
カンボジア シハヌークビル港 
及び 経済特別区について 

                        
2015.03.03  

西日本カンボジア友好協会 
 

(株) 森川組 顧問 上西 隆廣   

 前 ＪＩＣＡ派遣 専門家 

 



1. はじめに 自己紹介   
• 国土交通省港湾局技官の身で  

     ＪＩＣＡ専門家としてシハヌークビル港湾公社へ 

 

• 上西 ＪＩＣＡ専門家の立場  ：  

   個別専門家の仕事： 

  「港湾運営アドバイザー」  2011.6.1～2013.5.31 

   技術協力プロジェクト 

  「チーフアドバイザー」        2013.6.1～2014.5.31 

 港湾局からの派遣としては４代目  

   技術協力 ＋ 円借款 ＋ 研修員受入れ 





２． シハヌークビルという都市 

• プノンペンから車で南西に４時間   

• カンボジア唯一の深海港を持つ 

• 南部経済成長回廊としての  

     国道の整備  と  港の整備   

• ＳＥＺの軽工業と 白砂のビーチ観光 

• 住宅の建築ラッシュ 

 

 





３．シハヌークビル港湾公社（ＰＡＳ） 

• 多機能を持つ港湾運営公社   

• 職員 約１０５０人  

   幹部の５名だけが国家公務員 

• ＰＡＳ総裁が上西専門家のカウンターパート 

• ２０１２年の収支 

  収入 ＄３３．１百万  支出 ＄２８．６百万   

  納税 ＄３．６百万   収支 ＄２．７百万 



【コンテナバース】 
延長：400m 
水深：-10.5m 
ヤード面積：6.5ha 

【一般貨物バース】 
延長：350m 
水深：-9.0m 

桟橋（old jetty） 
延長：290m×２ 
水深：-8.4m （Passenger Terminal） 
    -9.0m（ General Cargo） 

シアヌークビル港 

●シハヌークビル港 

・同国唯一の海洋に面したコンテナターミナルを
有する国際貿易港湾。 

・我が国ＯＤＡによりコンテナターミナル、航路、
保安機材等の整備を実施。 

・シハヌークビル港湾庁が管理、運営を実施す
る公共港湾。 

・首都プノンペン周辺の産業集積地に位置する
企業が主な荷主。 
・隣接地に経済特別区（ＳＥＺ）を整備。 



 貨物取り扱い設備 

 - Gantry Crane 30.50t 02 units  - Trailers 20’ – 40’ 17 Units 

 - Harbor mobile crane 64t 02 Units  - Shore cranes 10-50t 08 Units 

 - RTG crane 40.6t 07 Units  - Forklifts 5-25t 10 Units 

 - Super stacker 45t 06 Units  - Trucks 10-20t 10 Units 

 - Empty stacker 7.5t 02 Unit 

 保管・貯蔵設備 

Terminal Size (m2) Capacity 

- New Container terminal 64,000 177,800 (TEUs) 

- Laden Container Yard 35,000 72,200 (TEUs) 

- Empty Container Yard 75,000 205,000 (TEUs) 

- Warehouses 36,000 84,000T 

- Reefer Container   54 Boxes 

取扱貨物量及び施設の概要 

シアヌークビル港 総取扱貨物量推移（千トン） 

【設備概要】 

 -
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

    貨物取扱量        

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL CARGO  
 2,057   1,874   2,217   2,439   2,659   3,012  n/a 

(千TONS)  

CONTAINER 
  258    207    222    237    255       283  334 

 (千TEU) 

GENERAL 
CARGO    291    241    374    372    302       471  n/a 

(千TONS) 



５． シハヌークビル港の課題 と 
 技術協力プロジェクトでの対応 

• ＰＡＳ経営能力の向上 と  

    港湾の国際競争力の強化 

 

• 河川港である プノンペン新港との競合？ 

 コンテナ貨物取扱数の現状 約 ７：３で推移 

 

   シハヌークビルには鉄道開通 

   プノンペン新港側にはベトナム方面に新橋 



6．シハヌークビル港特別経済区域  
ＳＰＳＥＺ 

• 日本からの投資環境情報 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/kh/ 

http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2014-53/ 

  

• ＳＰＳＥＺのweb広報 

http://www.pas.gov.kh/beta/spsez/site/videoplayer/3 

       

• 以下、本プレゼンテーションでのＳＰＳＥＺ関連情報及び
写真等は、シアヌークビル港公社SEZ部 ＆ ポートSEZ
アドバイザー 服部 寛 様 のご提供による。 
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ＳＰ-ＳＥＺ ： 開発フェイズ Ｖ 

Phase I 

1956-1960 

Phase II 

1966-1970 

Phase III & IV 

2002-2007 

Phase V 

SEZ Project 

2009-2011 

Phase VI 

Multi-Purpose Terminal  

2012-2014 
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シハヌ-クビル港経済特別区 

ＳＰ－ＳＥＺ 

 SEZ 建設地 



シハヌークビル港経済特区の七つの特色 

①日本政府円借款（３６億円）を利用した開発事業（日本企業
による設計・施工：日本工営・大豊建設） 

②カンボジアSEZ 開発計画の モデル事業としての位置づけ 

（２００３年JICA調査：首都プノンペンー深海港シアヌークビル
間を「成長回廊」と名付け、その回廊を大きな龍に例え、港を
龍の頭として発展の起点とする。） 

③豊かな若年労働力の存在（勤勉で安価：シアヌークビル州人
口２０万人、市中人口10万人、成長回廊地域７州１特別市
の全人口は５百万人、総人口の３８％） 

  カンボジア人は大人しく真面目で勤勉 （心のカンボジア） 

④カンボジア唯一の国際深水商港に隣接し輸出入に便利 

 （美しいビーチと人跡未踏の小島を持つ 海のリゾート地） 



シハヌークビル港経済特区の七つの特色 

⑤国内トラック輸送費がゼロ（港湾内横持料・通関料のみ）、国境 

  ２０ｋｍ以内特別簡易通関制度適用可（→迅速な貨物の搬出

入が短時間・低コストで可能となり、輸出加工に最適な立地） 

⑥カンボジアで唯一の港公社（PAS）による開発と運営 

  （関係省庁・諸機関との連携・支援取付可能） 

⑦政府出先機関（ SEZ管理事務所）のワンストップ・サービスに

よる迅速な各種手続き（会社設立・投資申請・労働者雇用・原

産地証明発行・通関等） 



サービス・アパート 工員寮 

電力開閉所 井戸ポンプハウス 



上水設備 

インフラ設備メンテナンス・オフィス 

中央横断道路（山側） No 3 

中央メイン道路 



SEZ センター隣のメインゲート 

CFS倉庫 (小口コンテナ貨物集配) 

SEZセンター（管理事務所）建物 

CFS倉庫内部 (小口コンテナ貨物集配) 



期待されるカンボジアへの投資産業 

１）新種製造業（太宗産業である縫製・靴に続く新製品製造 

       →カンボジア産業の多角化に貢献） 

２）より付加価値のある商品の製造（カンボジアへの技術移転） 

３）環境に優しい生産・製造工程（地域の工業発展と環境保全
の両立） 

４）輸出加工、且つコンテナーを多量に使用する製造業（港の収
益向上への相乗効果） 

５）先進アセアン諸国（シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム
）及び中国からの工場移転・増設（現地進出済日系工場の新
規サプライチェーンとしての移転先・分工場） 

 



希望する入居業種（販売マーケティング方針） 
 

１）労働集約型組立軽工業（港湾機能を活用できる輸出加工型） 

繊維、靴、雑貨、玩具、文房具、自動車部品、電気・電子部品・

精密機械組立から、プラスチック・金属・ゴム・食品加工。 

２）農林水産（一次産品）加工業（米、野菜、果物、木材、魚介類） 

３）物流業 (冷蔵冷凍加工倉庫、包装、積替、後加工を伴うもの。

但、現行法令上SEZ内に立地するにはQIPの取得が必要で、更

に「運輸」・「倉庫」はQIP不適格業種とされているため、経済特区

委員会との交渉が必要） 

 



ソカービーチリゾート（３９１
室） 

ホワイト ビーチ ホテル セレンディピティ ビーチ リゾート 

インディペンデンス（１００室） 

シハヌークビルの生活環境 （ホテル） 



ラックスメイ ソリア フォトショップ スポーツ用品・釣り具店 

エカリッチ 本屋 

シハヌークビルの生活環境（店舗）   

PC  ピアニッチ コンピュータ 



日本食品 コーナー (サムデラ スーパー)  

ワイン コーナー（オレンジ スーパー）  化粧品 コーナー (ラッキ オーシャン スー

パー) 

新鮮な野菜 (ラッキ オーシャン スーパー) 

シハヌークビルの生活環境 （食料品） 



服部邸ガーデンパーティーの刺身活造
り 

空海の副食メニュー バターソースのシーフードプラッター (葉っぱ) 

シーフードプラッター (クーラバ・アウトバック・バー) 

シハヌークビルの生活環境 （食事） 



ケオ ピッチ ゲストハウス クメール ブロニット リゾート サービス アパート （プサーレウ 近く） 

$400 / 月 $320 / 月 $100 / 月 

シハヌークビルの生活環境 （サービスアパー
ト） 



ホリデーパレス ホテル＆カジ
ノ 

スロットマシン (ホリデーパレス） コンポンソム シティー ホテル&カジノ ソカー ヴェガス カジノ 

シハヌークビルの生活環境 （カジノ） 

フォーチュナ ホテル&カジノ 



カナディア 銀行 

ANZ ロイヤル 銀行 ACLEDA 銀行 

メイバンク 銀行 

カンボジアン・パブリック 銀行 

シハヌークビルの生活環境 （銀行） 



インディペンデンス・ビーチ 

オトレス・ビーチ 

オーチティル・ビーチ 

ロン島 ビーチ 

シハヌークビルの生活環境 （白砂ビー
チ） 



CT クリニック (英語が話せるカンボジア人医

者) 

ラスメイ・コンポンソム・クリニック （ベトナム資本） 
(ベトナム語、フランス語、英語が話せるカンボジア人医者) 

CTクリニックでのDr.Huaの診察 
クレアング・レウ・クリニック （ベトナム資本） 

(ベトナム語 、フランス語、英語が話せるカンボジア人医者＆通訳) 

シハヌークビルの生活環境 （クリニック・病
院） 


