
海事問題調査委員会 中間報告その５

―安全と環境―

ソマリア沖・アデン湾における
海賊問題と今後の課題について

海事問題調査委員会 委員長 平塚 惣一

海事問題調査委員会では、この数年「安全と環境」をテーマに調査し、結果を会報「海洋」で発表し
ているが、本年度も同じテーマで調査発表を継続して行く予定にしている。
さて、今回は「安全」というテーマに焦点を当て、ソマリア沖・アデン湾で続発している「海賊問題」

を取り上げた。
ソマリア沖・アデン湾はわが国の商船隊にとって、非常に重要な航路のひとつである。そこに海賊が

出没し、船舶と乗組員の安全が脅かされている。また、「海賊」問題は、わが国だけではなく、世界各国
の海上物資輸送にも支障を来たしており、わが国自衛隊を始め、各国軍などが艦艇や哨戒機を派遣する
などして、海賊対処活動を実施しているが、一向に減少する兆しは見えないばかりか、最近ではインド
洋、アラビア湾の全域まで拡大している。
この問題は、わが国の経済だけではなく、海洋会にとっても非常に重要な問題であるので、海事問題

調査委員会の山内委員に、問題の現状、対策、今後の課題などについて、取り纏めて戴き、委員会で討
議して今回の発表とした。

�．海賊事件の発生状況

国際海事局（IMB）の海賊レポートによると、

２０１１年に報告のあった全世界における海賊事件は、

前年より６件少ない４３９件（前年比約１．３％減）と

なり、５年ぶりの減少となった（表１参照）。

発生件数はわずかながら減少に転じたものの、

地域別に見ると、ソマリア沖・アデン湾などを含

むアフリカ、および東南アジアでは増加傾向とな

り、発生件数全体の約８５％を占める。前年比では、

それぞれ約１３％増、１４％増となり、両エリアにお

ける海賊事件の増加が見られた（表２参照）。

一方、被害に遭った乗組員・乗客の数は大きく

減少し、２０１１年は８９５人（前年比２９．５％減）、人質

に関しても８０２名（前年比３１．７％減）となった。被

害状況の全体像を見ると、被害件数が相対的に減

少したことが、結果的に人質被害の減少につなが

ったといえる（表３参照）。

（出典：国際海事局〔IMB〕資料）

表１ 海賊事件発生件数推移 表２ 世界各地域毎の海賊発生件数の比較

（出典：国際海事局〔IMB〕資料）
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ソマリア沖・アデン湾における海賊事件は一向

に減少する兆しが見えないばかりか、最近では海

賊事件の発生海域はインド洋およびアラビア海の

全域にまで拡大している状況である（図１参照）。

２０１１年は、２３７件の海賊事件がソマリア沖・アデ

ン湾で発生し、２８隻がハイジャックされている。

このうち１６１件、ハイジャック隻数でいえば実に２４

隻が、アデン湾外のソマリア東方沖での事件であ

る。

一方、同海域におけるハイジャック件数が顕著

に減少している。これは、各国海軍による海賊対

処行動やシタデル（篭城設備）設置、民間武装ガ

ードの採用など各商船による防衛対策等が功を奏

し、ハイジャック件数が減少したとみられている

表３ 乗客員・乗客の被害状況（過去３年比較）

図１ ２０１１年のアデン湾（含む紅海）・ソマリア東方沖（含むインド洋・アラビア海）における海賊事件発生状況

（出典：国際海事局〔IMB〕Piracy Map 2011）

（出典：国際海事局〔IMB〕資料）
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（表４参照）。

しかしながら、同海域における海賊の凶悪化も

引き続き顕著であり、２０１１年は８人もの船員が海

賊に殺害されており、全世界でも海賊による殺害

事件が発生したのは同海域のみである。

�．ソマリア沖・アデン湾における海賊について

そもそも海賊とは、国連海洋法条約（注１）により以

下のように定義されている。

〈国連海洋法条約 第１０１条（海賊行為）〉

公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも

服さない場所にある船舶、航空機、人または財産

に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組

員又は旅客による、私的目的のために行う全ての

不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそのよ

うな行為を煽動又は故意に助長する全ての行為。

（注１）国連海洋法条約：

「海は全人類のものであり国家は海洋に関して人類に

対する義務を有する」

１２海里の領海、国際海峡、２００海里の排他的経済水域、

海洋環境の保護、海洋の科学的調査、紛争の手続に関

する条項を設けている。

海賊といえば、昔から南米、西アフリカ、マラ

ッカ・シンガポール海峡、南シナ海など多発地域

として挙げられるが、ソマリア沖・アデン湾の海

海賊が利用する母船

商船への襲撃時に使用される小型ボート（スキフと呼ばれる）
高馬力の船外機、商船への乗込用梯子など確認できる

自動小銃（手前）とロケ
ットランチャー（後方）
を構える海賊アデン湾で
は重火器を使用した海賊
行為が特徴である

海賊の銃撃により割られた船橋前面の窓ガラス

（写真：ロイズリスト、トレードウインズ、フェアプレー）

海賊の銃撃により無数
の穴があいたドア

表４ アデン湾・ソマリア東方沖における海賊事件隻数

２００９年 ２０１０年 ２０１１年

事件件数 ハイジャック 事件件数 ハイジャック 事件件数 ハイジャック

アデン湾（含む紅海）
１３１件

（０件）

２０隻

（０隻）

７５件

（３件）

１６隻

（０隻）

７６件

（３件）

４隻

（０隻）

ソ マ リ ア 東 方 沖
８６件

（２件）

２７隻

（０隻）

１４４件

（５件）

３２隻

（１隻）

１６１件

（４件）

２４隻

（０隻）

合 計
２１７件

（２件）

４７隻

（０隻）

２１９件

（８件）

４８隻

（１隻）

２３７件

（７件）

２８隻

（０隻）

（ ）内は日本の企業に関係する事件の隻数 （出典：国際海事局〔IMB〕資料）
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賊の特徴としては、「乗組員を人質に取り、身代金

を要求する」という点であり、そのために相当な

重武装化をはかっており、その他地域の海賊に比

べ非常に凶悪性が高いといえる。

国際海事局（IMB）のレポートによると、２０１２

年３月１９日現在で、同海域の海賊に拘束されてい

る船舶数１３隻、人質１９７名にものぼっている。

参考までに海賊の分類を以下に示す。

〈海賊の分類〉

�アジア型：密かに船舶に侵入して、乗組員の部
屋や倉庫から現金や貴重品を暴力を使わずに盗

み取るタイプ。

�南アメリカ型：港に停泊している船舶を武器を
使用して襲撃、現金、貴重品、貨物、船用品等

を全て強奪。

�船舶の横取り型：船舶を奪取し、貨物の輸送に
利用する。

�ハイジャック型：乗組員を人質にとり、身代金
を要求する。周到に計画され、陸上で糸を引い

ている一味がいる可能性が高い→ソマリア沖・

アデン湾における海賊の特徴。

�．ソマリア沖・アデン湾においてハイジャック
された船舶の拘束期間と身代金の推移

One Earth Future Foundation（Ocean Beyond

Piracy Project）（注２）による調査報告では、２０１１年の

同海域におけるハイジャック船の平均拘束期間は、

約６ヶ月、１船当たりの平均身代金額は約５００万US

ドル、最高身代金額は原油タンカー解放の際支払

われたとされる約１，３５０万USドル、そして、２０１１

年に支払われた身代金総額は約１．６億USドルとし

ている。同報告によると、拘束期間、身代金額と

も年々上昇してきている。

〈海賊による平均拘束期間推移〉

２００８年：約６０日 ２００９年：約６０日

２０１０年：約１１０日 ２０１１年：約１８０日

〈１船当たりの平均身代金額推移〉

２００８年：約１３０万USドル�隻
２００９年：約３４０万USドル�隻
２０１０年：約４００万USドル�隻
２０１１年：約５００万USドル�隻

（注２）Ocean Beyond Piracy Project：

２００７年にビジネス企業家によって設立された非営利

的な民間組織、海賊行為を解決する短期および長期の

共同のアプローチを展開するために、Ocean Beyond

Piracy Project を確立。

�．海運事業者による海賊対策例

各海運事業者では、現行のBMP４（Best Man-

agement Practices for Protection against Somalia

Based Piracy：有志連合軍監修の下、国際海運団体

が策定した海賊対策指針）を遵守しつつ、各社毎

に海賊対策を策定して自衛措置を講じている。

ソマリア沖・アデン湾における商船の海賊対策

例は次のとおりである。

�アデン湾における「安全回廊」の航行

アデン湾に設定された安全回廊（IRTC＝

Internationally Recommended Transit Corridor：

UKMTO〔英国海軍情報収集機関〕が策定、推奨し

ている航路）を航行する。

�各国海軍が展開する護衛船団への参加

船舶のスケジュールを調整し、可能な限り各国

が展開する直接護衛船団に参加する。

現在、ソマリア沖・アデン湾においては、各国

軍および有志連合軍などが艦艇、哨戒機などを派

遣、海賊対処活動を行っている。わが国も２００９年

３月より、海賊対処のために護衛艦２隻、哨戒機

（Ｐ‐３Ｃ）２機からなる部隊を同海域に派遣し、

きめ細かい護衛活動を継続して行っている。アデ

ン湾において、２０１２年２月末現在で計３３４回、延べ

２，５２５隻の船舶が海上自衛艦２隻による護衛を受け

ている。

アデン湾における安全回廊（IRTC）
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船 速
（ノット）

出発時間（世界時）

東 航 西 航

１０ ０１００ １５００

１２ ０５３０ ２１００

１４ ０８３０ ０１００

１６ １１００ ０５３０

１８ １３００ ０７００

�船団航行方式（Group Transit）への参加

EU軍は、商船の効率的な保護のため、船舶の速

度に応じて、毎日決められた時間に船団を組んだ

上で安全回廊を航行するよう推奨している。船団

に艦船は随行しないが、集中的にモニターされる。

�UKMTOが運用する位置通報制度への参加

UKMTOによる任意位置通報制度に参加し、現

地で展開する有志連合軍への連絡体制を確立する。

同制度の通報範囲はインド洋（インド西岸からア

デン湾、アラビア海）および紅海となっている。

UKMTOの通報制度範囲とCTF１５０

およびCTF１５１の活動範囲

�自衛安全対策の実施

商船の自衛安全対策については、実際、現場の

船長はじめ乗組員が、個々船舶の特徴、弱点等踏

まえた上で、より最適な自衛措置についてそれぞ

れ工夫を凝らし検討し、自ら設置していく必要が

あることから、非常に苦労されているところであ

る。

海賊に対する物理的障壁となる対策例は次のと

おりである。

�鉄条網、レーザーワイヤーの展張
�高圧放水装置による放水
�飛散防止フィルムの使用、フェンス、土嚢の設置
�施錠の徹底
�安全集合場所とシタデル（ろう城設備）の設置（＊）

�暗視装置の使用
�防弾ヘルメット・チョッキの使用
運用上での海賊対策例としては次のとおりであ

る。

�見張り員の増強
�増速
�航海計画の変更

護衛要領 優先順位

日 本
艦艇２隻でエス
コート（スケジ
ュール公表）

ロシア
艦艇１隻でエス
コート（スケジ
ュール公表）

１．戦略物資輸送船
２．ロシア籍船
３．ロシア企業関係船
４．その他

インド

艦艇１隻でエス
コート（２週間
程度の長期護衛
スケジュールを
公表）

１．インド籍船
２．インド人船員乗組船
３．インド関係貨輸送船
４．その他

中 国

艦艇１隻でエス
コート（スケジ
ュール公表）
（東西にそれぞ
れ週１回のエス
コート）

１．中国籍船
２．香港・マカオ・台湾籍船
３．中国船社運航船

韓 国

艦艇１隻でエス
コート（スケジ
ュール公表）
（東西にそれぞ
れ週１回のエス
コート）

１．韓国籍船
２．韓国人船員乗組船

わが国海上自衛艦２隻によるアデン湾における護衛実績

（２０１２年２月２９日現在）

海上警備行動による
護衛

（’０９．３�３０～７�２０）

海賊対処法に基づく
護衛

（’０９．７�２８～’１２．２�２９）

護 衛 活 動
計４１回

（東航２０ 西航２１）
計２９３回

（東航１４７ 西航１４６）

護 衛 船 舶 数 １２１隻 ２，４０４隻

（うち日本関係船） （１２１隻） （５１１隻）

１ 回 当 り の
平均護衛船舶数

３．０隻 ８．２隻
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……………………………………………………………………………………………………………………………

（＊）安全集合場所とシタデル（ろう城設備）

安全集合場所：

安全集合場所は、船内の比較的安全な場所に設定さ

れ、船橋チーム、機関室チームを除く全乗組員の点呼

など、乗組員全員の無事を容易に確認できる安全避難

所として機能する。

シタデル（ろう城設備）：

シタデルは、海賊により乗り込まれそうな切迫した

危険が迫った際、全乗組員が救助を待つ間、閉じこも

るための設備である。最低限の設備として、食料と水、

良好な外部との連絡手段、２重（補強）扉などが必要

とされる。機関室、操舵機室をシタデルにする場合、

主機、補機、舵の制御が可能、外部との通信手段の確

保（VHF、衛星船舶電話等の設置）は必須、さらに海

賊の動向を観察できるCCTVのモニターも有効。長期

間のろう城は困難であり、あくまで軍の艦艇、ヘリの

救援までの時間稼ぎとして位置づけられる。軍の救援

が期待できない状況、海域での使用は推奨されない。

海賊は一般的には梯子を利用し、航行中の船舶に

乗り込むため、ロープ付きの引っ掛けフックを使

用する場合が多い。海賊が船舶構造物への乗込用

梯子（または引っ掛けフック）を引っ掛けるのを難

しくするために、舷側および舷から張り出した、強

靭なレーザーワイヤーバリアは特に効果的である。

多くの船橋窓は積層化されているので、安全ガ

ラスフィルムを使用することで更なるガラス飛散

に対する保護が得られる。

また、側面および後方の船橋窓と船橋ウイング

ドアの補強のために製作された金属（鋼�アルミ
ニウム）プレートやフェンスで、攻撃された際の

保護とする。

船橋窓フェンス

両舷ウイングの土嚢

レーザーワイヤー

ガンネルスパイク

対RPGフェンス
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……………………………………………………………………………………………………………………………

水噴霧および放水装置の使用は、船舶への乗り

込みを試みる海賊を阻止するか遅らせるのに有効

である。水の使用は、海賊ボートの併走を困難に

することができ、海賊の乗り込みをより困難にす

る。

船内に設定したシタデルに海賊が侵入するのを

困難にするため、重厚な施錠を設置する。

（写真：BMP４、船主協会会員船社提供）

レーザーワイヤー＆放水装置

機関室、操舵機室へのアクセスコントロール

重厚な施錠

放水装置

居住区へのアクセスコントロール
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�．今後の課題

海賊事件に対処するため、武装した保安要員（＝

武装ガード）を商船に乗船させるとの措置につい

ては、当初、海賊の攻撃をエスカレートさせると

の危惧から、その利用に慎重な諸国が多かった。

しかしながら上述のとおり、わが国をはじめと

する各国の懸命な取り組みにもかかわらず、海賊

事件はインド洋およびアラビア海の全域で発生し、

各国艦艇による護衛や哨戒活動が及ばない海域に

まで拡大した。

このため、商船への武装ガードの乗船に慎重だ

った各国も、現在では欧州諸国を含む多くの国々

が、公的もしくは民間の武装ガードの乗船を許容

する状況にある。

実際、世界的にも武装ガードを乗船させるケー

スは相当増加してきており、日本関係船社におい

ても、他国籍船には民間の武装ガードを乗船させ

ているというケースも出てきている。

実際、商船に民間の武装ガードが乗船していて、

追跡・接近してくる海賊に対し、その存在を見せ

つけることで未然に海賊の襲撃を回避したり、ま

たさらに海賊が商船に向かって発砲してきた際も、

武装ガードによる警告射撃にて海賊を退散させた

という事例など相当数あることは事実であり、現

状の同海域における海賊対策としては有効である

と考えられる。

一方、日本籍船においては、民間人による武器

の所持が禁止されていることから、日本船主協会

は、邦船社が必要とする場合に自衛官や海上保安

官など公的な武装ガードを乗船させるか、または、

これが不可能な場合は民間の武装ガードの乗船を

可能とするよう国会および関係省庁等に要望を行

っている。

具体的には、２０１１年８月の衆議院海賊テロ特委

員会において参考人として船主協会会長から国会

議員に説明、１０月には国土交通大臣はじめ外務大

臣、防衛大臣、内閣官房長官、海上保安庁長官宛

に要望書を提出、経団連「海賊提言」の取りまと

めへの協力、海事振興連盟・臨時総会に対する要

望書の提出と、その後の藤村内閣官房長官への陳

情などを行っている。

船主協会としては、「現在、ほとんどの海運国に

おいては既に民間あるいは公的な武装ガードの乗

船が可能となる措置が講じられている。このまま

では、日本籍船が海賊の標的になる虞すらある」

との懸念から、関係省庁に要望しているというこ

とである。

我々、船員をはじめとする海運業界の人間とし

ても、乗組員の人命および船舶とその貨物の安全

を確保することが第一であり、その対策の一つで

ある上述の日本籍船への武装ガードの乗船問題も

含め、あらゆる海賊対策の検討、評価、協議は、

関係者一同の理解・協力の下、推進していくこと

に努力すると共に、その結果、同海域における海

上交通の安全が一刻も早く回復するよう祈るばか

りである。

委員長 平塚惣一

委 員 塚本達郎 竹井義晴 上田英夫

武田和彦 藤澤昌弘 鐘ヶ江淳一

山内章裕 樋本洋己
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