報 告

ロシア連邦・サハリン地域の道路構造事情
宗広

１．はじめに

表－２

地域特性に合致した道路構造に関する調査の一環と

10月31日（火） 9時30分

行程表

稚内港発（アインス宗谷号）

（日本時間）

して、2006年10月31日（火）
から11月３日（金）
に亘り、

16時

コルサコフ港着

（サハリン時間）

「ロシア連邦・サハリン地域における道路インフラ事
情等に関する調査団」
（団長：和泉晶裕・北海道開発局

一徳＊

11月1日（水） 午前

国道視察（コルサコフ～ユジノサハリンスク間）
関係機関訪問

建設部道路計画課道路調査官、団員：家田仁・東京大

（稚内市事務所、北海道庁事務所、日本総領事館）

学大学院工学研究科教授、高橋清・北見工業大学大学

［交通インフラ並びに観光資源情報に関する情報交換］

サハリン州行政府訪問
午後

院工学研究科助教授、宗谷路の会（未来のくらしと宗
谷路を考える会）
他）
（表－１）に参加しましたので、報
告する。

11月2日（木） 午前

（プリゴロドノエのLNGプラント現場）

本調査は、
「北海道とサハリン間の人の移動・物流の

午後

実態や諸課題を把握すること」を主たる目的とし、サ
ハリン地域の国道の道路構造（２＋１車線道路）の実態
調査並びに宗谷シーニックバイウェイとの連携の可能

サハリン日本人会事務所訪問
サハリン州外交代表部訪問
サハリンⅠプロジェクトのブリーフィング
国道視察（ユジノサハリンスク～ホルムスク間）
サハリンⅡプロジェクト現場視察

夕方
11月3日（金） 10時30分

コルサコフ市役所訪問
国道視察（コルサコフ～ユジノサハリンスク間）
トゥナイチャ湖、オホーツコエ村視察
夕食会（サハリン州行政府関係者）
ユジノサハリンスク空港発（HZ141便）

（サハリン時間）

性を模索するための調査も併せて行われた。北海道と

11時30分

函館空港着

（日本時間）

サハリン間の地域間交流は、サハリンプロジェクトな
どのロシア経済の進展に伴い、人の移動及び物流の両
面から増加傾向にあり、今後更なる交流促進が期待さ
れるところである。
表－１

氏

調査団構成員

名

所

属

4 宗広 一徳

国土交通省北海道開発局建設部道路計画
課道路調査官
東京大学大学院工学研究科社会基盤学専
攻教授
北見工業大学大学院工学研究科土木開発
工学専攻助教授
（独）土木研究所 寒地土木研究所 寒地交
通チーム研究員

5 谷原 一郎

宗谷路会長・宗谷ＳＢＷ副代表

6 杉川 毅

宗谷路副会長・宗谷ＳＢＷ事務局長

1 和泉 晶裕
2 家田 仁
3 高橋 清

デカストリィ
（S1 現場）

ユジノサハリンスク市

プリゴロドノエ
（S2 現場）

7 藤田 隆明 宗谷路・宗谷建設青年会副会長
稚内市

コルサコフ市

8 菅原 裕一 宗谷路事務局
9 武山 淳一 宗谷路
10 田中 寿明 宗谷ＳＢＷ事務局

図－１

今回の訪問地等

（注：デカストリィの S1現場については、現地訪問は
せず、ヒヤリングのみ行った。）
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写真－１

フェリー「アインス宗谷号」

写真－３

（稚内とコルサコフ間を５時間半で結ぶ。

ガガーリンホテル
（本調査団が宿泊したホテル）

建設重機や除雪車等が輸出されている。
）

写真－２

コルサコフ港（サハリンの玄関口）

２．サハリン州行政府訪問

写真－４

樹氷景色（ガガーリンホテル前）

ガス開発プロジェクト関連の道路がある。なお、同

11月１日（水）
の午前11時に、
サハリン州行政府国際・

プロジェクト関連の道路も州の所有となる。道路維

対外経済・地域間関係委員会を訪問し、交通インフラ

持は主として中央政府の予算によっているが、改築

並びに観光資源情報に関する意見交換を行った。サハ

等は州及び地方自治体の予算によっている。

リン州行政府側からは、メリニコフ・国際・対外経済・

②渋滞及び駐車場

地域間関係委員会副議長、イヴァノヴア・同委員会観

プロジェクトの進展等に伴い、飛躍的に交通量が

光振興課長、パンコフ・天然資源・環境保護委員会石

増加している。都市内の渋滞、特に市内の駐車場の

油ガス開発部副部長兼地質・炭化水素資源課長、ウセ

確保・整備が課題である。将来的には、札幌市内に

ンコ・漁業部副部長が出席した。サハリン州側からは、

あるような立体駐車場の整備も必要となると考えて

概要として以下のような説明があった。

いる。

（１）交通インフラ
①道路整備全般

③冬期道路管理
サハリン州は豪雪地帯であることから、冬期道路

サハリン州内の道路は、舗装道路254㎞、砂利道

管理が最重要課題である。除雪システムの改善が必

425㎞、土道1,724㎞から構成されている。国道は

要であると認識しており、除雪車両（車道並びに歩

112㎞、州道は1,498㎞、その他として大陸棚石油・

道）の台数を増やすことを計画中である。また、北
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後３年間に両国の人的交流を３倍にするという合意
もある。その点も踏まえ、査証の問題は別として、
日本の観光会社や関連する方々と協力していくこと
を希望する。
③シーニックバイウェイ北海道との連携
（当方から、北海道におけるシーニックバイウェ
イや外国人によるドライブ観光を紹介したところ、
）
「興味深い施策である。サハリンにおいても、フィ
ッシングやエコツアーなど、様々な観光の可能性が
ある。隣人であるサハリンとしても情報交換を継続
し、連携の可能性について模索する。」
という趣旨の
発言があった。
（後日の夕食会において、ユジノサハ
写真－５

和泉団長とメリニコフ副議長

リンスクからコルサコフに至る国道並びに稚内の国
道を、例えば「サクラロード」として連携する一案
はどうかというコメントがあった。）
３．大陸棚石油・ガス開発プロジェクト
（１）サハリンⅠプロジェクト
（S1）
11月１日
（水）の午後、サハリンⅠプロジェクトの参
（サハリン石油ガス開発株式会
加企業である SODECO
社）サハリン事務所の油本所長より、サハリンⅠプロ
ジェクトの進捗状況について概要説明を頂いた。

写真－６

出席者全員で（於：サハリン州行政府）

海道にあるようなロードヒーティングの導入も検討
中である。
（２）観光資源情報
①サハリンでの観光実態
サハリンでは58の旅行会社が存在し、うち17社が
外国からの観光グループを招待している。１年間に
サハリン州を訪れる観光客の98％、約5,000名が日
本人である。日本は、すでに２年間、サハリン州住

図－２

デカストリィ原油輸出ターミナル全景
（エクソンネフチガス社資料より転載）

民による観光先としても第２位の地位を占めてい
る。2005年に10,152名のサハリン州住民が海外渡航
しているが、約4,600名が中国へ、2,672名が日本へ、
1,192名がタイへ渡航している。
②今後の観光戦略
サハリンでは、交通インフラやホテルなどの整備
も進んでいることから、今後、観光の発展に重点的
に取り組んでいく予定である。近い将来、観光セン
ターの設立も検討されている。2005年11月の前小泉
首相とプーチン大統領による日露首脳会談でも、今
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図－３

タンカーへの原油積込テスト
（エクソンネフチガス社資料より転載）
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①工事の進捗状況

トの事業主体であるサハリン・エナジー社より LNG

本プロジェクトは、ロシアにおける PSA：生産

プラント建設工事を請負っている。CTSD 社の星野社

物分与法の枠組みにより、
順調に工事が進んでいる。

長より、LNG プラント建設工事に関し、概要として

フェイズⅠの原油開発やパイプライン225㎞の敷設

以下のような説明を賜った。

がほぼ完了しつつある。フェイズ２のガス開発、フ
ェイズ３及び４が残りの鉱区の開発に該当するがそ

①工事の進捗状況
LNG プラント建設工事は2003年夏に着手したと

れに移行しつつある。

ころであるが、現在
（2006年11月）のところ、約80％

②日系企業の関与

の工事が完成している。同プラントは、世界でも最

サハリン北部を横断するパイプライン敷設工事

大級の規模を誇るものである。なお、サハリン北部

（チャイボ〜デカストリィ間の約225㎞）は、新日鐵

の天然ガス掘削現場から、南北に縦断する約800㎞

が請負い、ぼぼ完成した。同工事に敷設した資材（パ

のパイプラインにより、LNG プラントまで結ばれ

イプ）なども、北海道企業から搬入したものがある。

る予定である。

（２）サハリンⅡプロジェクト（S2）

②工事に携わる技術者

11月２日（木）午前、プリゴロドノエに位置するサハ

LNG プラント建設工事は、全体を CTSD 社が監

リンⅡプロジェクトの LNG プラント建設現場を視察

理しているが、その下にさらに各専門業者が担って

しました。CTSD 社（千代田化工建設と東洋エンジニ

（KC サハリン）
、
いる。日系企業としては、鹿島建設

アリングによる合弁企業）は、サハリンⅡプロジェク

東亜建設工業、日本通運などが参入している。この

写真－７

LNG プラント（於：プリゴロドノエ）

写真－９

サハリンを南北縦断するパイプライン
（写真の中段右側に敷設されている。
）

写真－８

桟橋ターミナル（於：プリゴロドノエ）

写真－10

視察者全員で（於：プリゴロドノエ）

（工事に必要な資機材の搬出入作業が行われる）
49

寒地土木研究所月報

№644

2007年１月

他に、ロシア企業やトルコ企業なども参入している。
同 プ ラ ン ト 内 の 工 事 に 携 わ る 技 術 者 は、 総 勢 約
9,000人になるが、ロシアは勿論のこと、世界各国
約40 ヶ国から来ている。うち、
約56％がロシア人（コ
ル サ コ フ 市：1,400人、 同 市 以 外 の サ ハ リ ン 州：
1,600人、沿海州などの極東：1,000人、他のロシア
であり、約44％が諸外国出身者である。
地域：800人）
諸外国出身者は、旧 CIS 諸国の外、トルコ人、フ
ィリピン人などが多くなっている。現在、9,000人
の技術者が従事しているが、工事完成後のオペレー
ション段階は、約300人が従事するようになる予定
である。なお、サハリンでの工事では、ロシア語並
びに英語の両言語に精通していることが求められる
が、各国の技術者の言語能力はまちまちであり、現

写真－11

２＋１車線道路

（ユジノサハリンスク～コルサコフ間）

場には多くの通訳者も配置する等の対応をしてい
る。
③環境対策
各種報道のとおり、サハリンⅡプロジェクトは、
ロシア政府より、環境対策を改善するように指導さ
れている経緯がある。しかしながら、本 LNG プラ
ント建設工事現場に限っては、環境対策に万全の体
制を整えている。例えば、現場内には、小さな河川
も存在するが、毎年、多くのサケの遡上が確認され
ている。
４．サハリン地域内の道路事情
（１）２＋１車線道路（郊外部）
サハリン州の州都ユジノサハリンスク（人口約18万

写真－12

２＋１車線道路

（ユジノサハリンスク～コルサコフ間）

人）とコルサコフ市
（人口約５万人）を結ぶ約42㎞の国
（２＋１車線道路）で整備されている（写
道は、３車線
真－12参照）。同国道の年平均日交通量：約7,000台／
日、制限速度：80㎞ /h です。沿道の土地利用は、平
地（主に森林地帯）となっている。同国道は、追越車線
が交互に繰り返す
（ドイツと同様）形式の２＋１車線道
路構造である。ロシア国内の国道規格では、最上位に
位置する A1規格と呼ばれている。なお、２＋１車線
道路では分合流部の位置を明確にドライバーに認知さ
せることが重要であるが、区画線やゼブラ表示がやや
消えかかっているところもあり、視認性及び交通安全
の観点から課題があると思われた。
（２）２車線道路（郊外部）
ユジノサハリンスク市とホルムスク市（人口約５万
人）を結ぶ約70㎞の国道は、２車線道路で整備されて
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写真－13

２車線道路

（ユジノサハリンスク～ホルムスク間）
いる。沿道利用は、平地（原野）
が主体となっている。
この区間の制限速度は70㎞ /h である。
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写真－14

速度規制標識及びバス停留所標識

写真－17

ユジノサハリンスク市全景

（３）都心部の交通事情
州都ユジノサハリンスク市では、近年、飛躍的に交
通量が増加していることから、交通渋滞の発生が社会
問題化しているそうである（写真－15）。
（４）工事用道路
サハリンプロジェクトの現場に通じる各道路は、各
プロジェクト事業主体により、拡幅、路盤改良、仮橋
の架設などが行われている。

写真－15

都心部の交通状況
（ユジノサハリンスク市内）

写真－18

LNG プラント現場へ通じる工事用道路
（コルサコフ～プリゴロドノエ間）

５．サハリンの自然並びに景観
サハリンの自然、景観はたいへん豊かであり、手付
かずの大自然が残されている。将来的に、このような
大自然を活用したエコツアーの開拓の可能性が考えら
れる。実際に、サハリン州行政府としても、このよう
な大自然を観光資源として活用する観光戦略（エコツ
アー、フィッシング、ダイビング外）を模索中のよう
写真－16
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街角に立地するキオスク（売店）

である。
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写真－19

オホーツク海沿岸の寒村風景

６．おわりに
著者自身、約４年振りにサハリンを訪問しました
（2000年４月〜 2003年４月まで在ユジノサハリンスク
日本総領事館に勤務）が、著しい変化に驚くばかりで
（年
した。資源ナショナリズムを背景とした経済成長
10％を超える）の下、特に州都ユジノサハリンスクは
近代化が進展しています（交通量の増加、交通渋滞、
鉄道駅の近代化、大型ホテル及び新築住宅の建設ラッ
シュ等々）。同時に、サハリン州の行政官並びに民間
人の方々の「喜びと自信にあふれる表情」が印象的で
もありました。周知のとおり、北海道は、サハリンの
隣人です。しかしながら、サハリンの急速な国際化の
実状を知っている方は少ないと思われます。
「百聞は一
見にしかず」という言葉があります。北海道をはじめ
とし、一人でも多くの日本人の方が、
「サハリン体験」
をして頂き、我が国を取り巻く国際情勢の変化を実際
に体験して頂ければ幸いです。なお、本調査団の行程
調整及び受入れに際し、在ユジノサハリンスク日本総
領事館の清水副領事から多大なご支援を賜りましたと
ころ、ここに謝意を表します。

宗広

一徳＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
研究員
技術士
（建設）
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