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と兼用で使用される（図 1.1.2 の四角く囲った部分）。

この他、クルーズ船の寄港も多いが、上記の国際・国

内フェリーターミナルが使用されている。

国際フェリーターミナルは全て公共ターミナルであ

り、施設の整備と運営は上物と一体的にマルセイユ港

が行う。フェリーのオペレータに対して使用料（タリ

フ）を徴収している。中央政府からの財政的な支援は

ない。港湾保安対策の費用もすべて利用者から徴収し

ている。なおターミナルの専用的使用の扱いは現在の

ところ無いが、現在整備中の RORO ターミナルにつ

いてはコンセッションを行う予定である。

最近の旅客輸送実績を表 1.1.1 に示す。フェリー輸

送については自家用車が多いことからトラック貨物の

積載数を制限し（冬季で最大 10 両、夏季は積載しな

い）、貨物は RORO 船で対応している。

欧州における国際フェリーターミナルの
実態

川田　忠彦

＜国際物流事情＞

FOS 港区（西側）：物流や石油
コンビナートの拠点となってい
る地区

マルセイユ港区（東側）：
フェリーターミナルを含
む地区、市街地近傍

図 1.1.1　マルセイユ港の港区

1. 欧州における国際フェリーターミナルの

実態

国際フェリーの往来が盛んな欧州地域港湾の現状

を調査する機会を得た。フランスのマルセイユ港と

フィンランドのヘルシンキ港について、その概要を

述べる。

1.1 マルセイユ港（フランス）の現状

1） 港湾の概要

マルセイユ港はフランスの主要港湾のひとつであ

り、地中海側に位置している。従来から石油コンビナー

ト及びその関連産業の拠点となっているほか、近年で

は地中海側に立地している特性を活用して、アジア・

アフリカとフランスならびに周辺国を結ぶコンテナ等

の輸送の拠点となることを目指している。

港湾は市街地内にある旧港区、マルセイユ港区

ならびに数十キロ離れた FOS 港区に分かれており

（図 1.1.1）、マルセイユ港湾局（Marseille FOS Port 
Authority）がこれらについて一体的に管理運営を行

う。フェリーターミナルはマルセイユ港区にある。

2） 国際フェリーターミナルの概要

国際フェリーターミナルは、マルセイユ港区の市街

地にあり、4バースの国際フェリーターミナルを有し

ている（図 1.1.2 の丸で囲った部分）。

これらのフェリーターミナルは、市街地に近く旅客

は地下鉄駅から徒歩圏内でアクセス可能である。また

車両については、高速道路のインターチェンジへのア

クセスは良いが、鉄道とフェリー輸送との連携は考慮

されていない。

マルセイユからは北アフリカ（アルジェリア・チュ

ニジア）との国際航路の他、フランス領であるコルシ

カ島への航路がある。国内フェリーについては 4ター

ミナルあるが、トラック等を主に輸送する RORO 船

表 1.1.1　旅客人員輸送実績

旅客数
（1,000 人）

2005 2006 2007 2008 2008/17

コルシカ 745 851 861 859 0％
アルジェリア 485 508 456 364 -20％
チュニジア 224 254 258 255 -1％
その他 34 37 33 25 -24％
合　計 1,488 1,650 1,608 1,503 -15％

3） 国際フェリーの就航状況と使用船舶

マルセイユ港における国際フェリー輸送の目的港は
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北アフリカの港湾となっており、具体的にはチュニジ

アの Tunnis 港、ならびにアルジェリアの Alger 港、

Oran 港、Bejaia 港、Skikda 港となっている。マルセ

イユ港とこれらの港湾の間は、フランスの SNCM 社、

アルジェリアの Algerie 社、チュニジアの Tunisia 
Ferry 社が運航を行っている。

アルジェリア方面については週３便程度と不定期の

便が月 2便程度、チュニジア方面については週 2便の

サービス水準であり、所要時間は概ね 24 時間前後で

ある。

就航船舶については例えば Habib（Loa=150m, 
GT=16,000）ないしはこれよりもやや大型の船が投入

されている（図 1.1.3 参照）。

図 1.1.3　フェリー船 Habib

図 1.1.2　マルセイユ港区のレイアウト図
出典：　マルセイユ港湾資料
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4） 国際フェリーターミナルの施設概要と乗船の流

れ

ここでは、国際フェリーターミナルの施設概要と車

両の乗船の流れについて説明する。マルセイユ港の国

際フェリーターミナルのレイアウト及び車両の動線を

図 1.1.4 に示す。

ターミナル施設の概要は以下のとおりである。

バース：合計 4 バースあり、それぞれ延長は各約

200m、水深は -8 m ～ -12m
旅客ターミナル：3つの旅客ターミナルがある。主に

ターミナル 2、ターミナル 3を国際フェリー輸送に使

用しているが、多客時にはターミナル１を使用する場

合もある。

進入ゲート：国際フェリーターミナルへの進入ゲート

は一箇所のみ（図 1.1.4 の右側）である。

チェックインゲート：このゲートにおいて、乗客のチ

ケットが搭乗券に引き換えられる。

CIQ ならびに出国検査場：CIQ 検査、保安検査、パ

スポートコントロールが行われる。

乗船待機レーン：出国手続きを終えた車両が乗船待ち

を行うレーン。

貨物（シャーシ）置き場：トラックやシャーシ等の蔵

置ならびに受け渡しを行うスペース

入国審査・CIQ 検査場：フランス入国の際の CIQ 検

査場、パスポートコントロールを行う。

最終ゲート：ターミナルから退出するゲート

車両通行路：車両がターミナル内を通行する専用路。

乗船・下船の動線が完全に分離されるよう、互いにフェ

ンスで仕切られている。

その他、旅客船ターミナルから本船へ搭乗するため

の通路、職員のための駐車場がある。

なお、車両は船側のランプにより上下船するため、

ターミナル側にはランプは整備されていない。

保安関係では、制限区域への不正進入を防ぐフェン

スが設置されている他、CCTV（監視カメラ）が数十

基備えられている。
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図 1.1.4　国際フェリーターミナルは位置図と車両の動線
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5） 国際フェリーターミナルの整備・運用の全般的

な考え方

港湾当局では、国際フェリーターミナルの整備・運

用について以下の点について配慮しているとの指摘が

あった。

・フェリー輸送はコンテナよりもさらに、定時性、迅

速性が重要なサービスである。可能な限り、人員や車

両のターミナル内の滞留時間を短くすることが必要で

ある。

・北アフリカ方面の輸送については、保安対策、CIQ
対策全てが重要。テロや密輸の防止が重要な課題。こ

のため、フェリーターミナルについても ISPS コード

の厳格な適用ならびに CIQ の徹底を行っている。

・保安対策上は、乗船と下船の動線を分けることが必

要で、マルセイユの場合にはこれらをフェンスで分離

している他、乗船と下船の手続き時間が重ならないよ

うにしている。乗船の場合ターミナルには出航の２時

間より前は入ることはできない。

・車両と旅客についても動線を分けることが必要。車

両の場合には、特に下船の際の CIQ といった手続き

は極力本船から離れた広いスペースで行うことが必

要。また、乗船の際には貨物トラックを先に載せ、下

船の際には最後に降ろすという配慮も行う。

・夏の多客時には、保安対策を厳しく行うと混雑が発

生してターミナルが混乱する。保安と乗客の利便性の

バランスの確保が課題。

・混雑時に旅客の渋滞が発生するような箇所では、通

行路に緩やかに傾斜をつけるなど混雑軽減に苦心して

いる。

・フェリーの想定船舶、車両積載数等を勘案してター

ミナルの施設規模を設定した。基準のようなものはな

い。

・その他、火災時の避難路や天候への配慮が必要。例

えば夏には高温になるため、車両の乗船ラインには屋

根が整備されている。

1.2 ヘルシンキ港（フィンランド）の現状

1） ヘルシンキ港の概要

ヘルシンキ港は年間約 1,000 万トンの貨物を取り扱

い、フィンランドにおける主要な国際貿易港であると

同時に、年間 900 万人以上の旅客を取り扱う一大旅客

ターミナルである。貨物輸送の相手国は、ドイツ、英

国、オランダ、ベルギー、デンマーク、スウェーデン

等であり、旅客輸送の目的地はストックホルム、タリ

ン、トラベムンド、ロストク等である。定期旅客船の

ほか、夏季には多数のクルーズ船が寄港している。冬

季は氷に覆われるため、砕氷船により航路を確保して

いる。

2009 年の貨物量は世界経済の低迷を反映して対前

年 20％近く落ち込んだが、旅客数はほぼ前年並みを

維持して堅調である。港湾サービスは、民間セクター

により提供されているが、旅客輸送についてはヘルシ

ンキ港湾局もサービスを提供している。

ヘルシンキ港は複数のターミナルから構成されてお

り、市の中心部に位置するサウスハーバーとウエスト

ハーバー（図 1.2.1）が旅客輸送の中心で、新しく東
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部に開発されたヴォサリ地区がコンテナ及び RO/RO
を中心としたターミナルとなっている。

2） 国際フェリーターミナルの概要

サウスハーバーのカタヤノカターミナルについて紹

介する。ターミナル緒元を表 1.2.1 に示す。

図 1.2.1　ヘルシンキ港と各ターミナルの位置

図 1.2.2　サウスハーバー、ウェストハーバーの
　　　　　各ターミナル
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拡張予定地

以前コンテナ輸送に利用

されていたエリア。今後

オフィスと住宅を建設

オリンピアターミナル

表 1.2.1　カタヤノカターミナル諸元

バース名
バース ランプ

長さ（ｍ）水深（ｍ） 幅（ｍ） 高さ（ｍ）
最大車軸
重量（t）

EK5 120 8.8 - - -
EKL 180 8.8 - - -
EK6 220 8.8 24 1.85-2.65 50
EK7 220 8.8 22 1.65-3.91 30

出典：ヘルシンキ港サービスハンドブック

サウスハーバーのカタヤノカターミナルからは、

VIKING LINE 社がスウェーデンのストックホルムと

エストニアのタリンに向けたフェリーが運航してい

る。タリンの背後郊外ではフィンランドに比べ物価が

安いため、観光客のタリン航路の利用は増加している。

ターミナルの背後にはホテル、レストラン、倉庫、

住宅等の建築物が迫っており、都市的土地利用との干

渉が見られる。このため、周辺住民から騒音や重車両

の交通、排気ガス等についての苦情が寄せられている。

市街地中心部へ連絡する 2本の橋梁は幅員が狭く、都

市交通と港湾交通が複合して混雑する。また、ターミ

ナル内の用地も狭く、駐車スペースが不十分なほか、

車両のスムーズな転回が困難となっている。

フェリーを利用してヘルシンキを訪れる観光客に

とっては、ターミナルの至近に路面電車の停留場があ

るなど市街地中心に近い本ターミナルの利便性は高い

が、周辺の都市活動との協調をどう図っていくかが今

後の課題となっている

（かわだ　ただひこ　主任研究員）




