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1. はじめに

2008 年 12 月に㈳海外運輸協力協会（JTCA）の

補助を受けウクライナの港湾に関するプロジェク

ト調査事業に従事しました。旧ソ連の崩壊後完全

な独立を果たしたウクライナですが、日本との交

流は現在までのところ余り密接ではありません。

ODA についても、現在キエフの空港ビル拡張に対

して円借款が供与されている以外大きな実績もな

いのが現状です。

筆者は 2007 年にブルガリアの港湾開発調査に関

わった関係で、同じ黒海にあるウクライナの港湾

には深い関心を寄せていました。このため、ウク

ライナの港湾を調査することは筆者の個人的な興

味を満たすことにもなりました。本稿は正式な報

告書ではありませんので、ウクライナの港湾の現

状や将来について、あくまで筆者の視点から取り

まとめています。細かな統計や細部の情報につい

ては、筆者が中心になって執筆した JTCA 発行の「ウ

クライナ国全国港湾開発戦略策定調査報告書」（平成

21 年 1月）を参照ください。

2. ウクライナと言う国

ウクライナはロシアやベラルーシ等と大半の国境

を接する国ですが、一方で、既に EU に加盟した旧ソ

連の衛星国であるポーランド、ハンガリー、ルーマニ

ア等とも国境を接しており、地理的にもロシアと EU
の中間に位置していることとなります。ソ連時代か

ら小麦を中心とする穀倉地帯として有名ですが、製

造業では重化学工業特に同国東部に産出する石炭を

利用した鉄鋼業が盛んな地域です。人口も 5,000 万人

近くを擁するため、旧ソ連及びその衛星国の中では

ロシアに次ぐ大国です。

民族的にはウクライナ人が多数を占めていますが、

ロシア人も多く居住し、また、ウクライナ語とロシア

語も近い言語であるため（もちろんキリル文字という

いわゆるロシア文字を使います）、我々日本人から見

るとロシア人との区別は判然としません。バルト三国

（リトアニアなど）ではロシアに対する反感が極め強

いことを実感したことがありますが、ウクライナで

はロシアへの感情は人によりまちまちのようです（ロ

シアの天然ガスの供給停止やロシア軍のグルジア侵

攻などで、 近はロシアに対する反感・恐怖は高まっ

ているようにも聞きますが）。

このような地政学的な位置と人々の感情を反映し

て、ウクライナ政府の対応も単純化すれば「EU に付

くのか、ロシアに付くのか」を決めかねているのが実

態のようです。現在の大統領は親欧米派ですが、これ

と激しく対立している首相は同じく親欧米派であり

ながら少し慎重にことを進めようとしています。今

回面談したある知識人が「ウクライナは EU を中心と

する西側とロシアをうまく取り持つ独自の外交政策

を持つべきである」と言っていたのが印象に残りま

すが、EU とロシアに挟まれたウクライナの知識人の

大公約数はこのようなことかもしれません。
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但し、ロジステックスの面を考えれば、ロシアに

とっても黒海に面するウクライナの港湾の重要性は

無視できないでしょう。長い冬の間凍結するサンク

トペテルスブルグ港を使うより、凍結を知らない黒

海側の港湾を使いたいのは当然の選択ともいえます。

3. 黒海の港湾事情（コンテナを中心として）

Drewry などのコンテナ統計では、黒海沿岸の港湾

とバルト海側の港湾等を含めて「Eastern Europe」と

して地域区分していますが、ここ数年のトレンドを

見ると世界を 11 地域に区分した中でこの「Eastern 
Europe」は年率 30％程度の伸びを示しており も成

長の高い地域です。東欧の経済開放に伴う貿易と荷動

きの活発化が端的に現れています（もちろん経済危機

の関係で 2009 年に入り荷動きは激減していますが）。

一方、黒海内の港湾のコンテナ取り扱いを見ると、

次の表のとおり過去 7年で約 9倍になるなど、東欧

全体をしのぐ伸びを見せています。もともとのコンテ

ナ量が少なかったためもありますが、2007 年、2008

年には MSC がアジアとのダイレクト航路（タイガー

サービスとして 6,000+TEU のコンテナ船を投入）を

開設するなど、黒海諸港も本格的なコンテナビジネ

スに参入してきた感があります（なお、これも経済

危機の関係で、現在 MSC のタイガーサービスは停止

中です）。

黒海内のコンテナ港で目を引くのがルーマニアの

コンスタンツア港の発展です。かつて円借款を利用し

て整備した岸壁をコンテナターミナルとして利用し、

さらにドバイポートワールドをオペレーターとして

選定し、今や黒海内のハブ港湾の地位を築いています

（前述のタイガーサービスもコンスタンツア港をハブ

としていました）。但し、コンスタンツア港取り扱い

黒海主要港のコンテナ取扱量単位
単位：1,000 TEU

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Constanta (Rumania) 106 119 136 206 386 768 1,037 1,411
Varna (Bulgaria) 37 46 59 65 79 84 94 100
Burgas (Bulgaria) 11 12 14 20 27 25 26 26
Odessa (Ukraine)Odessa (Ukraine) 7070 7676 110110 158158 202202 288288 396396 523523
Ilychevsk (Ukraine)Ilychevsk (Ukraine) 6060 8888 103103 153153 196196 290290 323323 456456
Novorossiysk (Russia)) 25 38 59 89 134 140 227 342
Poti (Georgia) 36 41 56 65 80 106 115 182
Black Sea Total 345 418 537 756 1,104 1,701 2,218 3,040

出典：Ocean Shipping Consultants 等

のコンテナのうち自国に出入りするのは 3割程度で、

7割程度はその他の黒海内港湾（特にウクライナ、ロ

シアの港湾）へのトランシップ貨物です（2006 年の

筆者訪問時のヒアリング等から推定）。

ウクライナの港湾は、オデッサ港、イリチェスク港

とも順調にコンテナの取り扱いを伸ばしていますが、

後で見るように水深不足や施設不足などのため、必

ずしも背後圏（ウクライナのみではなくロシアやベ

ラルーシの一部も背後圏と考えられる）の経済発展

を反映した取り扱いとなっていないように見えます。

特に、ベースカーゴがありながら、コンスタンツア

港からのフィーダー輸送に甘んじている現状には大

いに問題があると考えます。

なお、ブルガリアの 2 港については、それぞれの

港湾に 2バースずつのコンテナターミナルを整備す

ることで、2008 年夏に円借款のすべての手続きが終

了しています（借款供与額だけで約 400 億円、総工

費 500 億円を超える大型の円借款です）。従って、こ

こ数年のうちには、ブルガリアの港湾も港勢を伸ば

してくることが予測（期待）されます。

この意味では、このままではウクライナの港湾は相

対的にさらに後退を余儀なくされるのではないかと

の危惧感がありますが、逆に言えばこのことが本調

査を実施した契機でもあります。

4. 主要港の概要と将来計画

それでは、ウクライナの主要港の現状はどうなって

いるのでしょうか。次に筆者の訪問した主要 3港に

ついて、その現状と港湾当局の持つ将来計画を紹介

します。
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(1) オデッサ港

オデッサ港は、首都キエフから 450 ㎞程度はなれ

たウクライナ第三の都市であるオデッサ市にありま

す。映画の「戦艦ポチョムキンの反乱」や「オデッ

サファイル」などで有名なので、名前をご存知の人

も多いかもしれません。

ウクライナ 大の港湾で、コンテナを含めて 3千万

トン近い取り扱いがあります。港湾は次に示す写真の

ように、市街地に直近する海岸線にあります。市内の

繁華街や住宅地が海岸崖の上部に位置し、急な崖（坂

道あるいは階段）を経て港湾に至ると言った感じで

す。現在の港湾施設は埋め立てにより造成され、沖

合いには防波堤が建設されています。日本の古い港

湾都市または港町に近いイメージです。

但し、このような成り立ちの港湾の欠点である市街

地に隣接することによる交通混雑、港湾用地の狭隘

さ、拡張余地の不足などの問題を抱えています。また、

現在の水深が 12.5m と近代的な港湾としては浅いこ

とも問題です。

このため、オデッサ港当局は、コンテナ用ドライ

ポートを港湾の数㎞東側に設立し、これとコンテナ

埠頭を専用道路（他の港湾交通とも分離しコンテナ

トレーラー専用）で連結することとし、既に半分以

上の工事が完了しています。それでも港湾の狭隘さ

と拡張余地のなさは解決が難しく（港湾区域に隣接

する海岸線は私有地となっている）、特に急増するコ

ンテナについては、より大水深のターミナル建設を

目指して沖合いに展開することとしています。

現在のコンテナターミナル（水深 12.5m 延長 310m
及び水深 12.0m 延長 250m）は港湾の南側に位置し

ています。2001 年からグローバルターミナルの一つ

である HHLA（ハンブルグに拠点）の子会社により

運営されています（運営委託期間20年）。コンテナター

ミナルの拡張はこのリースターミナルに隣接した外

海側に計画されているため、（法的な規制は考えない

として）この計画には HHLA の相当の関与（計画面、

資金調達面等）がうかがえます。一方で、拡張にはター

ミナルの造成のみならず新規の防波堤の建設も必要

であり、総工費は約 5億ドルと見積もられています。

ドライポート

Euroterminal
　　” Dry Port”

Brooklyn-Kyiv
CMA CGM

Berth7
MetalsUkraine

HPC（HHLA）

オデッサ港の現状と開発計画
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ナターミナルに挟まれた№ 2、3、4 バース（現在バ

ルクバース）をコンテナターミナルに更新して一体的

に運営していくことが常識でしょうが、これは現行の

オペレーターとの間で意見の相違があったようです。

また、コンテナに転用する在来バースの代替として新

規の施設整備は特に考えておらず、コンテナ化の進

展により在来貨物の増加が限られること及び既存施

設の効率的運用で対応可能と判断しているようです。

我が国で言えば掘り込み港湾に見られる形態です

が、この場合入り口の航路の水深が港湾の能力を決

めるといって過言ではありません。現地訪問前はか

なり水深が浅いと聞いていましたが、実際には既に

14.5m まで浚渫を終了したとのことでした。さらに、

今後 15.5m への増深も行い、 終的には 17m 水深を

確保する計画で、少なくともコンテナ船に対する対

応は十分になされる計画となっています。

将来計画も合理的に考え（もちろん細部までは調

査していませんが）、資金ソースも手配しているので、

少なくとも関係者と会談した限りでは、我が国の協

力の余地は少ないものと判断しました。

(3) ユージニ港

現在コンテナを取り扱っていないため、ウクライナ

を訪問するまではその存在も知らなかったユージニ

港（オデッサ市の東約 50 ㎞）も訪問しました。この

港湾当局はこれをすべて民間投資でまかないたいと

していますが、昨今の経済状況を考えると投資者の

確保は容易ではないことが想像され、防波堤など非

収益施設を中心に我が国の ODA（円借款）の活用の

可能性があると考えています。

(2) イリチェスク港

イリチェスク港（取扱貨物量は約 1,500 万トン）は

オデッサ市から約 25 ㎞程度南部に位置し、天然のエ

スチュアリーを利用して造成した港湾です（エスチュ

アリーの入り口を掘り込んで航路としている）。オ

デッサ港のように市街地に隣接するわけではなく、特

に都市との負の関係はありませんし、航路や泊地の

維持がうまくできれば拡張にかかるコストはそれほ

ど多く必要ありません。但し、図に示すように既に

かなりの部分が開発された空間の中で機能を増強す

る場合は、必然的に既存の機能を更新していく再開

発的手法を取らざるを得ません。

現在のコンテナターミナルは、入り口に近い№ 1

バース（港湾管理者が直営で運営）と№ 5及び 6バー

ス（ロシアのオペレーターが運営）に分かれています。

このような現有施設では将来のコンテナ需要の増大

に対応できないとして、港湾当局は№ 7～№ 10 の在

来船バースをコンテナターミナルに転換する計画で、

既に EBRD（欧州開発復興銀行）のローンを確保済

みであるとの説明を受けました。現行の二つのコンテ

イリチェスク港の平面写真
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港もイリチェスク港と同様でエスチュアリーを利用

した港湾で、いわゆる工業港のため石炭や鉄鋼製品

の取り扱いが多く、年間 2,000 万トン程度の取り扱い

があります。

但し、今後はコンテナの取り扱いを計画しており、

そのため既に 14m 水深のコンテナターミナル（80ha）
を建設中です。紙面が少ないので図面等の掲載は割

愛しますが、港湾当局は、現在 15m 水深の入港航路

（イリチェスク港と同様の進入航路）をバルク船も視

野に入れて 19m に増進したい意向を持っており、こ

れに対する我が国の ODA の活用を強く要望されまし

た。かつてインドの鉄鉱石輸出港であるビシャカパ

トナム港で同種の協力をしたと記憶していますので、

今後とも情報交換をしていくこととしています。

5. 我が国の協力のあり方

ウクライナの主な港湾の現状について既述してき

ましたが、各港当局は独立した港湾管理者として機

能していますが、一方で中央政府の強い影響下にあ

ります。特に、海外からの協力わけても資金協力は、

運輸省の判断に大きく左右されます。キエフの運輸

省で港湾・海運担当の副大臣に面会し各港の要望や

調査団の見解を整理して伝えることができました。副

大臣からは日本からの港湾に対する ODA の供与や日

本との港湾分野での様々な交流事業に強い期待が示

されました。

一方、筆者からは特定のプロジェクトについて

ODA 導入の可能性を判断する前に、ウクライナ国と

してプライオリティ（分野や港湾ごと）を検討してお

かないと日本政府としても動きにくいのではないか

との見解を示しました。これを受けて、ウクライナの

経済の今後の状況や、ウクライナ諸港の背後圏ともな

るロシア、ベラルーシなど近隣国の経済動向を踏ま

え、同時に各港の開発ポテンシャルや開発の実現可能

性を考えながら、今後の港湾整備に順序付けを行うよ

うな調査（ウクライナ国全国港湾開発戦略策定調査）

を提案してきました。この調査では、ごく短期間で将

来の全国的港湾需要の見通しを整理し、次に今回紹介

をしたような主要な開発プロジェクトで有力なもの

（プライオリティの高いもの）について F/S を実施す

ることにしています。技術協力そのものより、むし

ろ円借款の準備を行うような調査を目指しています。

ウクライナは一人当たり GDP が 3,000 ドルに達し

ないような貧しい国ですが、やはり旧ソ連の中核国と

して活躍してきた歴史的な重みと、それに裏打ちされ

た技術力の蓄積があります。何とか、先方の自尊心を

尊重しつつ我が国の培った港湾開発のノウハウを伝

達し、空港に次ぐ第二番目の案件として港湾分野で

の円借款の供与に結びつけられればと考えています。

6. さいごに

帰国してすでに半年近くが過ぎました。ウクライナ

の関係者とは半月に一度ぐらいの頻度で連絡を取り

合っていますが、残念ながらいまだにプロジェクト

の具体的な進展はありません。

一方で、世界的な経済危機の影響で東欧経済は大き

な打撃を受けているようです。今年の 1～ 3 月のコ

ンテナ貨物量の速報値を見ると、東欧地域は も落

ち込みの激しい地域の一つとなっています。早い機

会に経済が本格的に復興することが望まれます。

キエフにあふれる日本製品や寿司レストランなど

に同様に、日本の港湾技術がウクライナの港湾に移

転され、それがウクライナ全体の発展につながるこ

とを祈ってこのレポートを終えます。

（なるせ　すすむ　常務理事）




