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1. はじめに

先日、平成 21 年春運航予定の

日本海横断フェリー試験運航に

よる吉林省図們地区視察団への

参加の機会を得た。

本稿ではこの視察での日本

海横断フェリー航路の概要と、

OCDI の自主事業としてロシア

沿海州を調査した際のロシア極

東地域の沿海州及び沿海州の港

湾事情について報告する。

なお、試験運航および港湾調

査は、下記に示したスケジュールで実施した。

2. 日本海横断フェリー航路

このフェリー航路は、新潟と韓国の束草、ロシアの

トロイツア（旧ザルビノ）を結び、日本、韓国、ロシア、

中国の四ヶ国合弁会社により運航されるものである。

平成 19 年 6 月の「北東アジアフェリー株式会社」設

立の合意から、各国関係者の諸事情により一時暗礁

ボストチヌイ港

ナホトカ港

ウラジオストク港

スラビアンカ港

ポシェット港

トロイツァ港

日　程　表

日数 月　日 都　市　名 内容 ( 訪問先等）

1 10 月 22 日 ㈬ 東京→新潟

2 10 月 23 日 ㈭ 新潟→ 新東春号　　新潟港　09：30 乗船→新潟港発　00：00

3 10 月 24 日 ㈮ 新東春号 トロイツァ港　翌 08：00 着

4 10 月 25 日 ㈯ →トロイツァ港→琿春→延吉 琿春市の日本工業園、小島衣料訪問

5 10 月 26 日 ㈰ 延吉→琿春

6 10 月 27 日 ㈪ 琿春→ウラジオストク トロイツァ港 ( ザルビノ )、ポシェット港

7 10 月 28 日 ㈫ ウラジオストク ウラジオストク港、日本センター

8 10 月 29 日 ㈬ ウラジオストク→スラビアンカ→ウラジオストク スラビアンカ港、ベルクート社

9 10 月 30 日 ㈭ ウラジオストク→ナホトカ→ウラジオストク ボストチヌイ港、ナホトカ港

10 10 月 31 日 ㈮ ウラジオストク 沿海州政府、日本領事館

11 11 月 1 日 ㈯ ウラジオストク

12 11 月 2 日 ㈰ ウラジオストク→新潟→東京 XF807　ウラジオストク　13：50 発→新潟　14：20 着

ロシア・極東地域の港湾事情
五十里　圭紀

＜海外事情調査＞
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に乗り上げていたが、平成 20 年 12 月に正式に運航

会社が設立された。なお、四ヶ国合弁会社の概要は

次表の通りである。

今回の試験運航は、束草～トロイツアの既存航路

（週 3往復）で運航されている「新東春号」による航

海で、新潟をはじめ東京からの関係者など総勢 60 名

ほどが乗船した。新潟港からトロイツア港までの航

海による運航上の課題把握と琿春日本工業団地など

の視察を通じて図們地区の開発と物流の実態把握な

どが目的であった。

この新規航路では貨物と旅客を扱うフェリーが週 1

便運航する予定であり、四ヶ国の経済交流の活発化

や対岸貿易の利便性向上、輸送コストの削減などが

期待されている。しかし、競争力のある運賃設定や

一定の貨物量の確保のための新規需要開拓、各国の

通関手続きや港湾の受け入れ態勢の整備などクリア

すべき課題がある。

3. ロシア極東地域の沿海州

沿海州は、ロシア連邦の南東部に位置し、北はハバ

ロフスク地方、西から南西は中国及び北朝鮮に接し、

東から南は日本海に面している。面積は 16.6 万㎡（北

海道の約 2倍）で、200 万人の人口を抱えている。ま

た、沿海州の主要都市の人口は、州都のウラジオス

トク 60 万人、ウスリスク 18 万人、ナホトカ 17 万人

となっている。

経済状況は、モスクワを中心としたロシア全体と

同様に好景気が続いているが、全国平均に比べやや

成長率の伸び悩みが見られる。また、ウラジオスト

クはシベリア鉄道の起点として重要視され、2012 年

の APEC サミットの開催予定地となっており今後の

発展が期待されている。

ウラジオストク市内のデパートやスーパーには商

品が豊富にあり、街全体は活気に満ちていた。市内

を走る車の約 9割は日本からの中古車であり、車の

急増による交通渋滞が都市問題の一つとなっている。

4. 沿海州の港湾事情

ここでは沿海州を代表する主要港湾及び現地調査

した 6港湾について報告する。これらの各港湾のオ

ペレーターはモスクワに本社がある資源・運輸企業

の子会社となっている。

1） ボストチヌイ港

ボストチヌイ港は、ナホトカ湾南東部に位置する

沿海州 大の貨物取扱港湾である。同港は日本と

ソ連の経済協力事業として 1971 年から日本側の計

（概要）

会社名 北東アジアフェリー株式会社　

（Northeast Asia Ferry Co.Ltd.）

本　 社 韓国江原道束草（ソクチョ）市

資本金 300 万ドル

韓国　51％　153 万ドル

汎韓商船（31％　93 万ドル）・江原道（10％　

30 万ドル）・束草市（10％　30 万ドル）　※東春

フェリーは汎韓商船の子会社

日本　16％　48 万ドル 　北東ア

ジアフェリージャパン㈱

中国　16％　48 万ドル 　琿春泛海国際航

運有限責任公司（琿春市政府全額出資）

ロシア　17％　51 万ドル 　プリ

モーリエアブトトランス

取締役 7 名

韓国 4（汎韓商船 2、江原道 1、束草

市 1）、中国・日本・ロシアは各 1

運航船舶 総トン数： 13,213 トン　　スピード：　24 ノット

貨物能力：132TEU　　リーファープラグ：20 個保有

旅客定員：

Royal ベッド 2人室× 6、（12 人）

First ベッド 4人室× 20（80 人）、

畳 4人室× 4（16 人）

Economy ベッド 8～ 20 人室× 31（360 人）

畳 5～ 35 人室× 6（108 人）

出典：NPO 法人　北東アジア輸送回廊ネットワーク HP

ウラジオストク市内（駅前）
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画・設計に基づいて港湾開発が行われ、1973 年に

は木材専用埠頭、1976 年にはコンテナ専用埠頭が

完成し運営を始めている。冬季でも凍ることもな

く一年を通して入港可能であり、航路水深は 22 ｍ

あるため 15 万 DWT の船舶の入港が出来る。2007

年の貨物取扱量は 1,634 万トンであり、主要取扱品

目は石炭、コンテナ貨物、木材、クリンカー、科

学肥料、コークスなどである。また、取扱貨物の

98％は外貿貨物であり、輸入貨物が 58％、輸出貨

物が 40％を占める、主な取引相手国は韓国（68％）、

中国（29％）、日本（3％）となっている。

外貿コンテナターミナルは 4バース（水深 11～

13 ｍ）あり、ガントリークレーン 6基とヤードク

レーン、鉄道積み替えクレーンなどの荷役機械備に

よりコンテナ貨物を取り扱っている。また、ターミ

ナル内にはシベリア鉄道の引き込み線が引かれてい

て、取扱貨物の 90％は鉄道により輸送されている。

ボストチヌイ港のコンテナターミナルを運営し

て い る の は、Vostochnaya Stevedoring Company 
（VSC）で 2006 年 2 月に 5・6 埠頭で国内向けコ

ンテナ等を業務としていた Vostochny International 

Container Services（VICS）を買収した。同社はボ

ストチヌイ港の全てのコンテナターミナルを運営

し、輸出入、トランジット、国内のコンテナを扱っ

ている。さらに、2008 年には鉄道部門を新設し、

80ft の鉄道プラットフォームを 250 車両所有する

鉄道のオペレータとなった。2007 年のコンテナ取

扱高は前年比 21％増の 37 万 TEU、2008 年 1 ～ 9

月期の取扱高は前年同期比 18％増の 31 万 TEU と

なっており、通年では 42 万 TEU を超える見通し

となっている。現行の年間コンテナ取扱能力は 65

万 TEU であるが、今後の拡張計画では、ガント

リークレーンやヤードクレーンなどを増やすこと

で 2012 年には 110 万 TEU、2020 年には 220 万

TEU へ増強する予定となっている。

2） ナホトカ商業港

ナホトカ商業港はナホトカ湾の北西部のナホト

カ市内に位置している。同港は西側地区（第 1 ～

12 埠頭）と東側地区（第 25 ～ 33 埠頭）の 2地区

で構成され、各埠頭の平均の長さは 130 ～ 180 ｍ

となっており、水深は西側地区が 9～ 11 ｍ、東側

地区が 13 ｍとなっている。また、冬季でも凍るこ

ボストチヌイ港コンテナターミナル

ボストチヌイ港コンテナターミナルの拡張計画

ボストチヌイ港鉄道積み替え施設

ともなく一年を通して入港可能であり、航路水深

は 13 ｍとなっている。

取扱貨物は、鉄、鋼材類、アルミニウム、木材、

コンテナ貨物、一般貨物などであり、近年、乗用車、
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重機、タイヤなどの重機部品も増えてきている。主

な取引相手国は韓国、中国、日本となっている。外

貿コンテナは主に第 2～ 6埠頭の 5バース（水深 9
～ 9.8 ｍ）で多目的クレーンで取り扱われている。

港の構内および岸壁エプロン部には、鉄道の引き

込み線が敷設されている。このため船舶から荷役

した貨物を直接、鉄道貨車に積み込むことが可能

となっている。しかし、貨物量の増加に伴いエプ

ロン部での貨車への積み込み作業は、その他の港

湾荷役に制限を与えるため問題も生じている。

港の拡張計画により、現在第 8 埠頭では埋立に

よる前だし工事が進められ、順次第 2埠頭まで整

備工事が進められる予定である。また、第 5 ～ 8

埠頭の倉庫は利用されておらず、これを撤去しヤー

ドとして利用する計画もある。

また、近隣に位置するナホトカ漁業港では韓国企

業と連携し、9バース、1,275 ｍのうち５バースを

コンテナターミナルとして再開発中であり、既に

既存倉庫の取り壊しなどに着工している。このコ

ンテナターミナルは、2009 年中の供用開始を予定

している。

一方、ナホトカ商業港・漁業港の能力増強は港内

および 寄りの鉄道積み替え駅までの鉄道の輸送

能力と密接に関連している。このためナホトカ商

業港はロシア鉄道にナホトカ駅、アスタフィエボ

駅を拡張するように企画提案しているが、現状で

は鉄道の整備計画は未定である。

ナホトカ商業港の平面図 ナホトカ商業港コンテナ取扱状況

3） ウラジオストク商業港

ウラジオストク商業港は、沿海州地方の南部にあ

るムラヴィヨフ・アムールスキー半島の南端の金

角湾の中に位置している。同港はルースキー島に

湾口を遮断された天然の良港で、16 バース、岸壁

水深は 8.0 ～ 13.0 ｍ、岸壁総延長は 4,200 ｍとなっ

ている。また、湾内の水深は 30 ｍあり冬季でも凍

ることもなく一年を通して入港可能であり、航路

水深も岸壁水深と同様の 13 ｍが確保されている。

取扱貨物は、コンテナ貨物、自動車、鋼材類、鉄

スクラップなどであり、近年、重機、タイヤなど

の重機部品も増えてきている。主な取引相手国は

韓国、中国、日本となっている。外貿コンテナは主

に第 15～ 16埠頭の２バース（水深 11.6 ～ 12.9 ｍ）

でガントリークレーンにより取り扱われている。

ウラジオストク商業港では、第 15 ～ 16 埠頭が

コンテナターミナルとなっているが、将来的には第

12 ～ 17 埠頭までをコンテナターミナルに再編し拡

張する予定となっている。現在、第 17 埠頭は埋立

造成中であり、供用開始当初は 2012 年に開催され

る APEC 関連の建設資材などの一般貨物用の埠頭

として利用されることになっている。

ウラジオストク商業港は半島の南先にあり、港の

発展を阻害する要因はこの地形にある。鉄道、ト

ラックは町の中心を通って港に入ることとなるた

め、半島の西側の海岸に沿った道路建設の予定があ

る。さらにアムール湾北側にロジスティクセンター

の計画がある。これはウラジオストク市がある半
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島の付け根の西側に整備し、ウラジオストク国際空

港まで 15 ㎞、ウラジオストク市中心地、港まで 40

㎞強の地点にあり、ナホトカ、ボストチヌイとの

幹線道路にも近く、物流面で優位な立地条件となっ

ている。また、鉄道を引き込むことで、直接シベリ

ア鉄道にも接続できるようにする。この計画の関

連として半島からアムール湾を横断する橋梁を建

設する計画がある。なお、ロジスティクスセンター

は 2010 年からの稼働を目指している。

4） スラビアンカ港

スラビアンカ港は、沿海州地方南西部にあるハ

サン地区の行政の中心都市スラビアンカに位置し

ている。スラビアンカ港は船舶修理工場の敷地内

に港の機能をもった小規模港湾である。岸壁は 2

バースあり、岸壁水深は 5 ～ 8 ｍ程度である。こ

のため 1 ～ 2 月には結氷する事もあるが、船舶修

ウラジオストク商業港第 1 ～ 2 埠頭付近 ウラジオストク商業港第 15 ～ 16 埠頭付近
（コンテナターミナル）

理工場の砕氷船を運航することで１年中利用可能

となっている。

ウラジオストクからは直線距離では 50 ㎞である

が、陸路での距離は途中の湿地帯を大きく迂回す

るため 230 ㎞となっている。また、スラビアンカ

～ウラジオストクには定期フェリーが毎日 2便往

復している。

主要取扱貨物は、輸出品では原木、加工材、輸入

品では中古車、建設機械となっている。

スラビアンカ港の実質的な管理運営者であるベ

ルクート社は、今後、木材ターミナルの株式の追加

取得により、商業港との一体的な管理運営を考えて

いる。現在の貨物取扱量はそれほど大きくはない

が、ロシア国内の中古車需要や中国からの貨物需要

に応えるため、DWT4,500 程度の貨客船を購入し、

新潟、大阪、酒田などの航路への投入を検討して

いる。

ロシア国内、特にウラジオストクでの日本製中古

車の需要は大きい。しかし、今後、右ハンドル車の

輸入規制などがあるとの情報もあり、これに対応す

るため船舶修理工場内に右ハンドルを左ハンドル

に付け替える工場の整備計画がある。この計画は、

ベルクート社と日本企業との合弁事業によるもの

であるが、現状では企画段階とのことである。

スラビアンカ港中古車ヤード
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スラビアンカ港のイメージ図

スラビアンカ港の木材ヤード

5） ポシェット港

ポシェット港は、沿海州地方南西部にあるハサン

地区のススロフ岬とガモフ岬の間のポシェット湾

内の湾中央部の半島の西端に位置している。同港は

3バースあり、岸壁水深は 9.5 ｍである。ウラジオ

ストクから南西 110 ㎞、北朝鮮の国境までは 20 ㎞

となっている。

取扱貨物は、石炭の輸出のみであり、日本、韓国

などへの積み出し港となっている。

ポシェット港では、株主によって航路を -16 ｍま

での増深と60,000DWT の船舶に対応する新たな埠

頭整備の計画がある。また、港湾施設の近代化によ

る新たな荷役方式が検討されている。これらの施

設整備により、現在の港湾取扱能力を 250 万トン

から 700 万トンまで引き上げることが可能である。

6） トロイツア港（旧ザルビノ港）

トロイツア港は、沿海州地方南西部にあるハサン

地区のススロフ岬とガモフ岬の間のポシェット湾

の東の入り江・トロイツァ湾に位置している。同

港は 4バースあり、岸壁水深は 7.5 ～ 9.5 ｍである。

ポシェット港石炭取扱状況 (1)

ポシェット港石炭取扱状況 (2)
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また、冬季でも凍ることもなく一年を通して入港

可能であり、航路水深は 12 ～ 15 ｍある。ウラジ

オストクから南西 150 ㎞、中国の国境までは 66 ㎞

となっている。取扱貨物は、自動車、鉄スクラップ、

原木、コンテナ、セメント、魚介類があり、韓国

の束草～トロイツアに定期フェリー航路を持って

いる。同航路は 2009 年春には新潟港も結ぶ予定と

なっている

今後の整備計画としては、第 1、2 埠頭の改良

計画があり、年間 3万個のコンテナ取扱能力のコ

ンテナターミナルに整備する予定である。工期は

13 ヶ月の予定であるが、現在、契約条件の協議中

であり、着手時期、工事完了時期などは未定である。

また、日本からの輸入される完成車の取扱量を増

やす計画もある。

また、ロシア向け完成車輸送での鉄道利用はト

ヨタなどが検討中だが、マツダは 10 月からロシア

向け完成車輸送でシベリア鉄道の利用を開始した。

現在、利用している欧州を経由する海上輸送と比較

して、 大 30 日間のリードタイム短縮効果がある。

マツダは、シベリア鉄道利用の開始にあたり、

2007年 9月から 3回にわたって実証試験を実施し、

良好な結果が得られたため正式決定に踏み切った。

輸送ルートは、広島本社工場と防府工場からトロ

イツア港まで海上輸送する。陸揚げ後は、輸送中

の品質確保のため、完成車を保護材で覆い、完全

閉鎖型の専用列車でモスクワまでの約 9,300 ㎞を鉄

道輸送する。所要日数は 10 日間で、旅客列車と同

等の速さで輸送できる。

５．おわりに

ウラジオストクは 2012 年の APEC 開催都市とな

り、市内では関連の公共事業や再開発事業が多く着

手されている。今回の調査時には、鷹巣展望台下で

の新規幹線道路の整備工事や既存幹線道路の拡張工

事などを目にした。

後に今回の港湾調査に関し、現地でのアポイン

トにご協力頂いたウラジオストク総領事館、近鉄ユー

ラシア・エクスプレスなどの方々に御礼を申し上げ、

本稿の結びとする。

東春号接岸状況

中古車取扱状況

マツダ車保管ヤード

（いかり　たまき　企画部研究員）
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