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その他、研究成果として特記すべき事項:

１．本研究を踏まえつつ、日本とアセアン諸国におけるコンテナ航路網の時系列変化や特性、それらが港湾の経営に与える影響
について、定量的なデータを整備し基礎的な分析を行った。(日比野、森地、井上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ２．「横浜市
山下ふ頭開発基本計画検討委員会」の委員長を務めた。(森地)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．「横浜市都心部
再生マスタープラン審議会」の委員長を務めた。（森地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．研究の成果をもとに、
北東アジア経済フォーラムの研修会（天津、中国）において講演した。（井上）　　　　　　　　　　　　５．（財）国際港湾協会協力財団
主催の国際港湾経営研修事業において研修ディレクターを務め、日本の主要港湾の中堅職員に対して港湾経営に関する国内
及び海外研修を統括、実施した。（井上）．
６．港湾経営とロジスティクス戦略を理解する人材を育成するため、本研究の成果をもとに、（社）日本港湾協会主催の各種研修
（港湾行政セミナー、物流講座）やJICA主催のインドネシア政府職員研修で特別講師を務めた。（井上）

A comparative study on the governance structure of port management
港湾経営におけるガバナンス構造の比較分析

   研究計画に基づき、欧州の港湾(ロッテルダム港、ハンブルグ港、アントワープ港、バルセロナ港など）を中心として実態分析を
行い、昨年度の米国の港湾に関する成果と合わせて次のような諸点が明らかになった。
１．欧州の港湾体制は、ハンザ同盟以来の歴史をもつドイツ、オランダ、ベルギーなど北部諸国と地中海文化圏に属するフラン
ス、スペイン、イタリアなど南部諸国とでは、基本的なガバナンス構造を異にする。
２. ハンザ型の港湾体制は港湾所在の都市が港湾を自ら経営するものであり、南部のラテン型は中央政府が港湾を経営する。な
おイギリスは欧州大陸の諸国と異なり、1980年代初めより政府関与の全くない私営化に向かっている。
３．近年、欧州大陸では、二つの類型の港湾体制のいずれにおいても、議会や行政から距離をおいて港湾を経営するための新
たな体制への移行、つまり公企業化にむけた改革が進んでいる。しかし、そのガバナンスの構造は各国の政治、経済風土の違い
から同じ類型の港湾体制においても、相互に大きく異なっている。
４．米国の港湾も含めて、主要港湾の間に戦略的連携と云う新たな動きが起こりつつある。今回の分析では、機能的には共同戦
線型と相互補完型に、また組織的には統合型と提携型に連携のガバナンス構造を分けることができた。グローバル化時代の港湾
経営の新たな戦略として、今後その重要性を増していくであろう。

　港湾は、伝統的に道路など他の交通インフラと同様に国や地方の行政部門が管理、運営を実施してきた。しかしグローバル化
による需要の増加や投資の拡大、さらに物流システムの構造変化に対応するため、先進諸国の港湾は多様な民営化に踏み切っ
ている。政治や行政から独立し民営化した港湾は企業経営に近い効率性を志向するものの、地域の主体性を港湾経営にどのよう
に反映させていくか、そのガバナンスの構造が新たな課題となっている。
　本研究は、科研費による港湾経営のガバナンス構造に関する詳細な研究を目指し、まず世界の主要港湾における実態の概括
的な把握、分析の視点や手法に関する検討を目的とするものである。具体的には、世界の主要港湾について、港湾組織の自立
性と中央・地方政府の関与の関係を、文献調査や実態調査により把握、分析する。とくに港湾経営のガバナンス構造について特
徴となる要素の抽出、その組み合わせのパターンなどの分析を進めるとともに、わが国の港湾ガバナンスの構造的な特徴と問題
点を考察し、改善に向けた示唆を行う。
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史、森地茂、稲村
肇
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8 井上聰史 サプライチェーン時代における港湾の経営－公企
業化の戦略的意義と枠組み
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Editions Management & Societe 2014 299

2
3
4
5

6
7
8

9
10

11
12

13

10 件

報告者等 論題 学会・研究会名等 報告年月日 開催場所

論文（（学術雑誌（総合雑誌（文藝春秋、中央公論、世界）を含む。）等掲載）
※査読付きのものは、査読欄に「１」を入れてください
※共著論文の場合には、ご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください

図書:
※共著の場合にはご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください
※書籍の一部分のみを執筆した場合には論文の区分に含めてください。

口頭報告・学会発表等:
※査読付きの学会論文集は、論文の区分で報告してください。査読なしの学会論文集は、学会発表の区分で報告してください。
※招待講演については、学会等名の後に（招待講演）と明記してください。
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井上聰史

新時代の港湾経営と大阪港 大阪港振興セミナー 招待講演

2016/2/3

大阪

#VALUE! 井上聰史 日本の港湾の課題と戦略 国際港湾経営研修 2016/1/22 東京
#VALUE! 森地茂 横浜市臨海部への期待 横浜市金融経済懇話会 招待講

演
2015/11/16 横浜

#VALUE! 井上聰史 変貌する世界の港湾と経営戦略 日本港湾協会　物流講座 2015/10/14 東京
#VALUE! 井上聰史 グローバル化時代の港湾 建設産業史研究会 招待講

演
2015/9/11 東京

#VALUE! Inoue, Satoshi Challenges of Port Management  in the Supply
Chain Era

North East Asia Economic Forum 2015
Young Leaders Training & Research Program

2015/8/18 Tianjin,
China

#VALUE! 井上聰史 世界の主要港湾の経営体制と戦略 国際港湾経営研修 2015/7/24 東京
#VALUE! 井上聰史 世界の港湾経営と課題 国際港湾経営研修 2015/7/23 東京
#VALUE! 井上聰史 変貌する世界の港湾と日本 横浜商工会議所 招待講

演
2015/7/1 横浜

#VALUE! Inoue, Satoshi Challenges of Port Management  in the Supply
Chain Era

JICA Indonesia Experts Group Training 2015/4/10 横浜
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