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IAPH とは
国際港湾協会(IAPH: International Association of Ports and Harbors)は、1955 年に
設立された世界的規模を持つ港湾管理者の団体です。創設以来、東京に本部事務局
を置き、日本に本部を持つ数少ない国際団体の一つとなっています。現在、世界中
約 90 ヶ国にまたがって、約 220 の正会員（港湾管理者）と約 130 の賛助会員(港湾
関係の団体、企業、大学など)を擁しています。
IAPH は、世界の港湾関係者が交流、協力して港湾の発展、貿易の増進を図り、
もって世界の平和と人類の福祉の増進に寄与することを基本理念として、港湾のす
べての分野にわたり、活発な研究活動、情報交換、改善提案などを展開しています。
また、国際海事機関（IMO）をはじめ６つの国連機関などから非政府諮問機関とし
て認定されており、港湾に関する諸問題の解決に中心的な役割を果たしています。

IAPH 協力財団とは
（財）国際港湾協会協力財団 ( The Japanese Foundation for IAPH )は、IAPH の
本部事務局の支援を行うことにより、港湾の国際振興および国際交流の推進に寄与
することを目的として、1973 年に運輸省（当時）の認可のもとに設立されました。
セミナーの開催、日本語版ホームページの運営(http://www.kokusaikouwan.jp)、
レポートの出版などにより、港湾をめぐる国際的な情報をわが国の港湾関係者に紹
介するとともに、内外の港湾関係者相互の交流や港湾調査に協力するなど、IAPH
の活動やネットワークを活かしたわが国港湾の国際化に取り組んでいます。
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原油価格の急激な高騰にもかかわらず、世界経済は堅調な伸びを続けており、グ
ローバル化の更なる進展とともに、世界貿易量は力強く拡大を遂げています。こ
のため世界の主要港湾では、コンテナ貨物をはじめ取扱量の目覚しい増加にどの
ように対応していくかが大きな課題となっています。とくに先進国の港湾では、
開発余地の不足や環境との調和が大きな制約となって、新たな開発計画の実施に
遅れが目立っており、港湾の混雑問題が深刻化しています。
こうした中で、本年の IAPH 常任理事会が 10 月 9 日から 12 日まで静岡市で開
催されました。静岡県、清水市さらに国土交通省中部地方整備局の皆様には大変
なご支援とご尽力を頂きましたことに対し、当財団といたしましても、心より厚
くお礼を申し上げる次第です。今回の常任理事会では各種の会務事項とともに、
港湾やロジスティクスの保安対策、港湾の大気汚染対策、船舶廃棄物の処理施設
など国際的な港湾関連事項に対する港湾社会の対処方針をめぐって審議がなさ
れました。
今年の「IAPH 日本セミナー」は、静岡の常任理事会に引き続き、去る 10 月 13
日に、東京で 70 名近い日本の港湾関係者のご出席を得て開催いたしました。
IAPH 会長で米国ヒューストン港湾庁長官のコーネギー氏には、同港の新たな港
湾開発の実現までに遭遇した経験をもとに、地域社会との良好な関係をどのよう
に築いていくべきかを語っていただきました。また、IAPH 欧州事務所代表のフ
ァンデラー氏には、国連や国際機関を中心とした港湾の環境、セキュリティに関
する新しい枠組み作りの最前線の模様を詳しく報告してもらいました。あわせて、
開催準備の進む来年の IAPH ヒューストン総会について、同港湾庁の IAPH 総会
担当部長のジェームス女史に映像を交えて紹介してもらいました。
本資料は、これら講師の方の講演資料を日本語に翻訳したものと併せて報告書に
取りまとめたものです。今回は準備の遅れから資料出版がセミナー当日に間に合
わず、事後の発送となりましことをお詫びいたします。本資料が日本の港湾や海
事に関わる方々にとって少しでも役に立つことを願っております。
最後に、今後とも、国際港湾協会ならびに国際港湾協会協力財団の活動に、一層
のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(財)国際港湾協会協力財団
理事長
井上 聰史
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本日、私は、港湾開発を進めるに当たって、いかにして地域社会と良好な関係を築き上げて
行くか、という事についてお話しさせて頂きます。特に、14.5 億ドルのベイポート・コンテナ・クルーズ・ターミ
ナルの建設に取り組んで来た、私共ヒューストン港湾庁の経験を中心にお話したいと思います。
端的に申し上げて、このベイポート・プロジェクト推進のために地域社会と良好な関係を築き上
げるには、地域社会の様々な団体へのきめ細かな対応や、それらの人々とのぎりぎりの交渉が必要で
あり、成功と失敗の繰り返しでした。それらの交渉は、我々の思惑通りに進む事は少なく、受身に回る
事が多く、その過程では、困難な局面も多々ありました。そういうことですので、私としては、先ずは、どの
ようにしてベイポートは開発されたのか、そして地域社会がベイポート・プロジェクトに参加するようになった
のは、いつ頃だったのかといった事について、簡単にその背景をお話しする事から始めさせて頂きます。

ベイポート・プロジェクトは、実際に建設が始められるまでに４０年以上もかかったのですが、
ヒューストン港湾庁は戦略的な計画に基づき、将来の開発を見越して、この土地を４０年以上も前に
取得しました。この港湾開発計画が立てられた頃には、環境への取り組み責任は、 草の根 活動の
主要な議論の対象ではありませんでしたし、専門家以外の人々はその様な言葉自体認識していませ
んでした。
ヒューストン港湾庁（PHA）は、今を遡ること 42 年前の 1964 年に現在の土地の大半を取得し、
プロジェクトの第一ステップを踏み出しました。取得した土地は、ベイポート化学コンビナートの隣りです。
ベイポート・チャネルに隣接し、ヒューストン・シップチャネルに沿って点在する小さな町の一つの近くに工
業地域があります。その周辺の住民と企業は、自分達の地域に根付いた産業を持つという事について、
よく認識していました。40 年以上に亘って、ベイポート・チャネルには大きな液体用バルク輸送施設がい
くつもあり、毎年 6,000 隻以上の船が寄港しています。それは、雇用機会を提供するものであり、又、
地域経済を発展させる強い推進力となるものです。化学工場を増設する代わりに、化学コンビナートに
隣接したところに、コンテナと客船の立派な港を持ち、その結果として雇用機会が増えるということは、
地域社会には積極的に歓迎される筈でした。しかし残念ながら、現実は、そうではありませんでした。
米国では、港湾ターミナルの建設計画とその関連浚渫作業については、連邦政府の許可が
必要です。米国での海洋関連の主たる許認可機関は、陸軍工兵隊です。 その陸軍工兵隊は、その
他の資源や海事の関係機関と共同して、申請案件が環境や地域社会に及ぼす影響、陸上輸送、
沿岸地帯の管理について、又、その他の社会的経済的影響について判断を下します。
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これらを判断するために、陸軍工兵隊は、必要な調査を命じ、何を調査すべきかを決定するた
めの地域住民との会合を持ちます。陸軍工兵隊は、場合によっては、その申請案件の代替地の検討
を行う事もあります。調査結果と広範囲に及ぶデータが集められてから、陸軍工兵隊は地域住民の
意見に対する報告書原案を発表し、その後に、最終報告書が出されます。この最終報告書は本申請
案件の許可に関する陸軍工兵隊の決定記録のベースとなります。 以上のプロセスは、申請案件に
関連するすべての影響が明らかにされたか、又、申請されている場所よりも適切な代替地はないかを
チェックするための、複雑で費用のかかる作業です。
ベイポートの基本計画が 1998 年に発表された後で、ヒューストン港湾庁は地域社会との研修
会や市民集会をスタートさせました。 この様な活動を行い、地域社会の港湾開発への関心を高める
ために、計画は適宜、部分修正されて行きました。
1998 年の終わり頃までに、環境影響評価報告（EIS）の作成着手の許可を陸軍工兵隊から
得るべく、ヒューストン港湾庁は申請を行いました。 その時に陸軍工兵隊が要求していたのは、環境
評価だけでしたが・・・。

地域住民を開発計画に参画させるようにしていたにも拘らず、彼らの不安

が高まって来ているのを、我々は、この時点で、知っていました。こうした状況下で EIS（環境影響評価
報告）を行う事は、我々がすべてを積極的に公開する姿勢を持っているという事を近隣の住民に対して
示し、又、この計画は環境にも地域社会にも害を与えるものではない事をアピールする良い方法である
と思われました。
※事務局注記 ： EIS（Environmental Impact Statement）は、米国の国家環境政策法の定めるところにより、
連邦政府が環境に大きな影響を与える可能性の高い行為（許可や認可も含む）を決定する際に、事前に必
ずその影響を評価分析し関係機関や国民に公開するためにとりまとめる書類を意味する。一般に EIS は、
提案する行為の目的と必要性、環境への影響、代替可能な方策、各代案の環境影響評価から構成される。
これに対し、EA（Environmental Assessment）は、さほど深刻な環境への影響が懸念されない場合に求め
られる、簡略化された環境影響の評価をとりまとめた書類をさす。

同時に、ヒューストン港湾庁は、ベイポート計画地に隣接するシーブルック市に対する数々の支
援策を進めて行きました。市民の生活の質を改善するため、又、プロジェクトへの協力を集めるためにで
す。市に対して新しい消防署、排水処理施設や、追加の防音壁を提供することが含まれていました。
シーブルック市との間では、契約はほぼ完了していましたが、突然、シーブルック市民がリコール投票を
成立させ、5 名の議員のうち 4 名を入れ替えてしまいました。ベイポート・コンテナ・クルーズ・ターミナルに
対する反対派が巧みに組織化されていたのは明らかでした。
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港湾庁は、市民諮問グループを創り、自らそこに参画しましたが、このグループには、港湾関係
役職員、市民、地方都市、地域社会団体、環境団体、労働組合、海運業界代表者やその他の利
害関係者が含まれていました。ヒューストン港湾庁は、本プロジェクトの建設について不安を持っている
人々に対して誠意を示すために出来る限りの事を行いました。 ヒューストン港湾庁は、市民諮問グル
ープが要請した調査のために資金提供し、このグループが選んだコンサルタントを、その調査を行う ため
に、雇用しました。市民諮問グループからの勧告にもとづき、計画には多くの修正が加えられました。そ
れらの修正の中には、数百万ドルもかかるものが、いくつかありました。
1999 年 11 月に、ベイポート・コンテナ・クルーズ・ターミナルの第 1 期工事のための 3 億 8,700
万ドルの公債募集の審査が行われ、郡の有権者の 60％に承認されました。
本プロジェクトの環境影響評価報告（EIS）の進捗状況についての声明を出す事になった際に、
陸軍工兵隊とヒューストン港湾庁は、利害関係者に対して再度広報活動を行いました。陸軍工兵隊
の EIS 担当者は、すべての利害関係者に環境調査関連の最新状況を知らせるために、定期刊行物
を発行しました。
陸軍工兵隊が 1999 年 9 月に、公債募集審査に先立って、EIS に関する調査のための会合
を開いた時には、1,000 名以上の人々が集まりました。2001 年の秋に、陸軍工兵隊が 2 つの研修会
を開催した時には、たった数十名の人々が参加しただけでした。しかし、2001 年 12 月に EIS の結果に
ついての公式な公聴会を陸軍工兵隊が開催した際には、3,000 名以上の人々が出席し、反対派と
賛成派の比率は半々でした。
2003 年 5 月に、陸軍工兵隊は環境影響評価報告の最終版を発表しました。そして 2003 年
6 月には、連邦法に基づく訴訟が、陸軍工兵隊に対して、様々な地方組織から提起されました。その
訴訟は、陸軍工兵隊の管轄地域の湿地帯についての概要説明が不適切だと主張し、調査結果に異
議を唱えるものでした。その結果、陸軍工兵隊は、ベイポート・プロジェクトに関する補足的な環境影響
評価報告を発表せざるを得なくなりました。こうして法廷闘争が正式に始まったのです。
2003 年 12 月までに、陸軍工兵隊による決定記録（ROD）が発表され、ヒューストン港湾庁へ
の建設開始許可が下りました。しかしながら、その時は、法廷闘争継続中であり、しかも法廷制度の故
に、遅々とした進捗しかしていなかったために、我々は、港湾開発計画をスムーズに進める事が出来ま
せんでした。この様な状況は、2004 年 5 月まで続きましたが、ついに、第 98 地方裁判所は、ベイポー
トの建設についてヒューストン港湾庁が陸軍工兵隊から取得した許可に異論を唱えていた反対派の
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訴訟を棄却する最終判決を出しました。こうしてやっと、ベイポート・プロジェクトの第 1 期工事の建設を
開始する事が可能となったのです。
以上述べた背景と、ベイポート・コンテナ・クルーズ・ターミナル開発の経験から、私は、皆様に
最適と思われる方法、手順を紹介したいと思います。今日、私達が行っているような、利害関係者を
プロジェクトに参画させるやり方は、このような経験から生み出されたのです。しかし、皆様もお分かりの
ように、それは、痛みとコストと計画の遅延無しに生み出されるものではありませんでした。
港湾と地域社会間のより良い関係を築くための最善の方法
1. 地域社会のリーダー達を、出来るだけ早く、プロジェクト開発の最初の段階から関与させ、意見
やコンセンサスを求めて行く
•

地元議員

•

民間企業組織

•

労働者団体、組合

•

顧客

•

港湾のリーダーと従業員

•

地域および地元社会のリーダー達

•

環境団体および資源関連機関

もし、ヒューストン港湾庁が地域社会の意見を開発段階のもっと早い時点から取り入れていた
ならば、地域の意見が重要である事をもっと容易に地域社会に納得させられた事でしょう。

2. 地域社会、メディア、リーダー達、従業員および業界関係者に対する広報宣伝活動を戦略的
に展開する
•

プロジェクトをより良いものにするため、追加、修正には柔軟性を持つ

•

プロジェクトの進捗状況を頻繁に公開する

•

プロジェクトを地域社会に知らしめるための公的フォーラムを企画し、参画する

•

地域社会のことに関して、抜けている事柄がないかどうか、様々な地域の団体に意見を
求める

•

いかに完璧に徹底した活動を行っても、地域社会から 100％の賛同を得ることはあり得
ない、ということを認識する
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ヒューストン港湾庁は、広報宣伝活動計画の一環として、メディア、地元議員、業界関係者、
および地域社会全般を啓発するための総合的マルチメディア・キャンペーンを行いました。

3. 地域住民の 生活の質(クオリティーオブライフ) という大切な問題を充分に考慮する
地域社会のニーズに応えるために、ヒューストン港湾庁は以下の事を実施しました。
•

湿地帯、その他の自然環境保護・保存計画の導入

•

総合的な豪雨用排水システムの追加

•

近隣住民への景観・騒音対策の追加

•

ISO14001 標準規格を操業開始時から遵守することの声明

ヒューストン港湾庁は、ベイポート・プロジェクト計画を、地域住民の生活の質を考慮したものに
修正しました。この様に多くのものが、監督官庁の要求基準以上のものに上方修正されました。
最終的に、ベイポートは、地域社会の意見を取り入れた結果、当初の計画に比べてはるかに
優れたプロジェクトになっています。

4. 成長を見込んだ長期的な事業計画を展開する
•

産業と市場に関する頻繁な成長予測・分析

•

市場の変化を取り入れた事業計画の調整・変更

•

プロジェクトに投資してくれる投資家のニーズの分析

ヒューストン港湾庁は 1964 年に土地の取得を開始し、それから 30 年後に、ベイポートの開発
に着手しました。そして開発プロジェクトの実施中に、魅力ある物流センターとしてのヒューストン
の評価は高まり、業者や荷主からの需要が加速的に増大しました。この予期していなかった市
場の需要変化によって、ヒューストンの TEU と総トン数は劇的に増加しましたが、既存の港湾
施設の容量はもうすでに限界に達していたのです。もし我々がベイポート建設を実施していなか
ったら、コンテナスペースに対するこの急速な需要増に対応出来ていなかったでしょう。

5. 訴訟は、当然あるものと考え、プロジェクト実施計画の中に法的戦略・対応策を入れる
•

計画の法的整合性を確かめるための、各工程毎の、法的な検討・確認作業

•

プロジェクトがいかに適法なものであったとしても、米国では誰もが訴訟を起こす可能性
がある、という事の再認識
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因みに、ベイポート建設のためのすべての必要条件をクリアーし、あるいはそれ以上の対応を実
施した後でも、建設が始められるまでに、ヒューストン港湾庁は、いくつもの裁判で勝訴しなけれ
ばなりませんでした。

最後になりますが、皆様に申し上げておきたい事は、ヒューストン港湾庁が、地域社会とのコン
センサス形成について、我々が今日知っている事を、もし 10 年前に知っていたとしたら、ベイポートでの
我々の活動やその努力の方法は全然異なったものになっていたであろう、という事です。
我々は、今や、これまでに得た知識から学ぶことが出来ます。ですから、その学んだことを、ヒュー
ストン港湾庁は、着手しようとしている、新たなプロジェクト「港湾の鉄道の再配置・改善」計画の中で、
活用して行きます。我々の戦略は、完全ではないにしても、以下のように、今まで以上に焦点が鮮明に
なっています。
o 我々は、事前に、我々の利害関係者が誰であるかを明確にしていきます。
o 我々は、人々の文化的意識が変化している事実と、生活の質に対する重要度や定義
が変化している事実を認識しています。
o 我々は、プロジェクトのプレゼンテーションを、見るからに最終版です、といった形で行うと、
反対派を立ち上がらせることになる、という事を知っています。早い時点で利害関係者
を参画させ、歩み寄りを通じて彼らが味方に付いてくれる様に努めなければなりません。

ヒューストン港湾庁は今では、広報宣伝活動は、プロジェクトの各段階と併行して行われなけれ
ばならないことを理解しています。それは、初日から第一線に位置づけされなければならないのです。
広報宣伝活動は最優先事項であり、プロジェクトの進捗に合わせて的確に案出されなければなりませ
ん。そして、プロジェクト推進機関が全面的な引受け姿勢と取組み姿勢を示す事が不可欠です。

最後になりますが、広報宣伝活動の実施には、やる気と粘り強さと才能が必要とされます。
皆様の社内にこれらの能力を備えた人材がいらっしゃらない場合には、この分野でのプロフェッショナルで
ある外部コンサルタントに委託するのがベストであろうと考えます。

以上
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Port of Houston Overview
•

The Port of Houston is comprised of the Port
Authority and private industrial companies along the
ship channel, including a $15 billion petrochemical
complex

•

Nearly 100 steamship lines offer service to over
200 countries

•

In 2005, the Port Authority deepened and widened
the channel

•

PHA will open the Bayport Container Terminal later
this year

Port of Houston
Public and Private Terminals
• 1st in US in Foreign Tonnage
• 2nd in Total Tonnage
• 10th Largest Port in the World
• 7057 Vessel Calls in 2005
• Service to 1051 Ports Worldwide
• Over 200 million tons of cargo
• $66 Billion in Foreign Trade

Bayport Container and Cruise
Terminal Project Overview
•

The Bayport Container Terminal will be built
out in phases over several years

•

Space for seven ships and a 378-acre container
storage yard

•

Maximum capacity of about 2.3 million TEUs,

•

200 percent increase over PHA’s current container
handling capacity.

•

Feature three cruise berths

•

40 acres of on-site commercial co-development
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Encourages project advocates
to avoid, minimize or mitigate
environmental impacts

Balances environmental concerns
with necessary development

Determine environmental study scope
through public hearings

Present draft report to allow
public comments

After changes to the study,
a final report is issued

Make decision based on the findings
in the study and the best interests
of the public

Key Objectives
•

Meeting ISO 14001 standards upon the
completion and opening of the Bayport facility

•

Air emissions reduction

•

Solid waste recycling

•

Storm water quality improvement

•

Energy conservation
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Mitigation Measures
•

Clean fuel and clean engine technology will help
reduce air emissions.

•

Three-mile long buffer zone around the facility
that will include a 20-foot tall landscaped sight
and sound berm.

•

Extensive storm water collection system that will
protect Galveston Bay.

Mitigation Measures
•

Lighting systems designed to use specially designed
fixtures will limit night-time impacts
at the facility.

•

Jurisdictional wetland replacement at a ratio of
more than three to one to increase the habitats
available for fish, waterfowl and other coastal wildlife.

•

Beneficial use of dredged material will create
up to an additional 200 acres of inter-tidal marsh.

Bayport Timeline
•

Late 1998 – PHA applied for Permit from U.S.
Army Corps of Engineers

•

September 1999 – Scoping Meeting for Study
Issues

•

November 1999 – Bond Issuance Election 60% Favorable

•

Fall, 2001 – Corps Workshops
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Bayport Timeline
•

December 2001 – Draft Environmental Impact
Statement Hearing

•

May 2003 – Final Environmental Impact
Statement

•

June 2003 – Federal Lawsuit

•

December 2003 – Corps Record of Decision

Involve community leaders
sooner rather than later in
the initial project
development process to
seek input and consensus.

Who?
• Elected officials
• Business organizations
• Labor groups
• Customers
• Port leadership and employees
• Regional and local community leaders
•

Environmental groups
and resource agencies
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Example
Had the Port of Houston Authority sought
community input early in the development
process, it would have been easier to convince
the community that its input was important.

Develop and implement a
public relations strategy
that includes community,
media, elected leaders,
employees and industry.

How?
• Enable some flexibility for
additional input and changes that
result in the best possible project.
• Frequently disseminate information
on project development.
• Plan and participate in public
forums that are designed to
educate the community about
the project.
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How?
• Learn from the various
community groups about things
that may have been missed in
the attempt to include the
community.
• Recognize that you are never
going to get 100 percent
approval of the community no
matter how much outreach is
extended.

Example
As a part of the Port of
Houston Authority’s public
relations plan, we initiated a
comprehensive multimedia
campaign designed to
educate the media, elected
officials, industry and the
community at-large.

Include important quality
of life issues as defined
by the local community.
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PHA’s response to community needs:
• Incorporated a plan to develop
and preserve wetlands and other
natural habitats
• Included a comprehensive storm
water drainage system
• Included sight and sound
reduction measures to lesson
impact on the neighbors
• Committed to facility operating
in compliance with ISO 14001
standards from the time it begins
operations

Example
PHA modified the Bayport project plans
to include quality of life elements
important to the near-by communities.
Many enhancements exceeded
regulatory requirements. Ultimately,
Bayport is a better project as a result of
the communities’ input.

Develop a long-range
business plan that
anticipates growth.
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How?
• Conduct frequent growth
analysis based on industry
and market trends.
• Adjust the business plan
to include changes in
the market.
• Analyze the capital needs
to fund the project.

Example
The Port of Houston Authority began
acquisition of land in 1964. If we had not
planned and begun building Bayport, we
could not have met the accelerated demand
for container space.

Anticipate litigation
and include a legal
strategy in the project
implementation plan.
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How?
• Include legal review
throughout the process to
ensure that you are doing
things correctly.
• Realize that no matter how
legally sound the project may
be, in the U.S., everyone has
the opportunity to sue.

Example
After meeting or exceeding all of
the requirements to build Bayport,
PHA had to win several lawsuits
before construction could begin.

Freight Rail Program
• The program will reduce mobility impacts from
railroad/street crossings
• Implementing a public relations strategy to:
– Define each community impacted
– Identify Quality of Life issues
– Involve Community early in process

• Involve public relations strategy in all stages
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I have been asked to speak today about how to build better relations with local
communities when undertaking the development of sea ports. In particular, I am to
focus on the Port of Houston Authority experiences as we move forward with the
construction of the $1.45 billion Bayport Container and Cruise Terminal.
To put it bluntly, the community relations effort associated with the Bayport
project has been a combination of successes and failures while walking a very fine line
among a diversified group of community groups. Many times it was more reactionary
than controlled. At some points in the process, it has been very difficult. With that said,
let me start by setting the stage by giving you a brief background on how Bayport
developed and when the communities became involved.
The Bayport Project stretched over four decades before construction commenced,
but through strategic planning, the PHA secured this property for future development.
When the port development was conceived, environmental stewardship was not a major
“grass roots” discussion topic, nor was the layman aware of such terminology.
The Port of Houston Authority (PHA) started the first step of the process with the
acquisition of much of the land in 1964—42 years ago. The land is next to the Bayport
Chemical Complex; adjacent to the Bayport Channel is an Industrial District near one of
the small cities along the Houston Ship Channel. The surrounding neighborhoods and
businesses were well-acquainted with having industry functioning out of their area. For
over four decades, the Bayport Channel has been home to the large liquid bulk transfer
facilities where over 6,000 vessels transit each year. It is (a major employment engine)
and a strong economic driver. The prospects of having a thriving container and cruise
port, and the additional employment opportunities, adjacent to the complex instead of
additional chemical plants should have been received positively by the communities. But,
unfortunately, it wasn’t.
In the United States, a marine terminal construction project and its related
dredging must have a federal permit. The main permitting agency in the United States
for a maritime project is the U.S. Army Corps of Engineers. The Corps works with other
resource agencies and maritime agencies to determine the impact of the proposed facility
on the environment, socio-economic impacts on the community, surface transportation,
coastal zone management, and many other issues.
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To determine these impacts, the Corps calls for a study to be done and holds
scoping meetings with the public to determine what should be studied. The Corps even
looks into alternate sites for the facility and its impacts. After workshops and extensive
data are compiled, the Corps will release a draft report for comment by the public
followed by a final report, which is the basis of the record of decision by the Corps on
permitting the facility. This is a complex and expensive process to ensure all impacts
from the facility are studied and if there is a better alternative to the applicant’s proposed
site.
After the Bayport Master Plan was released in 1998, the PHA started a series of
public workshops and meetings with the communities. This outreach resulted in changes
to the plan in order to bring the community concerns into the port development.
By late 1998, the PHA applied for a permit from the U.S. Army Corps of Engineers
to undertake an environmental impact statement although only an environmental
assessment was being required by the Corps. We knew at this point neighborhood
concerns were going to escalate, even though we had brought them into the process,
and doing an EIS was seen as a way to show our neighbors that we were willing to put
everything before the public and prove that our facility would not be harmful to the
environment or the community.
At the same time the PHA was working on a number of concessions with its
Bayport neighbor, the City of Seabrook, to assist them in providing a better quality of life
for their constituency, and to glean their support for the Bayport project. Some of these
concessions involved providing the City a new fire station, waste water treatment plant
and additional sound barriers. The agreement was nearly completed between the two
entities when the Seabrook citizens won a recall vote, and replaced four of their five
elected representatives. Clearly, the opposition to the Bayport Container and Cruise
Terminal had become well-organized.
The port created and participated in the Citizen Advisory Group, which included
port officials, citizens, local cities, community groups, environmental groups, labor
organizations, maritime industry representatives and other interested parties. PHA made
every attempt to “show good faith” to those who had concerns about the construction of
the project. The PHA funded the studies requested by the Citizens Advisory Group and
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hired the consultants picked by the Group to do the studies. Many modifications to the
plan were made from recommendations by the Citizens Advisory Group. Some of the
modifications cost millions of dollars.
In November 1999, a $387 million bond election for Phase One of the Bayport
Container and Cruise Terminal was approved by 60% of the countywide voters.
When it came to getting the message out on how the project’s Environmental
Impact Statement (EIS) was proceeding, the Corps of Engineers and PHA reached out
again to the stakeholders. The Corps’ EIS contractor issued regular newsletters keeping
all interested parties updated on the progress associated with the environmental studies.
When the Corps conducted a scoping meeting for the EIS in September 1999,
prior to the bond election, more than 1,000 people turned out. In the fall of 2001, the
Corps held two public workshops and only a few dozen people attended. However, when
the Corps held the official public hearing on the results of the EIS in December 2001,
over 3,000 people attended with an even split of opposition and supporters.
In May 2003, the Corps released the Final Environmental Impact Statement. In
June 2003, a federal law suit was filed against the U.S. Army Corps of Engineers by
various local organizations. The suit challenged the results of the findings contending
that the Corps’ delineation of jurisdictional wetlands was improper and the Corps needed
to release a supplemental environmental impact statement on the Bayport Project. The
legal battle had officially begun.
By December 2003, the Corps Record of Decision (ROD) was released, and a
permit was issued allowing PHA to begin construction. However, we were held up
further by the legal battles that were still in progress and moving slowly through the
court system. These continued until May 2004 when the 98th District Court issued a
decision to dismiss the final lawsuit that had challenged the PHA’s Corps permit to
construct Bayport. At long last, the construction of the first phase of the project could
begin.
With that background, I can give you a series of best practices from our
experiences at Bayport Container and Cruise Terminal development. What has come
from this experience has birthed a strategy for stakeholders’ engagement that we are
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utilizing today, but as you can see, it did not come without a great deal of pain, expense
and delays.
Best Practices For Building Better Ports And Community Relations
1. Involve community leaders sooner rather than later in the initial project
development process to seek input and consensus.
•

Elected officials

•

Business organizations

•

Labor groups

•

Customers

•

Port leadership and employees

•

Regional and local community leaders

•

Environmental groups and resource agencies

For example, had the PHA sought community input early in the development
process, it would have been easier to convince the community that their input was
important.
2. Develop and implement a public relations strategy that includes community, media,
elected leaders, employees and industry.
•

Enable some flexibility for additional input and changes that result in the
best possible project.

•

Frequently disseminate information on project development.

•

Plan and participate in public forums that are designed to educate the
community about the project.

•

Learn from the various community groups about things that may have been
missed in the attempt to include the community.

•

Recognize that you are never going to get 100 percent approval of the
community no matter how much outreach is extended.
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For example, as a part of the port of Houston authority’s public relations plan, we
initiated a comprehensive multimedia campaign designed to educate the media,
elected officials, industry and the community at-large.
3. Include important quality of life issues as defined by the local community. In
response to community needs, PHA:
•

Incorporated a plan to develop and preserve wetlands and other natural
habitats

•

Included a comprehensive storm water drainage system

•

Included sight and sound reduction measures to lesson impact on the
neighbors

•

Committed to facility operating in compliance with ISO 14001 standards
from the time it begins operations

For example, PHA modified the Bayport project plans to include quality of life
elements important to the near-by communities. Many enhancements exceeded
regulatory requirements. Ultimately, Bayport is a better project as a result of the
communities’ input.
4. Develop a long-range business plan that anticipates growth.
•

Conduct frequent growth analysis based on industry and market trends.

•

Adjust the business plan to include changes in the market.

•

Analyze the capital needs to fund the project.

For example, PHA began acquisition of land in 1964. Thirty years later, we began
developing Bayport and in the middle of the project, there was an accelerated
demand by retailers and other shippers that saw Houston as an appealing cargo
center. This unanticipated shift in market distribution points resulted in a dramatic
increase in TEUs and tonnages at Houston’s existing port facilities which were
already near capacity. If we had not planned and begun building Bayport, we
could not have met the accelerated demand for container space.
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5. Anticipate litigation and include a legal strategy in the project implementation plan.
•

Include legal review throughout the process to ensure that you are doing
things correctly.

•

Realize that no matter how legally sound the project may be, in the U.S.,
everyone has the opportunity to sue.

For example, after meeting or exceeding all of the requirements to build Bayport,
PHA had to win several lawsuits before construction could begin.
In closing, if the PHA knew 10 years ago what we know today about community
consensus building, we would have proceeded much differently with our public outreach
effort at Bayport.
We can now benefit from the knowledge we have gained and are utilizing it in the
upcoming “Port Rail Relocation and Improvements” PHA are undertaking. Our strategy,
while not perfect, is better focused:
o We are defining our stakeholders well in advance;
o We recognize the realities in the change of the cultural awareness and the
importance of “quality of life” and how it is defined; and
o We understand that presenting a project in its apparent final form will
cause opposition to organize. We must involve the stakeholders early and
try to get them on your side of the table through compromise.
The PHA now understands that a public relations program must work in tandem
with each stage of a project. It needs to be on the front line from day one. It must have
top priority and be well thought out to the same degree that a project is developed.
There must be total buy-in and commitment by the agency.
Finally, the implementation of the Public Relations Plan requires dedication,
tenacity and talent. If you don’t have those skills in-house, it is best to go to outside
consultants who are professionals in this area.

# # #
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２. IAPH 第２５回ヒューストン総会の紹介

IAPH 25th World Conference Overview Presentation
Houston, Texas, U.S.A.

国際港湾協会 総会副会長
米国ヒューストン港湾庁広報部長

Ms. Argentina M. James
Conference Vice President, International Association of Ports and Harbors
Director of Public Affairs Division, Port of Houston Authority
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歓迎の言葉
IAPH 日本の会員、そしてお集まりの皆様、こんにちは。
総会副会長として、2007 年 4 月 27 日から 5 月 4 日までの期間、米国テキサス州ヒューストン市
で開催される IAPH 第 25 回総会、世界港湾会議の概要についてお話しさせて頂きます。

総会のテーマ
今回の総会テーマは、「 情熱、そして結束！！」です。この言葉は、IAPH の 52 年の歴史、活動、
会員について、とても良く表現している、と思っています。
私達港湾関係者が直面している問題に焦点を当てた、各ワーキングセッションの内容を現在、
作成中です。
又、総会出席者の皆様には、ヒューストン市と米国が最高のおもてなしを準備しております。
因みに、ヒューストン総会のテーマは、「 とにかく最高！」 ・・・でもあります。

総会スポンサー
総会の主催は IAPH 2007 年ヒューストン推進事務局ですが、ヒューストン港湾庁、ヒューストン市、
ハリス郡、ヒューストン広域圏観光局、コンチネンタル航空が資金的なスポンサーとなっています。

ホテル
会議用のホテルは、ヒルトン アメリカズ ヒューストン ホテルで、ヒューストン再開発地区の繁華街
の中心にあります。3 年前にオープンしたこの ホテルは、ヒューストンの第一級ホテルで、四つ星
の認定を受けています。
今回の総会認定ホテルとして、各種会合、ワーキングセッション、展示会、懇親行事がここで行わ
れます。総数 1,200 のゆったりとした広い客室とスイートルームのうち、750 室が総会出席者用に
確保されています。
インターネット又は電話で 24 時間いつでも 2007 年 4 月 9 日までに予約を入れていただければ、
総会出席者用の特別料金の適用を受けることができます。 1 日当り 169 米ドル、プラス税金
17％です。

旅行
コンチネンタル航空が、2007 年 IAPH 総会の公認航空会社です。総会出席者は、コンチネンタ
ル航空に直接、あるいは旅行代理店を通じて予約を入れていただければ、割引を受けることが
できます。詳細については、IAPH 総会ホームページでご覧頂けます。
ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港あるいはホビー空港に到着される総会出席者の
皆様のために熱烈歓迎のプランを各種ご用意してあります。 総会出席者の皆様は、米国税関を
スムーズに通過できます。
皆様がヒューストンに到着された時にお役に立つべく、総会の案内表記、案内所、空港職員、
その他総会ボランティアの人々が、準備してお待ちしています。
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ワーキングセッションのスピーカーと VIP 招待者
ワーキングセッションのテーマと発表内容は、6 つあります。その各々は、パンフレットに記載され
ています。ワーキングセッションは、コンテナ輸送、コンテナ貨物の地域別需給状況、海運業界
の最近の傾向と課題、港湾の安全（セキューリティ）、リスク管理（リスク・マネジメント）、その他の
重要テーマについて、長期的な見通しを行います。

懇親プログラム
次の通り、懇親プログラムが毎晩予定されています。 総会出席者と VIP の方々には、ヒュースト
ン自慢の文化、食事、娯楽を味わっていただきます。
o 4 月 28 日（土） 「早期到着者のためのカクテル・パーティー」が、ヒューストンが世界に誇
るアミューズメント・パークで開かれます。水族館,遊園地,レストランの総合娯楽施設で、こ
の晩は、皆様には、気楽に、和やかに、そしてエキサイティングに過ごしていただきます。
巨大な水族館、鮫の水槽、乗り物、ゲーム等で、たっぷりと楽しんでいただけることと思い
ます。
o 4 月 29 日（日） 「公式歓迎晩餐会」がヒルトン アメリカズ ヒューストン ホテルで催されま
す。ヒューストンの様々な「 とにかく最高！」を演出し、米国 VIP と総会役員がご来場のお
客様方を歓迎いたします。
o 4 月 30 日（月） NASA のジョンソン宇宙センターで「この世のものとは思えない位素晴
らしい」経験をなさって下さい。ヒューストン宇宙センターでの疑似宇宙旅行体験もありま
す。総会出席者の皆様には、米国の宇宙飛行士たちに会う機会もありますし、ヒュースト
ン宇宙センターの普段は見ることのできない舞台裏を覗くツアーも予定されています。
o 5 月 1 日（火）
カントリー・ウェスタン・ワイルド・ロデオショーを見に、近くのパサデナ市
まで行きます。 大興奮の雰囲気の中で、馬や牛に乗ったり、テキサスで一番と言われる
バーベキューを堪能することが できます。
o 5 月 2 日（水） 「美女と野獣」ならぬ「美食と野獣」という名の夕食会です。皆様には、
サファリパークで野外体験をして頂けます。この楽しいお祭りムードの中、ヒューストン動
物園での気楽でエキサイティングな体験は、保存対象の野生動物たちの観察、観賞には
最適な方法だと思います。
o 5 月 3 日（木） 「イタリアへようこそ！」という夕べが、ヒルトン アメリカズ ホテルで催され
ます。ジェノヴァ港によるこの夕べは、イタリアのジェノヴァで 2009 年に開かれる IAPH 第
26 回総会へ第 25 回ヒューストン総会出席者の皆様を正式にお招きするというものです。
o 5 月 4 日（金） 「お別れ晩餐会」がヒューストン美術館で開かれます。このお別れ晩餐
会では、総会出席者の皆様には内輪だけのカクテル・パーティーと「1800 年から 1920 年
にかけてのフランス絵画の傑作」を鑑賞する予定が組まれています。これは、ニューヨー
ク・メトロポリタン美術館秘蔵のフランス絵画のコレクションの特別展示なのです。
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このお別れ晩餐会では、夕食を共にし、IAPH の新会長の就任を祝い、そして正式に
ヒューストンに さようなら を言う、ということになっています。

同伴のお客様用プログラム
総会開催中、ご同伴のお客様に楽しんで頂けるように、いろいろな日帰りツアーや催しがご用意
してあります。
o
o
o
o
o
o
o

地元の名所旧跡・史跡の見学ツアー
世界的に有名なガレリアとその他の店への買い物ツアー
乗馬
砂浜の島・ガルヴェストンにあるムーディ・ガーデンズへの日帰りツアー
最高級リゾート・コースでのゴルフ
ヒューストンの博物館・美術館巡り
サンジャシント記念碑とテキサス戦史のハイライト、戦艦テキサスへのツアー

港湾関係視察ツアー
ヒューストンを 「 とにかく最高！」 たらしめている場所を見学します。 ヒューストン港湾庁のバー
バーズ・カット・コンテナターミナルを視察、そのコンテナターミナルでは、30 年前の前回の IAPH
ヒューストン総会の折に、そこに 埋められたタイムカプセルを開く記念式典を行う予定です。
総会出席者の皆様は、ヒューストン港湾庁が完成を心待ちにしていたベイポート・コンテナターミ
ナルの視察にも参加することができます。ベイポートはメキシコ湾米国沿岸随一の近代的なコン
テナターミナルです。

総会前と総会後のオプショナル・ツアー
IAPH 総会出席者の皆様には、総会前と総会後のツアーとして、4 つのオプションが用意されて
います。
そのオプションには、ラスベガスのカジノでの刺激的な冒険ツアーや 3 日間のテキサス州サンア
ントニオでの熱帯体験リバー・ウォーク、ニューヨークの自由の女神像、ネバダ州、又、テキサス
州ガルヴェストンからメキシコに至る 船旅ツアーなどが含まれています。これらの総会前と総会
後のツアー料金は、ＩＡＰＨ総会の登録料には含まれていません。

2007 年 IAPH の展示場について
2007 年 IAPH の展示場は、エメット社が運営しています。場所は、ヒルトン アメリカズ ホテルの会
議・展示エリア内にあります。

総会登録費用
o IAPH 会員が 2007 年 2 月 28 日までに登録する場合 ： 2,050 米ドル
IAPH 会員が 2007 年 3 月 1 日以降に登録する場合 ： 2,250 米ドル
※会員の配偶者一名を含みます。

−30−

o IAPH 非会員が 2007 年 2 月 28 日までに登録する場合 ： 2,400 米ドル
IAPH 非会員が 2007 年 3 月 1 日以降に登録する場合 ： 2,600 米ドル
o 随行者が 2007 年 2 月 28 日までに登録する場合 ： 700 米ドル
随行者が 2007 年 3 月 1 日以降に登録する場合 ： 900 米ドル

登録について
オンラインで登録をされる場合は、IAPH 総会公式ホームページ（WWW.IAPH2007.com）にアクセ
スして下さい。あるいは、ホームページから登録用紙をプリントアウトして、ご記入の上、IAPH 宛
に郵送またはファックスして下さっても結構です。登録に関する更に詳しいことにつきましては、
皆様のお手元の資料一式に同封してあるパンフレットに記載されています。

総会の協力会社
インターナショナル・ミーティング・プラナーズ社が、皆様に総会を快適に過ごして頂けるように、
総会の後方支援業務を手伝ってくれることになっています。

総会での使用言語
IAPH 総会での公式言語は英語ですが、各会議では、次の 4 言語への同時通訳が用意されま
す。
スペイン語
中国語
フランス語
日本語
しかし、どの言葉でお話しされるとしても、皆様が 「ヒューストンの IAPH 総会は『とにかく最高！』
だった」 とおっしゃることを信じて疑うものではありません。
どうもありがとうございました。ヒューストンでの皆様との再会を楽しみにしています。
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(Introduction Video Presentation of “Simply the Best” in Houston!)

Welcome
Good afternoon IAPH officers, members and associated guests.
As the Conference Vice President, I was asked to provide an overview of what you can
expect during the 25th World Ports Conference that will be held in Houston, Texas, USA.
The conference will be held from April 27 through May 4, 2007.

Conference Theme
The conference theme is “Anchored by Commitment and Buoyed by Unity.” We think the
theme best reflects the 52-year history, work product and membership of International
Association of Ports and Harbor.
Plans are being made for an engaging conference work session series that will address
issues confronting our industry. Conference participants will also experience the very best
that Houston and the United States have to offer. The theme for the Houston conference
is Simply the Best!

Conference Sponsors
The conference is being organized by the IAPH-Promote Houston 2007 organization and
financially supported by: Port of Houston Authority, City of Houston, Harris County,
Greater Houston Convention and Visitors Bureau and Continental Airlines.

Hotel
The host hotel for the conference is the Hilton Americas-Houston, which is located in the
heart of revitalized downtown Houston. The 3-year-old Hilton Americas is one of
Houston’s premier hotel recently rated as a four-star venue.
As the official hotel for the conference, business meetings, workshop sessions, industry
exhibits and some social activities will be held there. Of the 1,200 spacious guestrooms
and suites, 750 rooms are reserved for conference attendees. You can make your hotel
reservations online or by telephone 24-hours a day. The daily rate for the hotel is 169 U.S.
dollars, plus 17% taxes. To receive the conference rate, you must make your reservation
by April 9, 2007.

Travel
Continental Airlines is the official carrier for IAPH 2007. Conference delegates will receive
a travel discount when they make reservations directly with Continental or through their
travel agent. Details can be found on the IAPH Conference Web site.
Plans are in place to welcome conference participants arriving at Bush Intercontinental
Airport or Hobby Airport. Conference participants will be expedited through U.S.
Customs. Additionally, conference signage, information booths, airport staff members and
other conference volunteers will be on hand to assist delegates as they arrive in Houston.
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Working Sessions Speaker and Dignitaries
There are six working session topics and presentations. The individual working sessions
are listed in brochures. We will have working sessions on the long-term forecast of
container traffic, container cargo regional demand and supply, emerging trends and
challenges of the shipping industries, port security, risk management and other key topics.

Social Program
Several evening social activities are planned to provide conference delegates and
dignitaries the best that Houston has to offer in food, fun, and cultural experiences.
o Saturday, April 28. The “Early Arrival Cocktail Reception” will be held at the
world-famous Aquarium restaurant and entertainment complex. The evening is
planned to be one of the best casual social and dinning experiences. The
restaurant’s exciting features include a 100,000 gallon public aquarium,
amusement rides, midway games and a 200,000 gallon shark tank.
o Sunday, April 29. The “Official Welcoming Dinner” will be held at the Hilton
Americas-Houston hotel. The welcoming ceremony will celebrate Houston’s
Simply the Best diversity and provide an opportunity for U.S. dignitaries and
conference officials to welcome our visitors.
o Monday, April 30. Enjoy an experience that’s “Outta This World” at the NASA
Johnson Space Center. The evening will include an interactive experience of
simulated space travel at Space Center Houston. Conference attendees will also
have the opportunity to meet U.S. astronauts and take a private behind-the scenes
tour of the space center.
o Tuesday, May 1. We will travel to nearby Pasadena for a “Country Western Wild”
rodeo exhibition. In a carnival-like atmosphere, the guests will have the opportunity
to ride a horse or bull and taste some of the best barbeque in Texas.
o Wednesday, May 2.The “Feast with the Beast” evening is being planned to
provide the conference participants with an opportunity to have an outdoor
experience in the Animal Kingdom. The casual dinning experience at the Houston
Zoo will be one of the best ways to see wild animals that represent international
local species in a fun and festive atmosphere.
o Thursday, May 3. “Welcome to Italy Night” will be held at the Hilton Americas
Hotel. It is being planned by the Port of Genoa to formally invite the conference
attendees to the 26th World Conference in Genoa, Italy.
o Friday, May 4. “Farewell Gala” will be held at the Museum of Fine Arts, Houston.
During the evening, conference attendees will be treated to a private cocktail
reception and tour of “The Masterpieces of French Painting,1800-1920 “ an
exclusive exhibition on loan from the New York Metropolitan Museum of Art’s
treasured French painting collection. The evening is being planned for dining,
celebrating IAPH’s incoming president, and official bidding farewell to Houston.
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Accompanying Guest Program
Day tours and activities around the city will be available to keep accompanying guests
entertained during the conference meetings. Some of the tours and activities include :
o
o
o
o
o
o
o

Visits to local landmarks and historical places.
Shopping excursions at the world famous Galleria and other retail outlets
Horseback riding
A day trip to Moody Gardens on the sandy coastal island of Galveston
Golfing at one of the best golf resorts.
A tour of Houston’s Museum District
A tour of the San Jacinto Monument, and the Battleship Texas, highlighting Texas
military history.

Technical Tour
See the place that helps keep Houston “Simply the Best.” Experience a technical tour of
the Port of Houston Authority’s Barbours Cut Container Terminal where we will have a
ceremony to open the time capsule that was buried there 30 years ago during the last
IAPH conference in Houston.
The conference attendees will also have the opportunity to have a technical tour of the
Port of Houston Authority’s highly anticipated Bayport Container Terminal. Bayport is the
most modern container terminal on the U.S. Coast of the Gulf of Mexico.

Pre- and Post- Tour Opportunities
The pre- and post-tour program offers four options for IAPH participants. They include an
exciting adventure on the casino strips in Las Vegas, three-day, three-night adventures
touring places like the tropical River Walk in San Antonio, Texas, the Statue of Liberty in
New York, Nevada or a cruise from Galveston, Texas to Mexico. Pre-and post- tour fees
are not included in the IAPH registration.

IAPH 2007 Exhibition
The IAPH 2007 Exhibition is managed by the Emmett Company. It will be held inside the
Hilton Americas Hotel’s conference and exhibition area.

Conference Registration fees are as follows :
o IAPH members on or before March 1, 2007: $2,050 US. After March 1, 2007;
$2,250 US.
o Non-IAPH members on or before March 1, 2007: $2,400 US. After March 1, 2007:
$2,600 US,
o Accompanying person on or before March 1, 2007: $700 US. After March 1, 2007:
$ 900 US.
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Registration
Please visit the official conference Web site at WWW.IAPH2007.com to register online.
Alternatively, download the printable form from the Web site to mail or fax it to
IAPH. More registration details are provided in the brochure located inside your packets.

Conference Planner
International Meeting Planners will be helping to manage the logistics of the conference
to assure that you have the best conference experience.

Official Language
While English is the official language for IAPH, during the business meeting we will have
simultaneous translations in four languages.
Spanish
Chinese
French
Japanese
But no matter what language you speak, we know you will say that the Houston
Conference will be “Simply the Best!” experience.

(…Closing musical version of “Simply the Best” will be playing while the final PowerPoint screen
is showing-Houston “Simply the Best!” on the screen.)
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３. 特別講演

最近の港湾をめぐる国際的な課題

Overview of Recent Development

国際港湾協会
欧州事務所代表

Mr. Fer van de Laar
Managing Director, Europe Office
International Association of Ports and Harbors
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お集まりの皆様、
私は、又東京に戻って来れたこと、そして本日、２００６年度の IAPH 日本セミナーで皆様にお話
出来ることを大変嬉しく思います。
財団の主催によるこの素晴らしいセミナーの一役を担うべく、この場に招かれたことを、いかに私が
光栄に感じているか、皆様にはお分かりいただけると思います。
本日は、少しでも皆様のお役に立てる様に、現在 IAPH で議論されている様々な問題について
お話するのが私の使命ですが、その中から、以下３点について述べたいと思います。
初めに、Port Reception Facilities Forum, 船舶廃棄物 受入港湾施設のフォーラムについて
２番目に、Supply Chain Security, サプライチェーンの安全性、セキュリティーについて、
そして最後に、Alternative Maritime Power, 代替船舶電力、つまり、陸上から停留中船舶への
電力供給について、です。

船舶廃棄物受入港湾施設フォーラム
国際海事機関（ＩＭＯ）の海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ）において、船舶から出る各種の廃棄
物を港湾で受入れる施設（以下、港湾処理施設と呼ぶ）の不充分さに係わる問題は頻繁に議
論されてきました。大きな問題の一つは、不適切と言われている港湾処理施設についての報告不
足に関することです。ＭＥＰＣは、すべての関係者にシステムの問題を見つけ、適切な改善をするよ
うに指示、勧告してきました。
一番身近な関係者によって提起された解決すべき諸問題の為に、産業を代表する組織はその問
題に対して直接的に行動を起こすように指示されてきました。そして施設使用者と施設提供者の
双方が直面している問題をより詳しく理解する為に、広範な関係代表団体のグループが、情報収
集と問題解決策を提案するために船舶廃棄物受入港湾施設フォーラムを結成しました。
海洋汚染の減少を通じてよりきれいな海を維持するという更なる目的のために、フォーラムは港湾
処理施設の利用し易さと その適切性を高めること、及びそういった施設の利用が促進されることを
提案しています。その目的を達成する為に、以下の目標が定められました：
•

港湾処理施設の使用と提供に責任を持つ関係者の結集を図る

•

施設の使用者と提供者間の連絡及び協調を推進する

•

施設の使用者と提供者間の技術的な問題を特定し、これらの問題に対する解決策を
提案する

•

地方、国、地域、そして国際的なレベルで規制に関わる問題に取り組み、実施上の問題
について規制機関にフィードバックを行う

•

国際的な港湾処理施設に関する情報源として機能する為に関連データの収集を図る
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フォーラムは、船舶海洋汚染防止条約（ＭＡＲＰＯＬ）および他の関連法律文書に従って、国際レ
ベルでの港湾処理施設の提供・使用を確保するように努めます。
我々の協会、ＩＡＰＨ以外に、以下の組織がフォーラムの構成メンバーとなっています。
ECSA
Euroshore International
IHMA
ICS
ESPO
IFSMA
ＩＭＯ事務局
INTERTANKO
OCIMF
BIMCO
EMSA
INTERCARGO
Transport Canada

欧州船主協会
欧州沿岸処理施設
国際港長協会
国際船主協会連盟
欧州港湾協会
国際船長協会連盟
国際海事機関
国際独立タンカー船主協会
国際石油会社協会
バルチック国際海運同盟
EU・欧州海洋安全庁
国際乾性貨物船舶保有者協会
カナダ交通省

2 回目の会合で、フォーラムは実行計画を起草しました。そしてＩＭＯに対してフォーラムの存在、
その目的・目標を知らしめることは価値があるという点で一致しました。実行計画は、2005 年 7 月
18 日から 22 日に掛けて行われたＭＥＰＣの第 53 回会合の期間中にＩＭＯに提出され、その問
題は旗国実行小委員会（FSI）の作業プログラムに付け加えられ、本年、2006 年 6 月第 1 週に
小委員会の第 14 回セッション（ＦＳＩ 14）の中で取り上げられました。
フォーラムのメンバーはＦＳＩ 14 の会合に参加し、ＩＭＯの実行計画に追加するというフォーラムから
の提案が討議されました。
おしなべて、すべての修正要請は好意的に受入れられ、実行計画の草案に組み込まれました。
この前向きな結果と共に、ＩＡＰＨを含めてフォーラム・メンバーがＩＭＯをその業務において支援し、
国際的レベルで発展させるべき諸々の点に関する提案を始める必要性が、当然ながら生じること
となります。
草案の報告書から、フォーラムの実行計画に組み込まれる可能性のある以下の点が、必要に応じ
てＩＭＯに対して書類や草案を提出出来るものとして、認められます。引き合いに出された点は、
以下に記載のとおりです。
1. ＦＳＩは標準事前通知フォーム（ＡＮＦ）が開発される価値がある、という点で合意しました。そして
書類の形式に関する提案を次回のＦＳＩの会合に提出するよう求めました。フォーラムがこの点に取
り組むのは価値があることでしょう。と言うのは、それは、フォーラムの実行計画と、欧州指針で現在
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使用されている欧州ＡＮＦの使用に関する直近の会合で行われた議論の両方とに合致することだ
からです。
2. 廃棄物の処理通知については、少量の廃棄物をある港のバースで処理する際にこのような書
類を入手することが困難であるとの議論があるとともに、このような書類が発行される時には、それ
は国際的に合意された書式を使用して発行されるべきであるとの一般的な合意がなされました。
ここで再び、次回の会合に向けて、ＦＳＩの検討に付される為の提案が求められました。ＡＮＦ同様
に、これは当然ながらフォーラムの作業対象範囲に入ります。
3. ＩＭＯの国際総合船舶情報システム（ＧＩＳＩＳ）に関する意見と勧告は、ＩＭＯ事務局に受け入
れられました。これらの意見は、旗国と寄港国双方による接点の提供及び不適切と言われている
情報のシステムへの保存期間に関するものでした。ＧＩＳＩＳの有用性はシステムの情報量に大きく
依存するということが強調されました。そしてＧＩＳＩＳは今もなお、寄港国と旗国の両方についてかな
りの情報量が不足しているということがフォーラムによって指摘されました。ＧＩＳＩＳへの連絡は、リンク、
http://gisis.imo.orgを使って、行うことが出来ます。
4. 港湾廃棄物管理計画に関する討議は、（もし港によって完成された場合は） ＧＩＳＩＳを通じて
このような計画が確実に入手出来るようにしておくべきである、然しながら、縮刷版を検討しておく
ことは価値があることであるという合意で締めくくられました。この問題に関する討議を進めてきて、
小委員会はフォーラムに対して、どのような情報が港湾廃棄物管理計画から抽出出来るのか、ま
た、ＧＩＳＩＳにおいて利用出来るのかということについて提案するよう特に要請しました。
5. ＦＳＩは、フォーラムが技術的及び設備関連の問題への取り組みを開始したことに注目し、この
問題に関する提案が 2007 年の次回の会合においてなされることに期待を示しました。
6. 世界中の港湾処理施設作業が実に様々なやり方で行われている事実に基づき、小委員会は
「港湾処理施設に関する簡易マニュアル」を作成することは非現実的であると考えました。その代
わりに、小委員会は「港湾処理施設に関する適切な慣行についての指針」を作成することに合意
しました。再び、フォーラムは次回の FSI の会合で本書類に関する意見と指針を提出するよう特に
要請されました。
以上が、フォーラムの作業に関してＦＳＩ 14 会合の結果をまとめたものです。又、会合の報告案か
らの引用もどうぞご一覧下さい。これには見直しされたＩＭＯの実行計画も含まれております。
以上から 港湾処理施設フォーラムの議題には、MARPOL 73/78 会議の様々な項目の廃棄物
の処理施設を改善する為の重要な項目が引き続き満載されていることがお分かりでしょう。

サプライチェーンの安全性（セキュリティー）
先ず初めに、つい数週間前に「エコノミスト」誌に掲載された物流のテーマに関する傑出した寄稿の
中で、私の目に留まったある意見についてお話します。
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そこでは、インペリアル・フェデレーション・リーグのジョージ・パーキン卿の言葉が次のように引用されて
います。
「ヨークシャーとランカシャー地方の大手製造業者が私に言うには、現在の諸条件の下では、
彼らは 2 ヶ月から 5 ヶ月もの長期にわたる在庫をせずに、原料の輸入を週単位で行っている。」
これは、約 100 年前の 20 世紀初頭に英国で行われていた、驚くべきビジネスのやり方だと彼が思
った当時の習慣です。
ジョージ卿には、私達が今日経験している、価格の違いや国際的な労働力、その他の要素を利
用した商業の国際化とビジネスの地球全体への広がりが信じられなかったでしょう。しかしながら、
これらが可能になったのは、我々が物流（ロジスティックス）業界と呼んでいる業界の成長があったか
らに他なりません。
私達は、ロジスティックスという言葉は元々軍事用語であるということを思い出すべきです。一般の
人々は戦争はロジスティックス次第で、勝ったり負けたりするのだということを十分過ぎる位知ってい
ます。ナポレオンと彼のロシア遠征のことを思い出して下さい。
物流産業は諸々のリスクに弱いかもしれないということは今更驚くことではありません。コンテナ化は
物流産業でのこのような変化を可能にする極めて重要な役割を果たしましたが、同時に、物流産
業をリスクに対し弱体化をもさせたのです。作業と資本のコストを削減するという流れの中で、企業
の在庫は極端な場合には、コンテナの中、船の中、トラックの荷台、あるいはコンテナターミナルの出
荷待ちをしている飛行機の中、というように、工場から直接消費者へ移動中のものに限定されてし
まっています。もし何かまずいことが起こったら、実際にはよくそういうことはあるのですが、ビジネスは
すぐに停まってしまうでしょう。海運業界以外の例を挙げますと、ボーイング 747 一機には、約 600
万個の部品が使われており、それらのすべてがどこかで製造されている訳ですが、この場合には、ほ
とんど世界中の各地で製造されている為、それらは注文され、出荷され、移動状況をトレースされ、
集荷されなければなりません。
物流の国際化を図ろうとする時には、陸路、鉄路、海路、空路というさまざまな輸送方法間のより
良い調整が必要とされます。そして現在では、全く新しい事象が導入されました。インターネットで
す。この様なすべてのことは「物流」を非常に複雑なものにします。これらすべてのものを一緒に機能
するようにする方法は時に、サプライチェーン・マネジメントと呼ばれます。
「エコノミスト」誌で、アメリカ人ロジスティックス・コンサルタント、トーマス・フリーズ氏はロジスティックス
とサプライチェーン・マネジメントの微妙な違いを以下のように説明しています：
「サプライチェーン・マネジメントはロジスティックスの進化したものである。ロジスティックスは戦術的で
あるという傾向を持つのに対して、サプライチェーン・マネジメントは戦略的である。」
サプライチェーンを効果的なものにする為には、次の要素が、ある比率で入っていることが必要です。
信頼性

信用性
十分な資本力
−41−

予測可能性

スタンダード WCO（世界関税機関）
ISO（国際標準化機構）

透明性

情報提供力

ご承知のように、ＩＡＰＨは実に様々な形で港湾ビジネスに関係している、非常に多岐に亘る会員
から構成されています。私の国オランダには 4 つの主要な港がありますが、その各々が多少異なっ
た形で組織されています。 国際連合の加盟国が多数あるのと同じ位、港湾の組織の方法には
多くの方法があると時々言われますが、ＩＡＰＨにも同じことが言えます。
それ故に、港湾当局のサプライチェーンの安全性、セキュリティーへの関与の仕方は港湾によって異
なります。港湾当局が港湾作業活動の運営主体である場合は別として、彼らは通常はサプライチ
ェーン作業に直接の影響を持ちません。但し、大抵の場合は、先ず始めにサプライチェーンを確立
する手段を維持したり提供したりする上で、なくてはならぬ役割を果たします。
そして実際のサプライチェーンとは、「あらゆる地点からあらゆる地点へ向けた物資の流れとそれに付
随する情報の流れ」のことです。
港湾当局は、物資が流通するのを可能とするインフラを確実に提供し、又将来に亘っても提供し
続けることに関与するでしょう。港湾当局は、例えば鉄路、陸路、水路といったあらゆる輸送機関
に関与するでしょう。そして空港の管理にも関与している港湾当局も現実にあります。
しかしながら、大抵の場合には、港湾当局は上で述べた 3 つの輸送機関に影響力を持っており、
3 つのすべての輸送方法に影響を有するという独自の立場にあります。港湾当局が責任を有する
地理的地域においては、しかしながら、港湾当局の関与にはさまざまな形態があり、企画主体で
あったり、開発主体であったり、資金の提供者であったり、実行主体であったり、運営主体であった
り、様々です。
例えて実例を挙げますと、南カルフォルニアのロスアンジェルス/ロングビーチという双子の港における
アラメダ回廊、あるいは上海の南にある洋山（ヤンシャン）深水コンテナ港に渡る長さ 30km の道路
橋が挙げられます。
アラメダ回廊は 20 マイルの長さの高速貨物鉄道で、ロングビーチとロスアンジェルス両港をロスアン
ジェルスの中心部付近にある大陸横断鉄道網に接続しています。それは一連の橋、地下道、陸
橋や道路改良によって、貨物列車を市内交通や旅客列車から分離し、より効率の良い交通網を
築こうとするものです。プロジェクトの目玉はミッド・コリダー・トレンチで、カーソン市の州道 91 号線と
ロスアンジェルスの 25 番街の間にある全長 10 マイル、深さ 33 フィート、幅 50 フィートの開渠鉄路
で貨物列車を運ぶものです。最初の考えが出されたのは今をはるかに遡ること、1981 年のことでし
た。建設は 1997 年 4 月に着工され、竣工は 2002 年 4 月でした。

−42−

このリストは、顧客がサプライチェーンでの信頼できるパートナーとなる為の条件を港湾当局が創造
する、数多くのプロジェクトによって、更に拡充することが可能です。
実際には、これらのチェーンの管理は、時には荷主の手に委ねられており、又は、運輸会社がこの
責任を有していることもあります。
皆様、最後にスタンダード(標準)の適用に関していくつか意見を述べさせて下さい。もし我々が同
一の標準を使うことに取り組まなかったとしたら、グローバル化した世界は混乱のうちに沈んでしまう
でしょう。
先程、予測可能性というタイトルの下で信頼出来るサプライチェーンを手に入れる為に、ある比率
で入っている、必要な要素についてお話しした時、私は標準の重要性に触れ、その問題について
極めて重要な役割を担う 2 つの組織、世界関税機関（ＷＣＯ）と国際標準化機構（ＩＳＯ）を指
摘しました。
これらの機関の役割について若干のコメントを述べさせて下さい。先ずジュネーブのＩＳＯの方から始
めたいと思います。
サプライチェーンの管理は、まさにその名前自体が示しているように、組織運営の責任範囲内にあ
る活動であって、そこにおいては安全性、セキュリティーが確保されるべきです。
ＩＳＯは自らが成功裡にＩＳＯ9000 と 14000 という一連の標準を提供してきたことを踏まえて、同じ
ような標準を創設しようとしました。「サプライチェーンのセキュリティー管理システムの規格」、
ISO/PAS 28000 及び付属書類「サプライチェーンのセキュリティー、評価並びに計画実施の為の
優れた事例に関する規格」、ISO/PAS 28001 です。
ＩＳＯは 2 つの新たなＰＡＳを現在開発中です。一つは、ＩＳＯ28000 に関する監査及び適合性評
価についてのＩＳＯ/ＰＡＳ28003 です。それは品質や環境管理システム監査の為の指針に関する
ＩＳＯ19011：2002 及び適合性評価に関する将来のＩＳＯ/ＩＥＣ17021（監査及び管理システム認
証の提供機関に対する要件） をすべての必要なセキュリティー関連の修正あるいは変更を伴いな
がら参考にすることでしょう。最近、ロッテルダムで 2006 年 4 月に開催された作業グループは、
現在、グループによる最終承認を目指して本ＰＡＳの内容を完成させつつあります。
サプライチェーンのセキュリティー管理システムに関する ISO/PAS 28004 、すなわち、原則、システ
ム並びに支援技術に関する一般的指針、これは 以前の ISO/PAS 28000 の「パートＢ」に相当
するものですが、 ISO/PAS 28000 のユーザーに役立つことでしょう。それは現在、最終編集段階
にあり、その後に投票と発行を控えている段階です。
これら 2 つのＰＡＳのうちで、28003 は、「すべての必要なセキュリティー関連の修正あるいは変更を
伴った、監査及び管理システム認証の提供機関に対する要件」について非常に巧みに規定してい
ますので、すべての関係者によって当然ながら注目されて然るべきです。
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ここで私はこのテーマについて、もうひとつ別の側面を付け加え、ベルギーのブラッセルに本部のある
世界関税機関の動きについてもご紹介しておきたいと思います。
この機関は最近ますますセキュリティーに関与するようになってきており、最近「標準の枠組」というも
のを発刊しましたが、その概要は次の通りです。
•

国際的に取引される物資に対しサプライチェーンのセキュリティーと円滑性を提供するため
の標準を確立する

•

すべての輸送機関に対する総合的なサプライチェーン・マネジメントを可能にする

•

21 世紀の課題と可能性に対応出来るように税関の部門の能力を高める

•

税関の部門の間の連携体制を強化し、リスクの高い積送品を探知する能力を向上させる

•

税関と実業界の協力関係を促進する

•

セキュリティーの高い国際貿易サプライチェーンを通じて、切れ目の無い物資移動の実現に
挑む

この枠組は世界貿易を促進し、テロリズムに対する安全性をより確かなものとし、各国の経済及び
社会福祉に対する税関と貿易パートナーの貢献を増進することに繋がる新しい確固たる土台を提
供します。それは税関職員がハイリスクの積送品を検知し処理する能力を向上し、物資の管理
効率を高め、それにより物資の通関許可と引き渡しを迅速化します。
ＷＣＯの枠組は次の2つの双子の柱で成り立っています。
•

税関と税関との間の連携体制

•

税関と実業界との間の連携、協調

WCO によれば、この 2 本柱の戦略には多くの長所があります。各々が必要とされる標準を含んで
おり、それら標準は理解のし易さと国際レベルでの早期実施の保証を推進するものです。
この枠組の着実な実施促進の為に、世界の税関関係者は段階的に進めて行くことで合意しまし
た。この枠組は各国の能力及び法的権限に従って、さまざまな段階で実施されるでしょう。
この過程を支援する為に、WCO は各メンバーの能力形成に必要な要請を見極め、可能な解決
策を提案します。これらの能力形成への取り組みは又、税関の規範と研修開発諸施策によって
完全に成し遂げられるでしょう。
WCO の評議員会は決議によって、すべての WCO 加盟地域を代表する 12 名の理事長から構成
される活動的な機関である、ハイレベル戦略グループの実施の指揮、推進という任務を堅持するこ
ととしました。そして同じ決議により、民間セクターの 30 名のトップに対し、この枠組の実施の進展
策を提案し、枠組の推進を維持するため、民間セクター諮問グループ（ＰＳＣＧ）への参加の招聘
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を行いました。その対象には、広範囲に亘る国際ビジネス、貿易、輸送の各種事業体が含まれて
おり、地域的、地理的、そして規模の要素にも配慮がなされています。
ＩＡＰＨは、このようなグループ（PSCG）に招聘されたことを光栄に感じております。そのグループの代
表の方々は、少なくとも年に 2 回会合を持ち、グループが効率的であり続けるようにし、また、グル
ープの目的を果たす為に、積極的な参加が期待されております。グループの最初の会合は 2006
年 3 月 30 日と 31 日にブラッセルの WCO 本部で開催されました。第 2 回目の会合は上海で行
われ、部分的にハイレベル戦略グループの会合と合同で開催されました。ＰＳＣＧの会員には彼ら
の意見をそのグループの会員に直接話して伝える機会が与えられました。これら税関高官の業界
が持つ要求や問題に対する関心を知ることが出来、非常に明るい材料となりました。
この枠組の税関と実業界に関する柱では、ある種の要件を充たした運営者にはあるメリットが与え
られるという認定民間事業者（ＡＥＯ）の概念が導入されました。 ＰＳＣＧ内部では、しかしながら、
この概念に 対する若干の批判も耳にします。それは、ＡＥＯが管理上の負担の減少とある種の通
関手続きの簡素化の恩恵を受けるのだという考え方ですが、ＡＥＯとしての認定を受ける為には、
運営者は自動化、管理組織、施設の確保並びに人材の選別に対する投資をする必要がありま
す。運営者がつぎ込まなければならない高水準の努力と比較すれば、得られる予想メリットは非
常に小さいものでしかありません。
最後になりますが、ＷＣＯとＩＳＯのＴＣ8 との協調は、サプライチェーンの安全性管理の為の優良事
例（2006 年秋に発刊予定）である ISO/PAS 28001 の草案に修正を加え、その修正はＷＣＯの
標準の枠組の中で概説されている業界が最良事例に対応するのを支援するという程度にまで、と
することで合意に達しました。本ＩＳＯ標準を適用することは、従って枠組の実施作業の一助となる
でしょう。
いずれかの税関当局が今後のＡＥＯを認証しようとする時は、当局は実際に監査と適合性評価を
行います。従って、すべての適格な第三者機関が使用を求められるのと同一の標準を適用する必
要があります。
このテーマに関して、私がＩＡＰＨを代表するという光栄に浴している民間セクター諮問グループ
（PSCG）は次のように述べています ： この（認証）作業の円滑化の為には、特に資源と専門知識
が欠如している場合には、適格な第三者機関の使用について、税関当局によって検討がなされる
べきです。しかしながら、今後対象となるＡＥＯは、税関当局によって直接認証を受けるという選択
肢をも有しているべきです。
適切なＩＳＯ標準が研究され、公平な競争条件が必ず創出されるよう税関と業界がともにこれら
標準の適用に取り組むならば、それは大いに価値があるでしょう。
最後に、ＩＳＯは様々な輸送機関間の情報のやり取りを単純化する標準についての作業を開始し
ました。
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代替船舶電力
汚染防止の思想の柱を形成する原則の一つは、対策は汚染の源に対して向けられるのが最良だ
という考え方です。ＩＡＰＨはその世界各地の会員に対して、あらゆる形態の汚染を最小限にしよう
とする努力の中で、彼らによって採られたすべての対策について、この原則を使うように勧告しました。
多数の組織、特に国際海事機関に代表される組織によって、より安全な船舶とよりきれいな海洋
の実現に向けての努力の中で、この原則が促進されており、MARPOL 73/78 の付属文書 VI が
少しずつ発効されて行く中で適用されています。ＩＡＰＨとして嬉しく思います。
港湾地域での大気汚染防止は、各々の地域にある関係機関の管理下にある為、国や地域や
各地の行政当局が、港湾地域にある企業及びサービス提供者に対して、どのような形で関わるか、
又、彼らの港湾当局との関係に大きく依存します。結果として、ルールを設けることとルールを実施
することに関して言えば、ＩＡＰＨの会員の数とほとんど同じ位に様々であると言えます。
大気汚染防止のルール化に責任を有する機関の大半は（すべてではないとしても）上述の発生源
規制の原則に同意することでしょう。又、これらの問題に一般的に取り組む際には、最小の努力で
最大の効果を持つ対策が明らかな特徴となる様な行動計画を作成することでしょう。その反対に、
大気汚染防止において大きな努力が必要とされる割に最小の結果しか得られないような
対策もあるでしょう。この点において努力とは 「ヒト、モノ、カネへの投資である」 と言い換えることが
出来ます。
このような計画において検討される可能性の一つは、いろいろな国の船舶からの排気ガスの規制で
す。放出物の源泉の一つは、船舶用エンジンからの排出ガスですが、港に停泊中は、特に代替船
舶電力（AMP）と呼ばれる、沿岸施設から船への電力の供給によって、実質的にはゼロになるかも
しれません。本来 AMP が大気の質に関して貢献をする可能性はかなりある、ということは既に実
証されています。しかしながら、港湾地域の配置形状やその地域にある産業の種類によっては、別
の排出物質を規制することによって、もっと得るものが大きくなる可能性があります。
更に AMP に取り組もうとする場合に、頭に浮かぶ一つのことは、このようなエネルギーの供給とその
ための設備に関する国際基準が全く無いということです。
AMP が現在、そして過去数十年間に亘って、いろいろな港で様々な名称で呼ばれてきたことは
注目に値します。一つは「コールドアイアン方式」で、船が乾ドックに入り、すべてのボイラーとその他
のエネルギー供給システムが完全に「冷えた鉄（コールドアイアン）」になることが確認出来る期間の
ことを実際には意味しています。ヨーロッパのいくつかの港、特にスウェーデンの港（イェーテボリとストッ
クホルム）はかなり長い期間に亘り、沿岸から供給される電力を、市の中心地に停泊しているフェリ
ーの為に、騒音を無くすことを狙って実際に使ってきました。ロスアンジェルスとロングビーチは米国西
海岸に面した港の例ですが、ここでは大気汚染の規制方法として AMP の適用を推進しています。
上記に鑑みて、IAPH は、AMP の供給は港湾での大気の質の問題に取り組む際に検討すべき
価値のある対策である、との意見を持っており、2006 年 4 月のインドのムンバイで開催された

−46−

中間年理事会で、以下のことを強調したい旨の決議を行いました。
•

MARPOL 73/78 の付属文書 VI にある汚染源規制の改善は、船舶排出ガスの減少の
為に更に促進されるべきである

•

現地の状況が、AMP をどこでいつ適用すべきかを決定する上で最優先されるものである

•

国や地域によって多様な仕組みになることを避ける為に、供給と切り換えに関する国際標
準が、至急整備されなければならない

•

港湾と海運業界は、最良の方法の為の情報交換を積極的に行うべきである

•

関連する進展状況については、注意深く監視する

汚染源規制対策は、港湾地域に入港する船舶に対するものです。エンジン・メーカーによって船
舶エンジンからの排出物を減少させ、また排気ガスの浄化システムを提供する努力が進められて
います。
重油中の硫黄分を引き続いて減少させることにより、更なる進展が見られます。世界のある地域
では、その地域内で船が使用する可能性のある燃料の種類を規制することによって船舶エンジン
の排出物をより効果的に規制する対策が実施されてきています。バルト海沿岸地域は、この様な
地域ですが、他方で、アメリカ大陸では、カリフォルニア大気資源委員会（CARB）が、カリフォルニア
州の港に寄港する外航船の所有者と運営者に、船舶の補助ディーゼルエンジンとディーゼル・電
気主推進エンジンからの排出物に関する新しい規制を 2007 年 1 月 1 日付で実施予定であるこ
とを再度指摘する勧告を出しました。その規制は、よりきれいな舶用燃料の使用、あるいはそれと
同等の排気ガス規制を要求するもので、カリフォルニア州沿岸から 24 海里までの範囲にある船舶
に適用されることになります。
今から数週間前の 9 月中旬に、ある会合が ISO（国際標準化機構）によってアメリカのワシントン
DC で開催されました。会合の目的は、船舶に対する陸電供給接続の標準化に関する検討の範
囲と作業計画を明らかにすることでした。
その会合では以下のテーマが扱われました：
船舶への陸電供給接続に関する、地方、国、国際レベルでの必要な要件、及び
国際海事機関（IMO）の必要な要件の検討
以下の船種に対する必要な要件とその適用
客船
タンカー
コンテナ船
フェリー
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更に、陸側設備と陸側インフラの必要な要件についても討議されました。すでに市場に出回ってい
る陸側設備についての選択肢とこの設備に関連する所有権問題も合わせて討議されました。
ロスアンジェルス港はコンテナ船用バース及びその関連インフラについての自らの経験に基づく情報
を提供しました。他方で、ロングビーチ港はタンカー用バースの沿岸インフラに対するいくつかの計画
を提供しました。
グループが何とか主要な陸側構成要素の範囲を確立し、その後でそれを発展させる課題を引き
受け、最終的に標準化を必要とする詳細な陸側構成要素について合意にこぎつけることが出来
たことは、非常に大きな成果でした。
会合の最後に、議長であるロスアンジェルス港のカリス氏は、実行計画を提示し、いくつかの実施
期限を設けました。
私は、グループで議論されたいくつかの点に焦点を当てさせて頂きたいと思います。
グループは、その作業内容は純粋に技術的な性質のものであるべきであり、又今後もそうあり続け
るべきであり、どこでいつ AMP が実施されるべきか、あるいは実施出来るであろうかという問題は
このグループでも、あるいは他のいかなる技術グループでも論じられるべきではない、ということで
合意しました。
これらの問題は純粋に各地方および地域によるべき性格のものであり、その地域の適切なフォーラ
ムや機関によって排出物規制対策の適用に関する検討事項として討議されるべきです。
しかし、このような議論には科学的根拠が必要なことが分かった為、この問題をある程度掘り下げ
る提案が PIANC（国際航路会議）の環境委員会に出されるべきとの提言がされました。
そのような問題について提案をしていく中で、グループは、海事条約の原則を船舶の標準化の為の
指針に適用することは価値があるであろうと考えました。このようにして、船舶の為にも公平な場が
確保され、沿岸施設にも自動的に同じように確保されています。
ここで私はグループが考え出したいくつかの考えをご紹介します。「1 つのサイズがすべての船舶に当
てはまる」という取り組み方をするのは非常に困難であろうとの認識から、様々なタイプの船舶用の
ISO 指針というものを整備することが決定されました。ここで言う様々なタイプの船舶とは、客船、コ
ンテナ船、ローロー船、タンカー・液化天然ガス運搬船、フェリーやばら積み船などのことです。
以上のすべてのタイプの船舶に関して、以下に挙げる様な主要項目の把握を行い、そういった主
要項目について、これらの様々なグループ毎に研究をし、コメントをするべきなのです。主要項目と
は、試験と責任、グラウンディング(地上へのアース)、ケーブルとコネクター、人の安全と管理/意思
の疎通 といった項目です。
研究すべき追加項目は、各々のグループの項目とほぼ同じものですが、その研究は、結果的に、
いろいろなタイプの船舶と、ひいては沿岸施設についての、様々な指針ないし基準を設定すること
になるかもしれません。そういった項目は、広範囲にわたっていますが、例を挙げれば、以下のような
ものです。
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・（今後 20 年間の）電力需要
・電圧（440 V, 6.6 kV, 11 kV）
・周波数(50 or 60 Hz)
・電力特性
・信頼性及び障害許容範囲（漏電）
・電源切り換え（相転回/電圧調整/同期化/切り換え時間
・アース（アース地点）
・規格調整
・設備の位置（船舶/沿岸）
・変圧器
・周波数変換器
・陸側接続位置
・埠頭コンセント（位置及び数）
・ケーブル管理システム（ケーブルの位置及び数）
そして、こういった項目のリストアップは、まだ完全なものではありません。まだこの他にも考慮されな
ければならない多数の追加項目があります。例えば、コネクターの試験と承認基準、コネクターの
寸法、責任、研修と試験、担当者の認定などです。
まだまだやるべき多くの作業が残されていることがお分かりだと思います。同じ会議に参加していた
国際電子技術委員会（IEC）が出来る限り、グループを支援する考えを打ち出したことは心強いこ
とでした。また、国際船級協会連合（IACS）も同じ趣旨の意見表明をしました。
グループはかなり踏み込んだ内容の予定表に合意して作業を終えました。その予定表を今からスラ
イドでお見せいたしますが、見て頂ければ、私の説明がなくても、すべてお分かりになると思います。
さて、もう今まで充分お話させて頂いたと思います。皆様方のご清聴に感謝申し上げますと共に、
私に出来る限り、皆様からのご質問に喜んでお答えしたいと思います。また、これからお見せするス
ライドが我々の現状を暗示するものではないことを希望しております。
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Port Reception Facilities Forum
FUNCTIONS

• bring together users and providers
• enhance communication and cooperation
• identify technical problems and propose solutions
• address regulatory issues at all levels and
provide feedback to the regulators
• collect data and act as a resource on
international port reception facilities.

Port Reception Facilities Forum
MEMBERS
ECSA
Euroshore International
IHMA
ICS
ESPO
IFSMA
IMO Secretariat
INTERTANKO
OCIMF
BIMCO
EMSA
INTERCARGO
Transport Canada
IAPH

European Ship Owners
European Shore Reception Facilities
International Harbour Masters
International Ship Owners
European Sea Ports
Ship’s Masters
International Maritime Organization
International Tanker Owners
International Oil Companies
International Vessel Owners
European Maritime Safety Agency
International Dry Cargo Vessel Owners
Canadian Transport Ministry
International Association of Ports & Harbors

Port Reception Facilities Forum
OUTCOME OF FSI 14

• Develop Advanced Notification Form (ANF)
• Develop Waste Delivery Notification (WDN)
• Promote Global Integrated Shipping Information System (GISIS)
• Produce Port Waste Management Plan
• Specify Equipment and Technical Issues
• Develop "Guide to Good Practice on Port Reception Facilities"
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Supply Chain Security
Sir George Parking

Supply Chain Security
INGREDIENTS FOR AN EFFECTIVE SUPPLY CHAIN

Reliability

Trustworthiness
Sufficiently capitalised

Predictability

Standards

Transparency

Information availability

WCO
ISO

Supply Chain Security
INFRASTRUCTURE

Shanghai Deepwater Container Port near Jinshanzui
30 km long road bridge

Alameda Corridor in the LA/LB twin port area California
20 mile long rail cargo expressway
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.
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Supply Chain Security
ISO SPECIFICATIONS FOR THE SUPPLY CHAIN

ISO/PAS 28000 Security management systems for the supply chain

ISO/PAS 28001 Specification on Best Practices for Implementing
Supply Chain Security, assessment and plans”

ISO/PAS 28003 Auditing and conformity assessment related to
ISO 28000

ISO/PAS 28004 Security management systems for the supply chain
General guidelines on principles, systems and
supporting techniques

Supply Chain Security
WCO FRAMEWORK OF STANDARDS
• establish standards that supply chain security and facilitation
to goods being traded internationally;
• enable integrated supply chain management for all modes of transport;
• enhance the capabilities of Customs administrations to meet the
challenges and opportunities of the 21st Century;
• strengthen contacts between Customs administrations to improve
their capability to detect high-risk consignments;
• promote cooperation between the Customs and business communities;
• champion the seamless movement of goods through secure
international trade supply chains.

Supply Chain Security
WCO FRAMEWORK OF STANDARDS

• High Level Strategy Group (HLSG) guides and drives
the implementation
• Private Sector Consultative Group (PSCG) advises
the HLSG on progress of implementation
• HLSG & PSCG together maintain momentum of the Framework.

−52−

Supply Chain Security
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ELEMENTS

QUALITY CIRCLE

Alternative Maritime Power
POSITION OF IAPH
• improvement of source control measures in Annex VI of
Marpol 73/78 should be further stimulated to decrease
the emission by ships;
• local situations play an overriding role in deciding
where and when to apply AMP;
• global standards for supply and transfer have to be urgently
developed to avoid differing national or regional regimes;
• ports and shipping industry should be encouraged to
exchange information on best practices;
• developments will be closely monitored.

Alternative Maritime Power
INVOLVEMENT OF ISO
• ISO/TC 8 /SC 3 has established Working Group
• first meeting 14 & 15 September in Washington DC
• 35 participants including OCIMF, Intertanko, IEC, IACS, IAPH;
• action plan set up by WG ( see following sheets)
• final ISO SC draft ready end 2007
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Alternative Maritime Power
DRAFTING GROUPS
Ship types

Subjects

• cruise

testing & responsibilities

• container & Ro-Ro

grounding

• tanker & LNG carrier

cables & connectors

• ferries
• bulkers

personnel safety &
control/communication

Alternative Maritime Power
ALL GROUPS
•
•
•
•
•
•

power demand (for 20 yrs to come)
voltage (440 V, 6.6 kV, 11 kV)
frequency (50 or 60 Hz)
power quality etc.
reliability and fault tolerance (fault current)
power transfer (phase rotation / voltage matching /
synchronization / time to transfer)
• grounding (grounding point)
• code and standards coordination
• equipment location (ship/shore)
• transformer
• frequency converter
• shore connection point
• wharf outlets (position & number)
• cable management system (position and number of cables)

Alternative Maritime Power
….. and numerous specific subjects such as
• connector testing & approval standard
• connector dimension
• responsibilities
• training & testing
• certification of personnel
• etc. ……….
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