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要旨 
アメリカ同時多発テロ以降、コンテナの物理セキュリティの主目的は、物流関係者の損害の最小化から

テロリズムの防止を目的としたコンプライアンスへの対応へと変化した。テロリズム防止の対策内容は

普通の国民の感情的な安心・納得を中心としたものになりがちで、費用対効果の観点はしばしば無視さ

れる。また、コンテナ物理セキュリティの中核であるコンテナ監視器材は低価格化・標準化が急速に進

んでおり、安全保障目的の製品と民需用の製品の区別があいまいになりつつある。現時点ではコンテナ

監視器材の商業輸送分野への利用義務付け検討の段階にあるが、安全保障目的の器材が利用実績や安心

感を理由として利用が義務付けられ、不必要なコストの増大や運用上の問題を生じさせる可能性がある。

本稿では、民需と同じ技術を用いたコンテナ監視器材が安全保障分野で導入されている事例を紹介する。 
 
１．はじめに 
 アメリカ同時多発テロの影響を受け、物流関係

者の間でコンテナ監視器材の導入に関する議論

が行われるようになった1。コンテナ監視器材は

省力化・コンテナ可視性向上にも利用が可能であ

り、これら業務メリットを行かせる導入がなされ

ることが本来全ての関係者にとって望ましい。 

                                                 

 だが、現時点では物流関係者の側からのコンテ

ナ監視器材の用法の提案は低調である。一方で安

全保障分野でのコンテナ監視器材の利用が広が

りつつあり、そこで利用される技術・器材には民

需輸送用製品との間に本質的な差異は無い。この

ままではコンテナ監視器材の導入が安全保障分

野での実績を元に行われ、物流関係者が主導権を

失う可能性がある。 
 本稿は、コンテナ監視器材の導入に関する現状

を整理し、安全保障分野との競合を考慮した導入

の議論を行う基盤を提供することを目的とする。 
 
２．コンテナ物理セキュリティの位置づけの変化 
２．１．アメリカ同時多発テロの影響 

 
1 例えば、物流のリサーチ会社 eyefortransport
主催のカンファレンス 4th North American 
Cargo Security Forum での議論を参照。 

 アメリカ同時多発テロ以前は、国際コンテナ輸

送でのコンテナ物理セキュリティは、主に物流関

係者が不正アクセスによる損害をどう引き受け

るか、という問題であった。主要な問題は貨物の

盗難であったが、これは物流関係者にとって小売

業での万引きと同様「不愉快ながらも付き合わな

ければならない現実」であり、防犯対策にどれだ

けのコストをかけ、どのような直接間接の損害を

防止するかについては、物流関係者は自らのイニ

シアチブで決定することができた。 
 アメリカ同時多発テロはこの状況を決定的に

変えた。コンテナ物理セキュリティは安全保障の

ための国策となった。コンテナがテロリストの密

航・大量破壊兵器の密輸手段として利用されうる

可能性が指摘されるようになった。これらの密

航・密輸はテロリストが第 3 者のコンテナの空き

スペースを利用するだけで可能になるため、単に

Shipper/Consignee がまともな事業者であるだけ

ではコンテナの安全性を信頼するに足らず、輸送

プロセス全体で第 3 者が密航・密輸のための不正

アクセスが行われていないことを保障すること

が、物流関係者に対して要求される。 
 
２．２．安全保障目的のコンプライアンスの特性 



 コンテナ物理セキュリティの確保がリスク・ベ

ースに基づき合理的に行われる場合、そのプロセ

スは次のようになるであろう。政府が政治的なコ

ンセンサスに基づき適切なセキュリティレベル

を定め、物流関係者がそのセキュリティを確保す

るための器材および業務プロセスを設計し、(ここ

が難問であるが)関係者の間での公正な費用分担

方法について合意する。コンテナ監視器材はオペ

レーションの省力化・サプライチェーン中のコン

テナの可視性向上に役立てることも可能であり、

その業務プロセス設計を適切に行えば正味の費

用分担はさらに削減できる可能性がある。 
 問題は、コンテナ物理セキュリティの確保が安

全保障上のテーマであるため、有権者が金銭に換

算した損得ではなく、感情的な納得を求める傾向

があるということである。アメリカのセキュリテ

ィ対策法案 9.11 委員会勧告実施法の成立により

パイロットテストの実施が決定したX線による

100%スキャニングなどがその代表である。これ

には、アメリカ国外はもとより国内の物流専門家

からも「コンテナごとのリスクの違いを無視して

おり費用対効果に問題がある」「実現が困難であ

り正常な貿易活動を萎縮させる」といった問題が

指摘されてきた2が、議会は有権者へのアピール

を優先し、9.11 委員会勧告実施法を成立させた。 

                                                 

 
３．コンテナ監視器材の変化とその影響 
３．１．コンテナ監視器材の概要 
 最も基本的なコンテナ監視器材はコンテナシ

ールである。コンテナシールは金属製のテープな

どに識別用の番号を刻印したもので、コンテナの

ドアの部分に取り付ける。コンテナのドアを開く

時にコンテナシールが切断されることになるた

 

                                                 

2 アメリカ国内で導入に反対した専門家の代表は

ほかならぬアメリカ税関・国境警備局長官 W. 
Ralph Basham 氏である。氏は、9.11 委員会勧告

実施法が成立するまで頻繁に専門家から見た問

題点を指摘していた。例えば、2007 年 7 月 11 日

付の"Remarks by CBP Commissioner W. Ralph 
Basham on Container Security at the Center 
for Strategic and International Studies"を参照。 

め、コンテナシールが付いていない、あるいは

Shipper が通知したものと異なる番号のシールが

付いている場合に、コンテナドアが開封されたと

判断することができる。 
 コンテナシールには、偽造が容易である、状態

の確認を目視で行わなければならないという弱

点がある。この弱点を改善したものが電子シール

である。電子シールは番号を暗号化して格納して

おり、偽造・改竄が行えなくなっている。また、

小型の通信機を内蔵しており、番号の読み取りを

専用の受信機を用いて行えるほか、コンテナドア

の開封を即座に、あるいは後日の読取り時に通知

することができる。電子シールの標準規格はISO 
181853であり、2007 年 7 月に承認されている。 
 さらに高度な不正アクセス検知機能を持つ器

材として、ドアの開封に加えて、コンテナの側

板・底板に穴があけられたことを検知する、振動

などで不正アクセスの試み事態を検知するセン

サーを備えたもの、また携帯電話・衛星電話など

で受信機が存在しないエリアでも不正アクセス

を通知できるもの、GPS 機能を持ち位置情報を取

得できるものなどが提案されている。 
 なお、コンテナシールの番号を無線で離れた距

離から取得できる、あるいは GPS と衛星電話の

組み合わせによりコンテナの現在位置をリアル

タイムで把握できるといった機能は、オペレーシ

ョンの省力化・サプライチェーン中のコンテナの

可視性向上にも有用であり、一部の Shipper や輸

送事業者が自社業務の改善を目的として導入を

開始している。 
 
３．２．関連技術・製品の普及とその影響 
 現在、電子シール以降のコンテナ監視器材は無

線タグ(RFID)の一分野、アクティブタグ・センサ

ーネットワークに属する製品として把握されて

 
3 ISO 18185 は強化物理シール(専用の工具で無

いと切断できない)の ISO 17712 の規格も満たす

こととなっている。また、ISO 18185 で利用され

る無線通信方式は、コンテナで利用される他の

ISO 規格との互換性を持つ。 



いる。アクティブタグ・センサーネットワークは

現在利用が急拡大している分野であり、調査会社

IDTechEx の 2007 年度のレポート Active RFID 
and Sensor Networks 2008-2018 によると、セン

サー・アクティブタグの市場は年率 25 パーセン

トで拡大している。 
 この市場拡大がもたらす影響として、以下の 3
点が挙げられる。まずは量産効果による低価格化

である。次に標準化の進展、前述の電子シール規

格 ISO 18185 の承認も標準化の進展の一部であ

り、今後はセンサー機能・通信機能についても標

準化が進むと考えられている。最後はノウハウの

蓄積であり、普及が進むにつれてある器材をある

条件下で利用したときにどのような問題が起こ

るかというノウハウが共有・蓄積されていく。 
 
３．３．コンテナ監視器材の性格の変化 
 このアクティブタグ・センサーネットワークの

普及がコンテナ監視器材の性格を変えつつある。

従来、コンテナ監視器材は、特定の目的・運用方

法を前提として開発された高価で互換性の無い

製品であった。特に軍事用・準軍事用(治安活動)
の安全保障用途で利用される製品については民

需用製品との接点が無かったといってよい。 
 アクティブタグ・センサーネットワークの普及

に伴い、高度なセンサーや通信機能も含めて量産

により価格が下がり、標準化によって部品の組み

合わせが自由になり、運用ノウハウが蓄積される

ことで幅広い環境での利用を保障できるように

なる。このため、標準部品を組み合わせることに

より、安全保障用製品と民需輸送用製品を同様に

製造することが可能になりつつある。 
 
４．コンテナ監視器材の利用義務に伴うリスク 
４．１．安全保障用器材の導入義務付けの可能性 
 テロリズム対策を目的としたコンテナ物理セ

キュリティの導入が感情的な納得を元に行われ

る可能性があること、安全保障分野で民需用と明

確な区別が困難なコンテナ監視器材の導入が進

むこと、この 2 点が組み合わさることにより安全

保障用器材が民需輸送分野で利用が義務付けら

れる可能性が高まる。なぜなら、テロリズム対策

に対する安心感という意味では軍事・準軍事分野

で利用実績があるものへの信頼感は高いと考え

られるし、軍事機密や価格といった面での導入の

制約は低減されていくためである。 
 
４．２．商業コンテナ輸送に対する影響 
 一方で、安全保障用器材をそのまま商業コンテ

ナ輸送の分野に持ち込むことは経済合理性に反

する可能性がある。一つは、一般論として軍事用

の器材・システムは民需用途にはオーバースペッ

クである可能性が存在することである。もう一つ

は、仮に器材の価格それ自体が導入の障害になら

ない場合でも、オペレーションの省力化・サプラ

イチェーン中のコンテナの可視性向上といった、

民需で重要な要素が安全保障用器材では充分に

考慮されておらず、損害や逸失利益が発生しうる

という点にある。 
 
５．安全保障目的のコンテナ監視器材の導入例 
 本稿では、民需分野に転用されうる安全保障目

的のコンテナ監視器材の導入例として、アメリカ

の Hi-G-Tek 社がカザフスタンとリトアニアに納

入したコンテナ監視器材システムを紹介する。リ

トアニアの案件は 2008 年 2 月 26 日、カザフスタ

ンの案件は 2008 年 4 月 10 日付けで Hi-G-Tek 社

によるプレスリリースが出されている。 
 
５．１． Hi-G-Tek 社システムの概要 
 Hi-G-Tek 社が提供するコンテナ監視器材シス

テムは、通常の電子シールよりも高い機能、特に

不正アクセス検出機能を求める顧客を対象とし

ている。具体的には、音響・振動・傾き・衝撃な

ど競合メーカーが提供していない不正アクセス

検出に関連したセンサー、そして衛星電話や携帯

電話などの通信機能をオプションとして提供し

ており、Secure Sensor Platform という社内規格



を元に必要なセンサー・通信機能を持つ器材をカ

スタマイズして生産できるようになっている。 
 
５．２． 導入されたシステムの詳細 
 Hi-G-Tek 社がカザフスタン・リトアニアに導

入したシステムはどちらのシステムも陸送の通

過コンテナを対象にしたもので、犯罪組織による

密輸や盗難を防ぐことを目的としている。カザフ

スタンではコンテナ監視器材を取り付けるのは

ロシアと中国の国境で、器材と一体化したシール

が壊された時には国道沿いに設置された受信機

に警報を送信して国境警備隊に連絡する。リトア

ニアではベラルーシ⇔ロシア間のトランジット

貨物に対してコンテナ監視器材を取り付ける。輸

送中のトラックが不自然に停止した場合には振

動センサーが動作し始め、異常な振動が続いた場

合には無線で警報を送信してパトロール中の税

関職員に通知する。利用されるセンサーや通信方

法に相異はあるが、Secure Sensor Platform に基

づくカスタマイズの範囲にある。 
 
５．３． 民需用器材・システムとの比較 
 Hi-G-Tek 社がカザフスタン・リトアニアに導

入したシステムは、上記の通り現在民需品として

入手可能な技術・部品を基にしたものである。し

かし、だが、民需用とはいえ通常の電子シールよ

りも高い機能(つまり高い価格)をターゲットとし

ているのは上述の通りである。また、陸送通過コ

ンテナを特定国内で監視するという条件、サプラ

イチェーンの可視化ではなく密輸・盗難行為の発

見・即時対応という主目的から、運用は商業コン

テナ輸送に適していない可能性がある。 
 また、これらのHi-G-Tek社のシステムは物流専

門家の間で知られたMATTS4と基本的に同等の

機能を持つものである。だが、MATTSは現時点

ではトライアルの段階であり、商業コンテナ輸送

                                                  
 

                                                 4 アメリカ税関・国境警備局の貨物セキュリティ

プログラムに含まれる、コンテナのリアルタイム

の位置追跡とセンサー情報に基づく警告発信を

行うシステム。 

への適用のスケジュールは決定されていない。 
 
６．取りうる対策 
 コンテナ監視器材の導入義務付けに物流関係

者の意見が反映されるために行うべきことは、有

権者や政治家を対象とした啓蒙活動、物流業界が

合意したコンテナ監視器材の利用モデルとその

効果の提示などが含まれる。これらはいずれも時

間のかかるプロセスであり、物流関係者が必要な

時間を確保するため安全保障分野での導入状況

を早期に把握することが非常に重要になる。 
 このための手段として技術側の標準化団体へ

の参加がある。RFID 技術の標準化団体である

EPCglobal には、器材メーカーのグループや業種

ごとのユーザー団体のグループなどの組織を持

ち、標準規格策定のために議論を行っている。具

体的には、器材メーカーのグループと複数の業種

別ユーザーグループが共同で規格を定義する会

議(Joint Action Group)があり、そこで器材の利用

方法の議論が行われている。 
 物流企業がこのような業界団体に積極的に参

加・活動することで、器材の標準規格に物流業務

のノウハウを反映させることができるだけでな

く、他の業界での器材の利用方法や標準規格への

反映要求を知ることができる。現在、治安・通関

業務を対象としたユーザー団体グループは存在

しないが、器材メーカーとの議論を通じて該当分

野での導入実態を知ることはできる 
 
７．あとがき 
 コンテナ監視器材で利用される技術要素は今

後 10 年の間にさらに普及が進むと見込まれてい

る5。それにつれ、物流分野への潜在的な導入圧

力、安全保障分野での利用実績は共に高まってい

くことになる。物流専門家の側の準備が急がれる

ゆえんである。

 
5 前述の IDTechEx 社のレポートによると、アク

ティブタグの市場は、2007 年の 6.14 億ドルから

2017 年の 70.7 億ドルまで拡大する。 


