナ荷役

ロメ港ドライバルク埠頭の現地調査（粉塵が著しいため
防塵マスクなしでは立ち入りが困難）

は問題ないが、水深が浅く大型船の着桟ができない

ため、民間投資による沖合展開が検討されている。

（4) 結語

以上述べたとおり、カメルーン及びトーゴの港湾

は数多くの問題を有しており、それらの解決に向け、
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我が国に対する期待が非常に大きい。我が国は今後

両国との対話を深め、これら要請に適切に対応して

いくことが必要であると思料される。

なお、トーゴ国については、本年 6 月にニャシン

ベ大統領が来日し、首脳会談が行われたほか、JICA
緒方理事長との間で今後の二国間協力の方向性等に

ついての協議が実施された。首脳会談においては二

国間関係を今後とも一層強化し、トーゴへの協力を

積極的に行っていくことが確認された。

後に本調査の実施の機会を与えていただいた国

土交通省及び社団法人海外運輸協力協会、並びに調

査実施にあたりご指導、ご協力を頂いた外務本省、

在コートジボアール大使館、在カメルーン大使館、

国際協力機構、在京カメルーン大使館、トーゴ大使

館、トーゴ名誉総領事館、カメルーン国運輸省、トー

ゴ国運輸省、ドゥアラ・ポートオーソリティ及びロ

メ・ポートオーソリティその他関係各機関に深甚の

謝意を表します。

（かどの　たかし　研究主幹）

来日中のニャシンベ大統領（右）を往訪した当財団岡田
理事長（左）

大統領との懇談についての本国テレビ局からの取材

トーゴ・ガーナ国境（多くの貨物車のほか、トーゴ、ベ
ナンの二カ国を超え、ナイジェリアのラゴスに向かう乗
り合いタクシーも客待ちをしている。）

外務省の儀典官（左）に案内していただいたローカルレ
ストランの調理場




