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輸送と物流のページ

東発の車両を連結すれば、追加的コストも抑
えられる。
さらに、現在シベリア鉄道・バム鉄道の輸
送能力増強工事が進行中であり、将来的には

日欧間トランジットの試行

輸送能力面でも余裕が見込まれる。また、ロ
シア広軌から欧州標準軌への積替え施設も改
善され、最近は積替えのために長期間待たさ
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スエズ運河経由で輸送されている日欧間コン
テナ貨物の一部を、シベリア鉄道利用に振り分
けられないかとの期待を込めて、試験輸送が行
われています。2019年末時点での進捗状況を
報告します。

れる可能性も低くなっている様子だ。
FESCOの発表によると、日本港湾～ウラジ
オストク～欧州間を最短19日で輸送可能であ
り、40日以上要する欧州航路と比較すると日
数が半減する。

国土交通省支援パイロット事業
ロシア側の呼びかけに応じて、国土交通省

トランジット輸送を誘致するシベリア鉄道

では海上輸送、航空輸送に続く第３のコンテ

ロシア鉄道はシベリア鉄道を利用した東ア

ナ輸送手段の選択肢としてのシベリア鉄道の

ジア～欧州間のコンテナ・トランジット輸送

利用促進の取り組みを実施している。新規利

の拡大に取り組んでいる。シベリア鉄道の欧

用に向けた課題を検証する目的で、国内企業

州向けトランジット輸送は、1970～1980年代

から企画案を公募し、試験輸送に対して費用

のソ連時代に日本発着で繁栄したが、近年は

の一部を国費で支援してきた。

途絶えていた。最近では日韓のコンテナ輸送

2018年度は、日本港湾～モスクワ間を対象

はモスクワ止まりとなっている。モスクワ以

とした７つの企画案が選定され、同年秋に試

西では、サンクトペテルブルグ向けが時々運

験輸送が実施された。

行されているようだが、経済競争力から定期

その結果、①輸送品質に問題がないこと、

化できていない。欧州向けとなると直行列車

②日本～モスクワ間においては海上輸送の１/

も運行されていない状況だ。なぜ今トランジ

２～１/３程度の日数で到着できること、③通

ットなのか。

関・検疫手続き、危険品輸送等も対応可能で

ロシアがトランジットの魅力に目覚めたの

あることなどが明らかとなった。

は、中国が国策として補助金付きで推進して

2019年度は日本港湾～シベリア鉄道～欧州

きた「中欧班列」の成功によるところが大き

間に範囲を拡大してコンテナ輸送の実証事業

いとみられる。2011年の開始以降、急成長を

３案件を実施し、輸送試験を完了した。2019

遂げたブロックトレイン「中欧班列」は、通

年12月26日付で輸送結果の概要が公表された

過国ロシアに多額の通過料を落としてきたは

（表１）
。

ずだ。中国発で実現したことを日韓発でもや

東洋トランスは富山～ウラジオストク～ビ

ってみようと考えたに違いない。中国から欧

エルスコビャワ（ポーランド南部）間でマキ

州へ向かうコンテナ列車にモスクワ近辺で極

タの電動工具・部品を輸送した。リチウムイ
オンバッテリーが含まれ、危険品扱いであっ
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た。日数は富山～ブレスト間が13日、最終目

ランド国内（トラックで１日）、欧州鉄道（４

的地までは16日であった。

日）
、ドイツ国内（トラックで１日）であった。

日新は神戸～ウラジオストク～ブジェク・

なお、ベラルーシ～ポーランドの積み替え区

ドルヌィ（ポーランド南西部）～ラコブニー

間はFESCOの最適アレンジでトラック輸送し

ク（チェコ・プラハ近郊）間で日蝕物流のア

た上で欧州鉄道に積み替えた。

クリル系ポリマーをタンクコンテナで運んだ。

YKKの担当者（ファスニング事業本部SCM

荷主の指定で貨物を保管したブジェク・ドル

センター、ロジスティクスグループ、小崎史

ヌィまでの日数は21日であった。

子氏）の話では、非常にスムーズに進み、大

日通は独ハンブルグ～横浜間で複数荷主の

きな課題は無かったとのことだ。手続き上ロ

貨物を混載したLCLを輸送した。日数は22日で

シア語訳が必要なことを課題に挙げた。今後

あった。

は輸送結果をYKK欧州事業会社に展開する予

３案件の実証事業で確認された結果は以下

定である。ドイツ向けは今後、航空輸送の代

の通りである。

替として鉄道輸送の継続を前向きに検討して

① コストについては、いずれも海上輸送比で

いるという。また、ポーランド、フランス、

1.5倍程度又はそれ以上であった。
② 手続きについては、一部貨物に関してロシ

イタリアが興味を持ち、テスト輸送実施要望
があるとのことだ。なお、冬季の輸送につい

ア側の規則の不透明性から積出港でコン

ては今後確認を要す。また、振動に関しては、

テナへの積込み直しが発生した。

日本国内の高速道路走行時と同程度と認識し

③ 輸送品質については、概ね良好であったが、
一部貨物に関して継続的な揺れや、突発的
な衝撃が記録された。
④ リードタイム、通関手続きについては、本

ている。しかし、継続的な振動があることか
ら、現時点では設備輸送は見送るとのこと。
同社は2013年にもウラジオストク経由ポー
ランド向け試験輸送を行ったが、その際はト

パイロット輸送の範囲では大きな問題は

ラブルが多く、35日の予定が81日掛かったと

確認されなかったが、引き続き検証が必要

いう。６年前に比べてインフラが大幅に改善

である。

されたことを確認できた。今後の展開に期待

なお、年度内に追加の実証事業を行う予定
で、輸送結果の詳細な分析結果については年
度内を目途に発表が予定されている。

しよう。
物流企業も動いている。日本のフォワーダ
ー各社が加盟する国際フレイトフォワーダー
ズ協会（JIFFA）は、2019年秋に現地調査団を

民間企業の自主的調査・試験
ファスナーメーカーYKKは2019年９月、富
山県の同社黒部工場から伏木富山港～ウラジ

派遣し、
「東欧（ポーランド、チェコ、ハンガ
リー）物流事情調査報告書」として年度内に
まとめる作業を進めている。

オストク～モスクワ～ポーランド～ドイツ間
の試験輸送を実施した。ファスナー部品等を
詰めた20Fドライコンテナ１本をFESCO社の

日欧間コンテナ貨物の動向
日欧間トランジットが始まるとすれば、ど

協力で輸送し、港から現地まで20日で到着し

のような品目が、欧州側のどの国との間で輸

た。工程別に見ると、海上輸送（２日）
、通関・

送される可能性が見込めるのだろうか。2018

鉄道接続（２日）
、ロシア鉄道（10日）、ポー

年11月に国土交通省が実施した全国輸出入コ
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ンテナ貨物流動調査のデータを利用して、日

（4.4％）、金属製品（6.1％）などである。こ

欧間のコンテナ流動の特徴を見てゆく。本調

れに次ぐのが化学工業品（12.8％）で、染料・

査は僅か一カ月の貿易量が反映されているに

顔料・塗料・合成樹脂、化学薬品等が含まれ

すぎないが、全体の構図を理解する上で参考

る。その次が雑工業品（10.9％）で主にゴム製

になる。

品（7.9％）である。欧州向け品目構成は日本

ロシアを含む欧州諸国と日本を結ぶコンテ

の対ロ輸出に類似しており、ゴムタイヤを含

ナ流動は、日本の輸出42％、輸入58％と輸入

む自動車関連、及び一般機械類が太宗を占め

が輸出を上回っている。

る（図２）
。

輸出入貨物の国別は１位ドイツ（12.9％）、
２位ロシア（11.7％）
、３位オランダ（9.7％）
、

図２

欧州向け輸出コンテナ貨物の品目

４位フランス（9.4％）の順となっている。輸
出はオランダ、ロシア、ドイツの順、輸入は
ドイツ、フランス、フィンランドの順であっ
た。なお、シベリア鉄道の輸送が競争力を持
つと言われるポーランド、チェコ、スロバキ
ア、ハンガリーなどの中東欧諸国に限定した
具体的数字は不明である（表２、図１）。
図１

日本と欧州各国の輸出入コンテナ量
（2018年11月）

図３

欧州からの輸入コンテナ貨物の品目

次に輸送品目を見よう。欧州向け輸出貨物
の構成は、金属機械工業品が62.3％を占める。
具体的には自動車部品（18.2％）、産業機械
（15.0％）、完成自動車（8.3％）、二輪自動車
104
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ったばかりだ。克服しなければならない点も
一方、輸入品は多品目に分散している。木
材、アルミと水産品が太宗を占めるロシアと
の違いか。

多い。
先ず、日欧間の輸送日数を安定的に提供で
きるよう習熟度を高める必要がある。YKKの

欧州からの輸入で目立つ 品目に軽工業品

例では一部区間を例外的にトラック輸送に頼

（23.1％）があるが、製造食品（8.6％）、飲料

った。トライアルならではの特別サービスな

（5.1％）にワイン、ミネラルウォーター、乳

のだろうが、平常時のサービスの確立が求め

製品などが含まれる。林産品（18.6％）のほと

られる。ロシアの関係者はよく「最短で何日

んどが北欧諸国からの製材である。化学工業

で到着します」といった表現をするが、荷主

品（14.4％）には染料・顔料・塗料・合成樹脂

が求めるのは平均及び最長で何日かというこ

（7.4％）
、化学薬品（4.1％）などが含まれる。

とだ。最長と最短で差が大きいのは困る。

金属機械工業品（14.0％）としては産業機械

国交省の試験輸送ではコストが海上輸送の

（3.3％）
、非鉄金属（2.9％）
、自動車部品（2.1％）

1.5倍とのことだが、荷主にとって受け入れ可

が含まれる。また、雑工業品（12.9％）として

能な水準なのか、綿密な調査が必要である。

木製品（7.4％）、家具装備品（2.1％）が輸入

日欧間貿易の通関手続きでロシア語が要求

されている。全体として危険品、リーファー

されるのも障害となる。ロシア側が考え直す

貨物が多く含まれており、鉄道輸送の場合は

必要があろう。日ロ・官民を挙げての前進を

工夫が必要となる（図３）
。

期待したい。

シベリア鉄道トランジットの課題

（環日本海経済研究所名誉研究員 辻 久子）

日欧間トランジットの試験輸送はまだ始ま
表1 国交省のシベリア鉄道輸送パイロット事業の試験結果（2019年度）
物流事業者

荷主

東洋トランス

マキタ

日新

日本通運

日蝕物流

輸送の概要

輸送品目

電動工具・部品（リチ
危険品輸送 ウムイオンバッテリー
を含む）
タンクコンテナ
による化学品
輸送

アクリル系ポリマー

区間

輸送時期
所要日数
（日本港湾-ブレスト間）

発

着

富山

ビエルスコビャワ
（ポーランド）

9/5-9/21
（9/5-9/18）

16
(13)

ブジェク・ドルヌィ
（ポーランド）

9/15-10/6
（9/15-9/30）

21
(15)

10/23-11/14
（10/27-11/14）

(18)

神戸

最終仕向け地はラコ
ブニーク（チェコ）

キトー、信越 輸入混載貨物 自動車部品、輸送容 ハンブルグ
電装他
輸送
器 等
（ドイツ）

横浜

22

表２ 日欧間貿易コンテナ流動（トン）
欧州
ロシア
ドイツ
オランダ
フランス

輸出
（％）
輸入
（％）
合計
（％）
792,247 100.0 1,089,019 100.0 1,881,266 100.0
121,255 15.3
99,557
9.1
220,812
11.7
103,301 13.0 138,774
12.4
242,075
12.9
124,414 15.7
58,733
5.4
183,147
9.7
52,363
6.6 123,981
11.4
176,344
9.4

出所：平成30年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査
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