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まえがき

近年における経済・社会活動のグローバル化・ボーダレ

ス化の一層の進展，APEC（Asia-Pacific Economic Coop-

eration conference）加盟諸国の経済発展などにより，わ

が国の経済活動は大きな影響を受けている。経済活動と連

動して，人の移動，物の移動が活発化する。これに伴い，

航空需要増大と，航空機のジェット化・大型化が進んでい

る。空港においては，航空機自体から発する騒音，排ガス

に加え，旅客や貨物の移動に伴う車両の混雑，騒音，排ガ

ス汚染などにより，周辺住民の環境は脅威にさらされるこ

とになり，健全な環境維持保全に向けた配慮が期待される。

その中で空港と周辺環境との共生を目指すエコエアポート

への取組みに熱い視線が注がれている。

本稿前半では，「エコエアポート」の実現に向けた現状

把握，環境計画策定，環境施策具体化のための環境情報管

理システムについて紹介する。

空港以外に経済のグローバル化の影響を受ける分野とし

て港湾がある。グローバルな SCM（Supply Chain Man-

agement）の連鎖の中で，IT（Information Technology）

化によるロジスティクス機能の強化を目指す「スーパー中

枢港湾」育成が立ち上げられている。一方で，港湾を舞台

とした国際的犯罪組織によって引き起こされるコンテナ密

航や不正輸出など犯罪の増加，2001 年 9 月の米国同時多

発テロ発生以後の国際的な保安強化の動きの中で，国際航

路の船舶や港湾施設のセキュリティレベルの向上が要請さ

れている。

2002 年 12 月に国際海事機関（ IMO：International

Maritime Organaization）で改正された SOLAS 条約

（The International Convention for the Safety of Life at

Sea）によると，セキュリティに不安のある港湾からの船

舶は相手方が入港禁止しても文句を言えなくなることが予

想される。この改正 SOLAS 条約が 2004 年 7 月に発効し，

各国はこれに対応した制度・組織整備を義務づけられ，そ

の下で各港湾管理者は港湾施設保安計画の策定・推進義務

を負うことになる。

本稿後半では，港湾施設の保安に対する考え方と，対応

した具体的な保安対策の概要を述べる。

エコエアポート支援システム

空港は，設置される地域に対して大きな経済効果を及ぼ

すとともに，騒音をはじめとする環境への多大な負荷を与

えてきた。技術開発などにより，旅客一人あたりの環境負

荷は軽減されてきているが，昨今，増加の一途をたどる航

空機需要を満足するためには，空港自体が環境への負荷を

抑制しながら，地域との共生を図ることが必要である。

世界的な温暖化防止，持続可能な循環型社会の実現を背

景として，空港やその周辺地域において，空港管理者，空

港関連事業者全体が協力して，環境への配慮，環境との共

存を図るための計画を策定し，それに沿った活動をする空

港を「エコエアポート」と呼ぶ。

空港内では多くの関連事業者が営業を行っている。各事

業者では個別に環境対策を実施しているが，「エコエア

ポート」の趣旨に沿って環境対策を進めるには，横断的な

観点からの取組みが求められる。また，空港を取り巻く環

境としても，自治体，各種団体，地域住民など，多様な立

場の関係者が存在する。これらの関係者をまとめて「エコ

エアポート」を推進するため，具体的には，空港管理者，

自治体，関連事業者，団体などが協議する場を設置し，そ

の中で，空港全体の「空港環境計画」策定，実施，評価，

見直しを行い，環境に優しい空港を実現することになる。

空港環境情報管理システムの概要を図１に示す。本シス

テムは，多数の関係者間で情報を共有しながら，協力して

データ収集，分析，施策検討，評価を行う仕組みを提供し，

「エコエアポート」実現を側面から支援するものである。

システムは空港環境情報データベースを核として，以下

の機能を持つ。

各種データ属性設定・管理機能

環境情報データ収集機能

環境情報データ分析，環境施策検討支援機能

情報共有・情報公開機能（4）

（3）

（2）
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さらに，計測，観測された環境負荷の排出源推定，各排

出源の環境施策の列挙，各環境施策を実施した場合の環境

負荷改善度の予測を行うことで，有効な環境施策決定を支

援する。また，環境評価では，例えば，環境側面と環境影

響評価の重み付けに従って，環境情報データを評価し，そ

の結果を図２のようなパレート図にして表示する。

もちろん，これらの環境情報データベースは，必要に応

じて，利用者に分かりやすい形に編集して，ホームページ

上で公開し，関係者や周辺住民と共通の意識を持ち，共生

を進めることができる。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正によ

り，第 1種または第 2種エネルギー管理指定工場の指定を

受けるターミナルもあり，エネルギー削減計画や報告が義

務づけられる。環境情報管理システムでは，無線 LANを

用いたエネルギー，各種センサデータ収集システムと連携

可能である。無線 LAN使用により，配線工事に多大な費

用をかけることなく，一定期間の電力使用量，環境計測値

を観測し，現状を踏まえた，きめ細かい環境施策を実現す

ることができる。

環境情報管理システムを中心として，燃料電池，バイオ

マス，太陽光発電などの新エネルギーの導入と，各種省エ

ネルギー施策を組み合わせ，環境保全，PDCA（Plan-Do-

Check-Action）サイクルの充実に役立てるものと確信し

ており，「エコエアポート」実現の支援を進めたいと考え

る。

港湾施設保安対策システム

港湾施設の保安については，まず，施設内での爆発・火

災，コンテナ密航，爆発物を搭載したコンテナの通過，人

質・殺人などの発生しうる脅威のシナリオを想定する。そ

のうえで，重要性の高い施設について，現状で，これらの

脅威に対する抑止効果がどの程度あるかという脆弱（ぜい

じゃく）性評価を実施する。重要性が高く，かつ，脆弱性

の大きい施設や項目から優先的に，対抗措置としての保安

対策を実施していくことになるが，港湾施設は空間的な広

がりを持っており，どの施設，どの区域を脅威から守るか

は，各港湾の状況を勘案したうえで決定する必要がある。

図３に港湾施設における保安対策のイメージを示す。こ

こに列挙した対策は，標準的な港湾施設において，前述の

脅威に対抗するための基本的な項目である。港湾施設の脅

威と脆弱性，抑止効果を持つ対抗措置，具体的システムの

一例を表１にまとめた。

表１の中で，どこでも，あらゆる場面に対して共通に有

効と考えられる教育・訓練支援システムの主な機能を以下

に述べる。

保安体制，組織，職員 ID，各職員役割登録管理

関連諸機関，連絡体制の登録管理

施設配置とその重要性の登録管理

想定される脅威シナリオの登録管理

脅威発生時の対処方策のデータベース化とシミュレー

ション

緊急時の通報体制のシミュレーション

事後で必要とされる記録，文書の作成支援

脅威発生時の対処方策については，いつ，どこで，誰が，

どのような脅威に遭遇した場合に，どのような対処により，

被害を最小に抑えるかをデータベースとして整理する。実

際の緊急時に，訓練と同様に事態が進むばかりではないこ

（7）
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図２　環境影響評価結果の画面例
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図１　環境情報管理システムの構成

場周からのアクセス制限（フェンス，カメラ，センサ，海上レーダ） 

場内警備強化（車両，職員配備支援，緊急通報） 

コンテナ管理（コンテナID管理，X線検査） 

施設アクセス監視（入出車両，人，貨物ID管理） 

職員教育，訓練（訓練支援，職員召集） 

外周監視（不審車両，不審人物監視） 

図３　港湾施設の主な保安対策
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とは十分予想されるが，関係者全員が共通の情報と意識を

持ち，事態にあたることは有効な被害抑止手段と考える。

今後，各港湾施設では，港湾保安職員のもと関連組織が連

携して保安対策を実施していくことになる。各種ハード

ウェア対策，ソフトウェア対策はもちろん，これらを運用

していく職員や関係者の保安に対する意識を一層向上させ

ていくことが必要とされる。

あとがき

国際的な拠点としての空港，港湾についての課題と対策

について紹介した。環境対策，保安対策は，今後，アジア

地域の中での国際的拠点として生き残りをかけた競争力強

化のために，空港・港湾に共通してクリアすべきテーマで

ある。

富士電機は，エコエアポート，港湾施設保安対策とも，

空港や港湾の将来の全体を考慮した有効な手段を提供して

いく所存である。
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表１　港湾施設の脅威と脆弱性，対抗措置，具体的システムの一例 

脅　威 脆弱性 対抗措置 具体的なシステム 

™施設内への不正侵入 
　（危険物持込み， 
　　自爆テロなど） 

™コンテナ密航密輸出入 
™爆発物など搭載コンテ 
　ナ搬入・積込み 

™外部との境界保護や 
　監視が不十分 

™第三者によるコンテナ工作 
™偽装コンテナ 

™場内警備や監視が漏れなく 
　実施されていない 

™制限区域の設定 

™コンテナ管理の強化 
™コンテナ内部検査の強化 

™場周からのアクセス制限 ™フェンス，カメラ，場周センサ，海上レーダ 

™外周部の監視 ™不審車両・不審人物監視システム 

™施設アクセス管理の強化 ™入退場車両・人物管理システム 

™場内警備の強化 
™場内監視カメラ 
™不審人物監視システム（侵入者・密航者検知） 
™車両・職員配備支援，緊急通報システム 

™コンテナID管理システム 
™コンテナX線検査装置 

™保安システムの 
　機能停止 

™全脅威 

™受電所・電気室などの 
　破壊，給電停止 

™重要施設の警戒強化 
™受電所・電気室の施錠管理システム 
™受電所・電気室のドア・シャッタ・窓ガラスセンサ 

™保安システムへの工作 
™監視センターの警戒強化 
™保安システムのセキュリティ 
　強化 

™監視センター入退場者管理システム 
™ネットワーク・保安システム不正侵入検知システム 

™緊急時判断の遅れ 
™通報体制不備 
™関係者の認識不足 

™職員や関係者の教育，訓練， 
　演習の実施 
™関連機関などとの連携強化 

™訓練支援システム 
™緊急時職員召集システム 
™関係者通報・情報共有システム 
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