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キプロス海運業に関する国家長期戦略S.E.A Change 2030

キプロスの海とのつながりは、国家と国民経済の発展にお
いて非常に重要な役割を果たしてきました。私たちは海運史
において輝かしい成功を収めており、これを今後長きにわた
り継続できるよう尽力しています。

海運業は絶えず変化しています。そのため、キプロス海運業
の持続可能な未来を保証するには、継続的に協議を行い、
効果的に対応し、先を見越して適応することが不可欠となり
ます。

キプロス海運業のビジョンは、数カ月にわたり国内外のステ
ークホルダーが参加した集中的な公開協議と、海運担当省
の職員による内部ブレーンストーミングで得られた結論です。
本書はそのプロセスの結論を具体的に提示したものであり、
長期的なビジョンとその実現方法について説明しています。

キプロスは世界の海運業に肯定的な変化をもたらす重要かつ
影響力のある主体であり、海事業界において持続可能な成長と

卓越性を追求する魅力的な中心的存在であること。
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ビジョン
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個人、業界、規制当局、各国との協議を図り、業界情報を体系的に収集することで、十分な情報に基づ
いて意思決定できるように協調的なアプローチを推進することが不可欠である。

「SEA Change ����」は、ビジョンを達成するために継続的、双方向、体系的なアプローチを創出するも
のである。私たちはそれぞれの戦略の柱において、変化を可能にするさまざまな行動や取り組みを実施で
きるよう尽力する。

世界、地域、地元の海運業を取り巻く環境の変化と動向を分析し、その結果に沿って政策、方向性、関心、
組織構造、業務プロセスを適応させる。

戦略の柱: 

外向性

私たちのビジョンを支援するために、長期的な視点で政策を持続可能な行動や取り組みに発展できるよ
う尽力する。

戦略の柱: 

持続可能性

「SEA Change ����」

私たちのビジョンを達成するには、� 本の戦略
の柱から成る継続的なプロセスが必要である。

- アプローチ
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戦略の柱: 

適応性
外向性

持続可能性 適応性

「S.E.A.」



各国との連携を強化し、共通の関心事に
ついて意見やアイデアを交換し、共通の
政策アプローチを策定する。

「Cyprus Open Maritime Exchange （キ プ
ロスの海事情報を交換するためのプラッ
トフォーム、COME）」 は、オンラインでの
コミュニケーションとエンゲージメント
チャネルである。これにより、海上輸送や
サプライチェーンに関わる非政府組織お
よびその他のすべての関係者を含む海運
業界のステークホルダーは、現在の海事
事情や将来の諸問題について特別な仮想
会議で意見を交換することが可能である。

キプロス海運業に関する国家長期戦略 6

「Cyprus Open Maritime 
Exchange (COME)」 
プラットフォームの構築

戦略の柱:

外向性

1

2

3

戦略の柱:

適応性

4

5

S.E.A Change 20305

海上輸送政策を策定する世界および EU
の規制当局や意思決定者との効率的かつ
建設的な対話を強化する。

以下の目的を達成するために、海上輸送
やサプライチェーンに関わるすべての関
係者を含む海運業界のステークホルダー
と協議し、市場動向の分析に基づいて体
系的な政策レビューを実施する。

「目的に適合する」組織構造において職
員向けの生涯学習を推進し、職員の取り
組みと洞察力の強化を奨励する。

• 国内外、EU、地域の法的枠組みを効果的、
効率的、かつ適時に実施する。

 • より持続可能で社会的責任のある、倫理にか
なった海運業界向けの政策を策定し、
推進する。

• 海運業界を成長させるために、特に財政的お
よびその他の優遇措置を付与するこ
とで魅力的なビジネス環境を提供する。

 • キプロス籍船舶の外交的保護を保証し、キプ
ロス海運業を経済外交により保護し、
推進する。



A Strategic Vision for Cyprus Shipping キプロス海運業に関する国家長期戦略7 8A Strategic Vision for Cyprus ShippingA Strategic Vision for Cyprus Shipping7

先を見越して
キプロス籍船舶の
品質を向上する文化の醸成

戦略の柱:

持続可能性

PSC検査

PSCに関する覚書の年次報告書

•

•

•

(a)

(b)

10 11

12

6 特に、継続的かつ双方向の協議、現地調査、
監査により公認の「認定機関 （RO）」と「認
定保安機関（RSO）」の業務を体系的に監
視する。

9 欠陥および / または不適合のために課され
る法定刑が効果的かつ均衡のとれたもので
あることを保証する。

7「旗国検査優先度リスト」に掲載された船
舶の検査率 ���% を達成するために、船
舶検査官ネットワークを活性化する。 船体、機械、船上設備の安全かつ有意義

な遠隔検査・調査、および / または安全・
セキュリティ管理システムの遠隔監査・
検証のための枠組みを創出し、要求事項
要件の策定を支援する。

以下に関する体系的な情報を船主や船舶
管理者に提供することで、将来的な拘留
を回避する。

現地および / または地域の追加的または
特殊な要求事項を考慮した上で、キプロ
ス籍船舶に指導と支援を行う。

8「旗国検査優先度リスト」に掲載された船
舶を継続的に監視し、監督する。 ポート・ステート・コントロール（寄港国

による監督、PSC）集中検査キャンペーン

以下の枠組みにおいて報告された欠陥や不
適合の分析結果

フラッグ・ステート・コントロール（旗国
による監督、FSC）

S.E.A Change 2030
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戦略の柱:

持続可能性
対応が迅速で効果的、
かつシームレスな顧客志向の
サービスを年中無休体制で提供

「環境配慮型船舶」と
持続可能な投資に対する報奨と
優遇措置

 

13「European Union Recovery and Resil-
ience Facility （EU 復興・強靭化ファシ
リティ、RRF）」により資金提供を受け
た専用プロジェクトを通じて、海事局
により提供されるすべてのサービスを
デジタル化し、ペーパーレス環境を推
進し、ワンストップショップのコンセプ
トを支援する枠組みと条件を創出する。

14 海運企業の法人化のための特別な規制
および行政の枠組みを追求する。

15 海外の海事機関ネットワークを再設計
し、強化する。

16 海事関連の法律、情報、通知、ガイダ
ンスを提供するユーザーフレンドリー
な「e-Maritime Library」を 構 築 し、
維持する。

17 ライブチャットサポートを備えたオン
ラインモバイルアプリケーションです
べての問題に対応する単一窓口として

「e-Helpdesk」を設置し、維持する。

海事サイバーリスクに対応

先を見越して温室効果ガス排出を削減
してきた努力に報いるため、すでに EU
承認のキプロス・トン数税制の一環で
ある「Green Tax Incentives （グリーン
化税制優遇措置）」を継続的に評価する。

18

先を見越した環境配慮型船舶の性能を
評価するために「Green Achievement 
Awards （グリーンアチーブメント賞）」
を授与する。

19

21 キプロスデジタルセキュリティ局と協
力してサイバー攻撃の脅威を監視し、
対応するために情報共有を推進し、イ
ンフラやサービスを提供することで、
海事業界と海運業界の陸上と船上のデ
ジタル変革から生じる課題とリスクに
効果的に対処する。

20 キプロスデジタルセキュリティ局と協
力し、欧州海上安全庁（EMSA）と EU
サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 機 関（ENISA）
の支援を受けてサイバーセキュリティ
に関する教育と訓練を提供するための
枠組み、プラットフォーム、制度を創
出する。

S.E.A Change 2030
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戦略の柱:

持続可能性

利用可能な技術を活用して e エデュケー
ション、e トレーニング、e ラーニング
を推進する。

24

船主および / または船舶管理者に対して、
（課徴金を支払う代わりに、またはこれ

に追加して）デジタル手段により船上で
船員の技能を継続的に向上させる義務を
導入する。

25

海運業において「好奇心」を
称える文化を創出

船員の適切な訓練と
技能を保証

26 27

効率的かつ効果的な海事サービスの
提供を推進

22 研究技術革新財団の支援を受けて、海運
業の研究と技術革新を奨励するための資
金調達手段とプログラムの提供を通じ
て、「Research Innovation Shipping 
Environment （海運業の研究・技術革新、
RISE）」プラットフォームを構築する。

23 現在および将来の課題に対応する機会の
特定および革新的なソリューション開発
に対象を絞った取り組みを通じて、海運
業界における研究・技術革新を奨励する
文化を構築する。

以下の目的で船長、船主、船舶管理者が
アクセス可能な「e-Integrated Manage-
ment of Seafarers System （船 員 統 合 管
理電子システム、e-IMoSS）」を構築する。

キプロス弁護士協会、キプロス仲裁調停
センター、海運業界と協力し、海事紛争
の仲裁と調停の場としてキプロスを位置
付ける。

(a) キプロス籍船舶での訓練、資格、職位、
業務など、船員に関わるすべての問題
に対応する包括的なシステムとデータ
ベースを提供する。

(b) 従来必要とされてきた船員契約書の代
わりとして乗組員名簿の作成、乗組員
の雇用と異動を容易にし、事務負担を
軽減する。

S.E.A Change 2030
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戦略の柱:

持続可能性

船員、海事専門家、海洋専門家のための
文化を創出

32

33

34

35

つながりを推進し、
誰もが利用できる安全
かつ環境に優しい
海岸線を整備

30 海事関連の学部課程と大学院課程を設置
するために高等教育機関に対して指導を
行い、海運業界、学術機関、研究・技術
革 新 セ ン タ ー と の 緊 密 な 連 携 を 奨 励
する。

31 小中学生に向けてスマートな双方向の取
り組みや対象を絞ったキャンペーンを行
い、若年世代のための海洋文化と海事文
化を創出する。

28 対象を絞ったキャンペーンを通じて、私
たちの生活における海上輸送と海洋経済
の役割について一般市民への啓発活動を
行う。

29 船員と海事専門家の平等と多様性の原則
を推進する。

キプロスの沿岸生態系における汚染事故
と海難を予防し、適時に対応するための
メカニズムを継続的に強化する。

キプロスとヨーロッパ大陸および近隣諸
国との海を通じたつながりを奨励するた
めの枠組みと条件を創出する。

公共および民間の観光船のための全体的
かつ効果的な法的および行政の枠組みを
策定する。

国家観光戦略を支援するため、汚染防止、
安全性の向上、移動困難者のアクセス向
上に対象を絞った国家援助計画（デミニ
マス規則）を通じて、旅客船部門のため
の持続可能な枠組みを創出することで海
洋観光を推進する。

S.E.A Change 2030
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行 動 実 施 の
タイムフレーム
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