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１．はじめに  
 近年、東アジア諸国において、安全・安心・高品質といった北海道産品の農水産品

に対するニーズが高まっているが、北海道と海外を結ぶ海上輸送の定期航路はコンテ

ナ船のみであることから、荷主の求める迅速、正確及び低廉な輸送に対応できていな

い状況にある。  
 そこで本研究では、今後活発化する北海道産品の輸出拡大に資するため、北海道と

東アジア諸国とを迅速、正確及び低廉に結ぶ新しい輸送手段として国際海上コンテナ

輸送を補完するダイレクト輸送船による輸送（以下、「国際直行船輸送」という。）の

構築に向け、苫小牧港と釜山港の間で試験運航を実施してその結果を整理し、北海道

と東アジアを結ぶ新しい国際直行船輸送航路開設に向けた課題を抽出するものである。 
 
２．試験運航  
 平井ほか 1 )によると北海道と東アジアの航行距離は国内航路距離とそれほど大きな

差はなく、国際航路とはいえ、国内輸送に準じた輸送 (準国内輸送 )のシステム (フェリ

ー、ＲＯＲＯ船 )が成立する可能性が十分にあると報告されている。そこで、国際直行

船輸送航路開設の可能性を検証するため、苫小牧港と釜山港間で実施した試験運航に

ついて述べる。  
 
2.1 試験運航の概要 

 調査実施期間は、平成 19 年 3 月 12 日から

3 月 19 日であり、試験運航航路は、図-1 に示

すように苫小牧港～釜山港の片道１航海で、

苫小牧港を出港し、津軽海峡、日本海を経由

し、釜山港に至る 754 マイルである。試験船

舶は、MMM MERSEY(航海速力約 12 ノット)とい

う約１万総トンの自動車航走船を使用した。 

3 月 12 日に苫小牧港西港公共東１号上屋に

て農産物・農産加工品、水産物・水産加工品、

菓子類、機械類など 34 品目を 20ft コンテナ

４個に積み込んだ後、3 月 15 日に苫小牧港西港南埠頭３号岸壁にて本船荷役を行った

後、同日苫小牧港を出港した。図-2 に、苫小牧港西港公共東１号上屋及び南埠頭３号

岸壁の位置を示す。 

苫小牧港を出港した後、3 月 18 日に釜山港第一埠頭 14 番バースに着岸し本船荷役 

Atsushi Hayakawa,Atsushi Suto 

苫小牧港

釜山港

ソウル

420km

754マイル
（1,396km）

札幌

海上輸送

苫小牧港

釜山港

ソウル

420km

754マイル
（1,396km）

札幌

海上輸送

図 -1 試験運航航路  

コ－16



後、3 月 19 日に岸壁背後の釜山港第一埠頭 11 号倉庫にてコンテナから貨物を取り

出し保管した。図-3 に、釜山港第一埠頭 14 番バース及び 11 号倉庫の位置を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.2 試験運航の輸送システム 

 試験運航における輸送システムは、現行の日本・韓国間で使用されている輸送形態

に倣い、コンテナシャーシにコンテナを積載した形態（以下、「オンシャーシコンテナ

輸送」という。）とした。試験運航での輸送システムを模式化したものが図-4 である。 

  

苫小牧港西港公共東１号上屋で保管した貨物は、通関・検疫手続きを経た後、コン

テナに積み込み、オンシャーシコンテナ輸送で保税ヤードのある苫小牧港西港南埠頭

３号岸壁背後ヤードへ横持ちをして仮置した。本船荷役は、コンテナシャーシにヘッ

ドをつなぎヤードから船倉へ積み込んだ後、船内でコンテナシャーシをきり、ヘッド

は下船した。 

 釜山港第一埠頭 14 番バースへ到着後、コンテナシャーシにヘッドをつなぎ船倉から
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図 -4 試験運航における輸送システム  
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保税ヤードへ搬出した後、コンテナを蔵置した。その後、釜山港第一埠頭 11 号倉庫へ

貨物を保管した。 

 オンシャーシコンテナ状態で通関手続きを行うことは基本的に認められていないこ

とから、一度保税倉庫等に貨物を搬入した後、通関手続きを受けた。  
 
2.3 試験運航実施状況 

 写真-1 は、苫小牧港西港公共東１号上屋前で貨物をコンテナに積み込んでいる状況

を示している。写真-2 は、苫小牧港西港南埠頭３号岸壁背後ヤードにてコンテナをコ

ンテナシャーシに搭載している状況である。写真-3 は、苫小牧港西港南埠頭３号岸壁

での本船荷役の状況を示したものである。 

 

 

 写真-4 は、釜山港第一埠頭 14 番バースでのコンテナ搬出状況を示している。写真

-5 は、釜山港第一埠頭 11 号倉庫前にコンテナを蔵置している状況である。写真-6 は、

釜山港第一埠頭 11 号倉庫前にてコンテナから貨物を搬出している状況を示したもの

である。 

 

３．試験運航による検証 

 試験運航の一連の流れから、本試験運航における輸送コスト(採算性)、荷役作業、

通関・検疫等の手続き、港湾施設利用について検証を行う。 

 

3.1 輸送コスト(採算性) 

 輸送コスト(採算性)に対する評価は、北海道から韓国へ国際直行船輸送を行ってい

ない現状輸送システム 1)におけるスケトウダラの輸送費用と本試験運航での国際直行

写真 -1 コンテナ積み込み  写真 -2 コンテナ搭載  写真 -3 本船荷役  

写真 -4 コンテナ搬出  写真 -5 コンテナ蔵置  写真 -6 貨物搬出  



船輸送システムによる輸送費用の比較をもっ

て行った。なお、各システムでのルートは図

-5 に示すとおりであり、どちらも出発点は苫

小牧港、終着点は釜山港までとした。 

最初に、現状輸送システムの輸送コストは、

陸上輸送費用及び海上輸送費用を用いて算定

するとｔ当たり約 52,000 円である。 

次に国際直行船輸送システムの輸送コスト

は、用船料等、荷役作業費用、機材リース料

より算定すると 40ft コンテナ 20 本輸送でｔ

当たり約 61,000 円となり、現状輸送システム

より高コストになると推定される。仮に、40ft

コンテナ 25 本輸送だと約 50,000 円 /ｔとなり

現状輸送システムとほぼ同程度の輸送コスト

になり、50 本輸送だと約 28,000 円 /ｔとなり

現状輸送システムより低コストになると推定

される。 

各輸送システムにおける輸送コストを図-6 に示す。  

 

※現状輸送システムの輸送機材は、11t 保冷車(車長 12ｍ未満)として算定。 

※国際直行船輸送システムの輸送機材は、40ft コンテナ及びコンテナシャーシ。20ｔ積載と

して算定。 

※国際直行船輸送システムの港費の内訳として、入港料、岸壁使用料、特別とん税、水先人

料、水先人通船、綱取り・放し、タグボート、代理店手数料を含む。 

※現状輸送システム及び国際直行船輸送システムの輸送コストには、通関関係費用、倉庫保

管料、集荷・配送料は含まず。 

 
3.2 荷役作業 

 荷役作業に係る時間や各作

業項目について、苫小牧港で

のオンシャーシコンテナによ

る荷役とガントリークレーン

によるコンテナ荷役を比較し

た結果を表-1 に示す。 

試験運航における荷役時間

は、オンシャーシコンテナを

ヘッドに接続した後、本船へ

荷役し、ヘッドが回送してく

るまでの時間を計測した。 
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項 目
オンシャーシコンテナによる

コンテナ荷役
ガントリークレーンによる

コンテナ荷役

４台/２５分（試験運航） ３０～３３個/時間（実績）
３５～４０台/時間（実績） (ﾊﾟﾅﾏｯｸｽｸﾗｽ４０個/時間)

必要機材
　ガントリークレーン － ●
　トランスファークレーン － ●
　トップリフター － ●
　トラクタヘッド ● ●
　コンテナシャーシ ● ●
　架台 ● －
　補助ランプウェイ （●） －

ランプおろし ハッチカバーあげ・仮置き
架台搬入 コンテナ掴み
ヘッド接続 巻き上げ
本船積込 横行
ヘッド切離し 位置合わせ
ヘッド下船 巻下
船内ラッシング コンテナ解放
(終了後)ランプあげ (終了後)ハッチカバー付け

●は、必要機材を示している

本船荷役時間（岸壁→船内）

　作業項目(接岸以降)

表 -1 苫小牧港における荷役作業の比較  

図 -6 輸送コスト  
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その結果、４台のオンシャーシコンテナ荷役が終わりヘッドが回送してくるまでの

時間は 25 分であり、１台当たり約６分の時間を要したことになる。しかし、試験船舶

が自動車を専用に運ぶ自動車専用船でありシャーシを搭載することに対応していない

こと、さらに作業に不慣れな船舶であったことから、本研究で想定している国際直行

船輸送システムの荷役時間とは乖離していると考えられる。 

そこで、苫小牧港における荷役作業の実績を用いて荷役時間を比較したところ、オ

ンシャーシコンテナ荷役の場合は 35～40 台/時間、ガントリークレーンによるコンテ

ナ荷役の場合は 30～33 個 /時間であり、両者の荷役時間は同程度と評価できると思わ

れる。 

 

3.3 輸送による品質の検証 

 輸送による品質の検証は、本試験運航におけるバンニング (コンテナに貨物を積み込

む )時、デバンニング (コンテナから貨物を取り出す )時に輸送貨物の品質を目視で行っ

た。本試験運航における輸送貨物の荷姿は、ダンボールとパレットを用いた包装と木

箱を使用して包装した２通りであった。バンニング時及びデバンニング時での輸送貨

物品質状態を写真-7、写真-8、写真-9、写真-10 に示す。 

 

写真 -8 輸送貨物の荷姿  
(バンニング時、木箱 )  

写真 -7 輸送貨物の荷姿  
(バンニング時、 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ＆ ﾊﾟﾚｯﾄ )  

写真 -10 輸送貨物の荷姿  
(デバンニング時、木箱 )  

写真 -9 輸送貨物の荷姿  
(デバンニング時、 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ＆ ﾊﾟﾚｯﾄ )  



目視調査の結果から、いずれの荷姿においても輸送による貨物の損傷はなく、品質

については全く問題なく輸送されたことが分かった。  
 

3.4 輸送貨物、コンテナシャーシの通関・検疫等の手続き 

(1)日本側  

a)通関 

 試験運航における輸送貨物の通関は、3 月 12 日午前９時に食品等の貨物に対して輸

出申告を函館税関苫小牧税関支署に対して行い、書類審査の結果、即許可が下りたこ

とにより、同日午後２時半からのバンニング作業が開始可能となった。 

 一方、コンテナシャーシに関しては、車両輸出にあたるかを確認する時間が要した

ことから 3 月 14 日に通関を終了した。 

b)検疫 

 試験運航で輸送した貨物のうち、かぼちゃ、にんじん、ながいもに関しては、植物

検疫の検査対象となったことから、3 月 9 日午後に検査が実施され、翌日以降に合格

証明書が発給された。 

 
(2)韓国側 

 韓国側の通関及び検疫は、3 月 19 日のデバンニング後、手続きが行われたが、特に

問題はなかった。 

 
(3)日本へのコンテナシャーシ回送 

 試験運航に使用したコンテナシャーシを韓国から日本へ回送する際に、輸入実績の

あった業者のコンテナシャーシは書類審査のみで通関できたが、輸入実績のない業者

のコンテナシャーシは現場検査が実施されたという違いが発生した。  
 
3.5 港湾施設利用 

(1)ランプウェイの艤装位置と岸壁法線形状 

 船舶におけるランプウェイの艤装位置が船尾側にある場合、港湾施設利用上、岸壁

法線形状がＬ字となっている必要がある。 

写真 -12 釜山港における岸壁利用  写真 -11 苫小牧港における岸壁利用



写真-11、 12 は、苫小牧及び釜山港での岸壁利用状況を示している。 

試験運航で使用した試験船舶は、ランプウェイが船のへりにあったため、苫小牧港

及び釜山港ともに岸壁法線がＬ字になっている必要がなく、着岸、荷役に支障はなか

った。 

 

(2)ランプウェイの長さと岸壁天端高 

 荷役のためにランプウェイを岸壁に下ろす際、ランプウェイの長さと岸壁天端高、

潮位との関係から、港湾施設利用上、岸壁天端高の不足やランプウェイが急傾斜とな

ることにより、荷役作業に支障を来すという問題が発生すると考えられる。  

  
写真-13、 14 は、苫小牧港及び釜山港でのランプウェイ設置状況を示している。  

 試験運航では、苫小牧港及び釜山港において荷役作業は可能であったが、苫小牧港

では本船のバラスト調整が実施され、釜山港では本船でのバラスト調整及び補助ラン

プウェイの使用が実施された。 

 
 
４．国際直行船航路開設に向けた課題の抽出  
 以上、本研究では、苫小牧港と釜山港間での試験運航を行い、北海道と韓国を結ぶ

国際直行船輸送航路開設に向けて抽出された課題及び示唆を以下に述べる。  
 
① 試計算によると、国際直行船輸送航路の事業採算性を確保するためには、相当程

度の貨物量を確保する必要がある。 

② 本船荷役時間は、苫小牧港における荷役作業の実績によると、オンシャーシコン

テナ荷役とガントリークレーンによるコンテナ荷役の時間は同程度であった。し

かし、作業項目の違いによって、荷役時間の差につながることも想定しうるため、

今後はドアツードアでの一貫輸送において荷役時間を検証する必要がある。 

③ 輸送貨物の品質は、目視調査の結果から、輸送による貨物の損傷はなかった。今

後は、貨物確保の観点からもより広範な品目の輸送を念頭に置く必要があること

から、ショックに弱い品目も対象に調査する必要がある。 

写真 -14 釜山港における ﾗﾝﾌﾟｳｪｲ設置  写真 -13 苫小牧港における ﾗﾝﾌﾟｳｪｲ設置



④ 通関は、オンシャーシコンテナ状態で手続きを行うことは認められていないため、

場合によって一度コンテナシャーシからコンテナを降ろす必要があり、スムーズ

な輸送の支障となることもある。また、輸送機材の通関料が余計にかかるといっ

たデメリットもある。このことから、今後は、オンシャーシコンテナ状態での通

関手続きと可能な限りコンテナに近い形での通関手続きがとれるよう制度改正が

望まれる。 

⑤ 港湾施設は、荷役時にバラスト調整や補助ランプウェイを使用することにより、

特に支障なく利用することができた。今後は、北海道、東アジアの主要港におい

て天端高等の調査を行い、補助ランプウェイの配置等を検討していく必要がある。 

⑥ 試験運航で用いたコンテナシャーシを日本へ回送する際に、輸入実績のあった輸

入社のコンテナシャーシは書類のみで通関できたが、輸入実績のなかった輸入社

のコンテナシャーシは現場検査が実施された。このことから、今後はコンテナシ

ャーシ輸送の実績を積んで円滑な輸送を構築することが重要である。 

 
５．あとがき  
 本研究では、北海道と中国や韓国との間での海上物流が著しく増加している中で、

より効率的な海上輸送形態の確立による国際競争力の強化のため、苫小牧港と釜山港

間で国際直行船輸送航路開設の可能性を検討する試験運航を実施した。  
 今後は、東アジアのニーズの高い生鮮品を高品質な状態で輸出するための保鮮方法、

国際直行船航路に係る荷役・通関等の効率化を検討し、国際直行船輸送航路の開設に

必要なノウハウをとりまとめていきたいと考えている。  
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