
JANUARY    2012    CONTAINER     AGE     41

　長距離フェリーとは「陸上輸送のバ

イパス的な旅客フェリー（本土〜奄美

大島〜沖縄航路を除く）で片道の航路

距離が300km以上の航路」を言い前述

したとおり全国で８社11航路があり、

これらのうち九州地区には５社８航路

が就航している。

　リーマン・ショックによる世界的な

景気後退は百年に一度とも言われるも

ので日本経済は未曾有の大混乱に陥っ

た。あらゆる産業、企業がかつてない

ほど厳しい経営環境に陥ったが、長距

離フェリー業界も「千円高速」という

逆風に晒された。九州地区でも長距離

フェリー３社がそれぞれ１便／日のサ

ービスを減便した。

　その後、2010年後半から回復基調に

あったが、2011年３月に東日本大震災

が発生し、回復ムードは吹き飛んでし

まった。

　九州運輸局が発表した「2011年度長

距離フェリー区間別上半期輸送実績」

によると、九州を発着する長距離フェ

リーは今年度上半期、前年同期比で、

旅客は－3.1 ％（ 76万６千人）、車両

は＋1.1 ％（53.5万台）となった。

　被災地に対する配慮から職場旅行な

どが自粛されたことや、放射能汚染を

心配した海外からの旅行者が減少した

ことなどから旅客は減少した。貨物は

震災支援のための緊急車両の利用など

もあり、微増となった。

　北九州港は充実した長距離フェリー

サービス（関西航路は１日２便あり、

朝の早い１便は貨物、２便は旅客に対

応）に加え官民一体となった内航フェ

リーの振興策なども功を奏し、九州の

他地区と比べ高い回復を示している。

長距離フェリー・ROROの
拠点：北九州港

　現在、北九州港の新門司フェリータ

ーミナルから阪九フェリーが神戸、泉

大津に１日各１便、名門大洋フェリー

が大阪南港に１日２便、オーシャント

ランス（オーシャン東九フェリー）が

徳島を経由し、東京へ１日１便、浅野

フェリーターミナルからはフェリーさ

日本を代表するフェリーRORO拠点

「シームレス・アジア」目指す北九州港

九州地区の　　
長距離フェリー

　昭和43年（1968）８月に阪九フェリ

ーが開設した北九州港（小倉）と神戸

港を結ぶフェリー航路が日本「最初の

長距離フェリー」である。

　北九州港とフェリーの縁は深く昭和

９年（1934）に、今の北九州市の若松

区と戸畑区を隔てる洞海湾を横断する

２隻のカーフェリーが就航した。

　「43総㌧」のこのフェリーには最大

でもトラック２台とオート三輪を４台

載せられるだけであったが、この２隻

が日本最初のカーフェリーとも言われ

ている。

　現在、長距離フェリーは全国で８社

11航路があり、そのうち北九州港には

３社４航路が就航し、日本を代表する

「一大フェリー拠点」に発展した。

　更なる飛躍を目指す北九州港は下関

市と共同提案し選定された「日本海側

拠点港」でも、「あたかも陸続きであ

るかのようなアジア物流」を実現する

ためには充実した内航フェリー・RORO

航路網を生かしていくことが重要と強

調している。

2011年度上半期長距離フェリー区間別輸送実績

出典：九州運輸局旅客課ニュースリリース資料
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んふらわあ（中距離フェリー）が松山

に向けて１日１便のサービスを提供、

合計４社５航路（６便／日）が北九州

港を発着拠点として運航している。

　また、旅客を乗せないRORO航路とし

ては、昨年３月の東日本大震災の影響

で週３便から２便に減便となっている

北関東の茨城港（常陸那珂港区）とを

結ぶ川崎近海汽船の内航RORO航路や、

トヨタ自動車グループの自動車部品の

海上輸送として名古屋港と結ぶRORO船

が２隻で週５便のサービスを行ってい

る。ちなみに2010年の北九州港の海上

貨物取扱量は約１億㌧にのぼるが、そ

の約半分（48.7％）はフェリー・RORO

船で運ばれた貨物である。

【2010年北九州港の船種別取扱量】

　　　　　　　取扱㌧数　　構成比

フェリー RORO 48,089,790 48.7％

在来船 43,297,728 43.8％

コンテナ 7,456,910 7.5％

総計 98,844,428 100％

モーダルシフト支援事業

　世界の「環境首都」をめざす北九州

市にとって、モーダルシフトの担い手

となっている内航フェリー航路は重要

な輸送モードである。

　北九州市は2006年度に「モーダルシ

フト推進補助制度」を創設し、北九州

港を利用した内航RORO船、フェリーな

どのモーダルシフト輸送に対して補助

金を交付している。運輸・物流分野で

の二酸化炭素(CO2) 削減を推進するだ

けでなく、港の利用促進にもつなげて

いる。

　2010年度補助事業の成果としては、

海外向け精密機械輸送において、内航

RORO船で門司の物流センターに貨物を

集約し、精密機器専用船で海外へ輸出

する複合一貫輸送が大幅に増加したケ

ースを挙げることができる。

　また、フェリー・RORO船輸送の強み

である20㌧シャーシの無人航送に適し

た重量貨物（紙、飲料水、鋼材等）の

モーダルシフトが実現した。さらに、

国土交通省の「物流連携効率化推進事

業」を活用し、官民連携して取り組ん

だ「自動車部品のモーダルシフト」も

実現した。2011年度も予算規模1,000

万円で募集し、21件の応募があり年間

約16,700㌧の炭酸ガス削減効果が期待

できる事業が申請された。

フェリー・ROROセミナー

　「北九州港航路集貨対策委員会」は

このほど北九州市内で「国内フェリー

・RORO物流セミナー」を開いた。

　「環境にやさしいフェリー・RORO船

を利用した物流」を、メーカーや商社

などの利用者に紹介し、国内外接続を

含む今後の物流構築の参考にしてもら

うことを目的としており、昨年度に引

き続き、２回目の開催となる。

　昨年11月17日に開催したセミナーで

は、船社や利用者によるプレゼンテー

ション、参加者とフェリー船社などと

の交流会、フェリーターミナルの視察

などを実施、70名の参加を得た。

　プレゼンテーションでは、北九州市

阪九フェリー
大阪（泉大津）航路（12時間）

神戸航路（12時間）

毎日各１便運航

トヨフジ海運・
フジトランス コーポレーション
名古屋まで最速23時間

週3～4便程度運航（RORO）

名門大洋フェリー
大阪（南港）航路（12時間）

毎日２便／運航

川崎近海汽船
常盤那珂航路（最短33.5時間）

週２便運航（RORO）

フェリーさんふらわあ
松山航路（7時間）

毎日１便／運航

オーシャン東九フェリー
徳島（14.5時間）・東京（34時間）航路

毎日１便運航

■  西日本最大級の国内フェリー・ＲＯＲＯ船網

北海道へ

常陸那珂

名古屋

北九州

新門司新門司

浅野

小倉

新門司 新門司

東京

大阪
神戸

松山 徳島
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港湾空港局の相良明夫物流企画担当課

長が「北九州港の航路網とシームレス

物流について」、川崎近海汽船の川崎

誠司内航定期船部長が「常盤那珂／小

倉（日明）RO船定期サービスについて」、

阪九フェリー・貨物営業部の林田勝則

貨物課長が「モーダルシフトと環境問

題」について、それぞれ説明した。

　荷主側からは、東海ゴム工業の石川

剛一物流企画室次長が「フェリー活用

によるモーダルシフトとその効果につ

いて」をテーマにプレゼンテーション

を行った。その中で石川次長は、大分

県豊後高田市と愛知県小牧市との間の

物流費の高止まりを背景に、トラック

から北九州港発着の内航フェリーへの

変更を検討、北九州市の港湾利用促進

のPRやフェリー船社の熱心な対応など

を受け、物流の一部をフェリー輸送に

切り替えた結果、CO2 排出量を約５％

削減できたと成果を報告した。

　セミナー終了後、午後からは新門司

地区に移動し、オーシャントランスと

名門大洋フェリーの車輌甲板、ブリッ

ジなどフェリー内部を見学し、さらに

実際のトレーラを使用した模擬荷役を

視察した。

新門司フェリーターミナル
日本屈指の集積度

　北九州港のフェリーターミナルは、

当初は、関門海峡を通峡した日明地区

に整備されていた。その後、フェリー

の安全運航の確保、フェリーの大型化

への対応、輸送距離の短縮、エネルギ

ーの節減という観点から新門司地区に

フェリー基地を整備し1991年に阪九フ

ェリー、1995年にオーシャン東九フェ

リーが新門司地区にシフトし、新門司

フェリーターミナルが形成された。

　さらに、2004年11月に新門司自動車

物流センターがオープンしたことで、

新門司地区は内航RORO船の拠点として

大きく飛躍した。

　新門司自動車物流センターは、海上

距離の短縮による船舶の回転率向上と

物流施設の集約による効率化を目的に

整備された。

　同センターのオープンによりトヨタ

自動車、三菱自動車、スズキ自動車が

国内完成車輸送の拠点を博多港から北

九州港（新門司地区）に移転し、北部

九州における自動車関連物流の大半は

北九州港を経由することになった。

　また、2005年８月から、自動車部品

専用船も、博多港から北九州港（新門

司地区）に移転した。同年11月には、

全長165 ｍ、積載能力2000台（完成車

換算）、航海速力21.0ノットの、国内

最大級・最新鋭の自動車専用船が次々

に投入されるなど船舶の大型化・高速

化が進められた。

新門司地区の整備計画

　新門司地区では現在、フェリー貨物

の需要増や船舶大型化に対応するため

航路・泊地・岸壁等の整備を計画して

いる。

　新門司泊地は現在、水深８ｍで供用

しているが、航行船舶の大型化に対応

するため、水深10ｍへ増深する浚渫を

行っている。

　また、新門司航路は全長10kmに及ぶ

長大航路であるが、自動車関連運搬船

など、航行船舶の増便や大型化などに

対応するため、拡幅及び増深する浚渫

も行っており、2014年度には航路幅を

300 ｍに拡幅、水深を８ｍに増深する

予定である。

　一方、新門司地区のフェリーバース

は、現在、１日５便の長距離フェリー

運航に対して４バースと不足しており

同じバースで２便の荷役を行っている。

そのため、沖合い待機やフェリー対応

でない既存の岸壁へのシフトを強いら

れている。また、当地区には耐震強化

▲新門司地区で模擬荷役を見学

▲船内見学の模様
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岸壁がないため、万一、大規模地震が

発生した場合の対策が急務となってい

る。

　これらに対応するため、2009年11月

に既存の公共岸壁の一部を、耐震強化

を施したフェリー埠頭として再編する

港湾計画の変更を行った。現在、既存

岸壁の改良工事がすすめられており、

計画では2014年頃には供用開始となる

予定だ。

関門連携による
シームレスアジアの実現

　自動車関連産業における海外部品調

達率の上昇など、今後ますます対岸諸

国との物流が活発化することが予想さ

れる中で、RORO航路の新規開設や増便

への期待が高まっている。

　一方で、アジアに近いという地の利

にいち早く着目した国際RORO船事業者

は、2007年以降、北九州港の直背後地

に物流センターの整備を進め、専用船

と特殊車両による超精密機器の画期的

な海外向け一貫輸送システムを構築し

ている。

　韓国・中国・台湾などに向け、不定

期ながら自社専用船を週１〜２便運航

しており、国内フェリーとの接続によ

るシー＆シー輸送により、東日本から

の貨物をも集約したことで北九州港は

精密機器輸送における国内有数の拠点

となった。現在は特定の荷主に限定し

たサービスのみ提供しているが、将来

的には一般貨物も広く取り扱うことで

国際RORO航路の定期運航を計画してい

る。このような背景から、関門港とし

ては現在５航路週14〜15便の国際フェ

リー・国際RORO航路を、対岸諸国との

間で──、

▶2015年までに６航路週18便

▶2025年までに７航路週25便

──、まで増やすことを目標に掲げて

日本海側拠点港に応募した。

　ターゲットとなる貨物は──、

①コンテナ規格外の長尺貨物

②高付加価値貨物

③ジャストインタイム対応など定時性

　を要する貨物

④生鮮品等至急を要する貨物

──、などで、地元背後圏のみならず

国内フェリーや鉄道との接続での広域

集貨をめざす。

　計画実現にはいくつかのハードルが

あるが、北九州市は──、

①今年度から制度化した国際フェリー

　・RORO船社に対する寄港インセンテ

　ィブ補助の拡充

②新料金体系の導入によるフェリー・

　RORO船が寄港しやすい港費の設定

③横持ち費用の補助等によるターミナ

　ル間の円滑な接続の確保

④環境配慮物流への転換を促すモーダ

　ルシフト推進補助制度の拡大などの

　取組み

──を通じて課題解消を図る考えだ。

　結果的には、北九州港、下関港とも

単独で日本海側拠点港に選定されたが

アジアに近く、関門海峡という共通の

財産を持つ北九州市と下関市が連携す

ることにより、国内外の多様な輸送モ

ードをシームレスに接続することで、

アジアと「あたかも陸続きであるかの

ような物流サービス」の提供をめざす。

北九州市は提案に盛り込んだ各種施策

について、国の支援を求めながら実現

に向けた取り組みを進め「地域だけで

なく日本全体の経済発展に貢献」する

◆新門司地区の船舶大型化への対応のため、航路及び泊地増深の浚渫

自動車物流
センター

航路（-10m）

泊地（-10m）

関門港の目指す姿と目標国際フェリー・国際RORO船

フェリー・RORO航路
　- 多頻度
　- 定時性
　- 高速性
　- 特殊輸送

ナホトカウラジオストク

天津

煙台

大連

青島

威海

光陽

仁川

釜山
連雲

太倉
上海 内航

定期
航路

アジア輸送における
結節拠点

国際フェリー・
RORO航路

（新規開設、既存航路活用）

国際フェリー・
RORO航路
（既存航路活用）

鉄道輸送網

シームレス物流
規制緩和
助成制度
など
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ことを目標としている。

物流拠点の整備が進む
ひびきCT

　ひびきコンテナターミナル（CT）の

多目的利用が始まって約２年が経過し

た。北米（カナダ、アメリカ）、南米

（コロンビア、チリ、ペルー）向けの

産業用の大型タイヤ（ORR タイヤ）が

ひびきCTの多目的バース（響灘西３・

４号岸壁／水深－10ｍ×延長170 ×２

バース）から輸出されている（財務省

の貿易統計によると、昨年１０月まで

に約２万㌧が輸出された）。

　2009年６月に生産を開始したブリヂ

ストン北九州工場は、2010年10月に第

３期拡張計画を発表するなど生産拡大

が急ピッチで進められた。

　それに対応し、2010年12月には加温

倉庫を備えた物流センター（約５ha）

やストックポイント（約１ha）が順次

整備されている。

　ひびきコンテナターミナルの現況と

将来動向については、本誌昨年11月号

において詳しくレポートしたとおりだ

が、「響灘地区」の特長として──、

①主要港への良好なアクセス

②ひびきコンテナターミナルをはじめ

　とする充実した港湾施設

③広大で安価な産業用地（分譲価格は

　14,000 ／㎡から）

④高速道路、空港、鉄道など充実した

　社会インフラ

⑤補助金など企業立地優遇制度

──が挙げられる。

　ひびきコンテナターミナルへの新規

寄港船社も順調に増えており、それと

リンクするようにターミナル直背後地

への産業集積も進んでいる。　　　■

▲ひびきCTゲート前の物流施設

Administrator
長方形
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