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日本港湾経済学会第 59回全国大会開催にあたって 

日本港湾経済学会会長 

松尾俊彦（大阪商業大学） 

日本港湾経済学会の第 59回全国大会は「関西圏における国際物流機能 －コロナ禍における

現状と課題－」をテーマに、近畿大学を主催校として 9 月 8 日（水）～10日（金）の日程で開催

されます。 

第 59 回の全国大会は、2020 年の 9月に開催される予定で準備が進んでいましたが、新型コロ

ナウイルス（COVID-19）の感染拡大により、残念ながら中止せざるを得ませんでした。エクスカ

ーションとして見学をお願いしていた関西空港はもちろんのこと、開催校へもご迷惑をお掛けす

ることになりはしないか、加えて参加される会員の皆様のご健康の心配もあり、常任理事会・役

員会において苦渋の決断を下すこととなりました。 

現在も感染症が収束しているわけではありませんが、ワクチン接種も進んでいることから、近

畿大学を主催校として、また大阪商業大学をサテライトステーションとして、本年はオンライン

併用で開催することとなりました。 

例年、大会初日にはエクスカーションが計画されますが、本年は防疫の点などもあって残念な

がら中止となりました。 

大会 2日目は、記念講演、基調講演、そしてパネルディスカッションが行われ、国土交通省近

畿地方整備局副局長の中村晃之氏による記念講演「関西圏における国際物流機能－コロナ禍にお

ける現状と課題－」が予定されております。次いで、インフラ経営研究所専務理事（前エアドゥ

代表取締役）の小林茂氏による基調講演「新幹線と航空の特性とコロナ禍による影響、今後の展

望」、そして同志社大学の金仙淑氏にも基調講演をお願いしております。続いて、近畿大学の横

見宗樹氏をコーディネーターとしてパネルディスカッションが行われます。昨年からのコロナ禍

において、物流や交通は大きな影響を受け、港湾や空港といった施設も大きな混乱が生じており

ますが、パネルディスカッションを通して新たな研究課題が発見できるものと期待されます。 

最終日には自由論題の報告会となりますが、地方港湾や貿易など、7編の報告がオンラインで

行われる予定です。 

コロナ禍におけるオンライン併用の全国大会となりますが、どうか多くの会員の皆様のご参加

をお願い申し上げます。 
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関西圏における航空物流機能－コロナ禍における現状と課題－ 

近畿大学 勝田英紀 

 花木正孝 横見宗樹 

今大会のシンポジウムは、空の「港」である空港に焦点を当てて、「関西圏における航空物流機能

～コロナ禍における現状と課題～」というテーマで開催する。3 空港を擁する関西圏を対象に、現

下のコロナ禍における航空物流機能のポテンシャルに迫りたい。 

長引くコロナ禍において、航空貨物需要は堅調に推移している。IATA（国際航空運送協会）によ

ると、世界の航空貨物輸送量は 2019 年 3月と比較してトンキロベースで 4.4％増加している。人流

と異なり物流は感染症の直接的な影響を受けないことに加えて、人々の外出抑制にともなう電子商

取引（eコマース）の増加や医薬品の輸送が増えたことなどが、その背景として考えられる。 

同時に、旅客需要が急減したことにより、貨物スペースの供給が逼迫している。その結果として

運賃が高騰しており、IATA によると世界の航空貨物輸送におけるイールド（実収単価）は 50％も

増加している。一般的に、航空貨物輸送は、旅客機のベリー（床下貨物室）による輸送が 60％*を

占めており、これがコロナ禍の現在では 30％程度*にまで減少していることから、既存の貨物専用

機（フレイター）をフル稼働したところで需要を賄いきれず、このような運賃高騰を招いている。 

世界の航空旅客需要は、新型コロナウイルスの世界的流行により大幅に減少した。ICAO（国際民

間航空機関）によると、それまで右肩上がりに成長してきた世界の航空旅客数は、2019 年から 2020

年にかけて 60％も減少した。これにともなう航空会社の経済的損失は 3,710億 USドル（約 41 兆円）

と推計されており、規模の多寡を問わず極めて多数の航空会社が未曽有ともいえる経営上の危機に

瀕していることは周知のとおりである。このような状況のなかで、航空会社にとって貨物輸送は極

めて重要な収入源となる。IATA によると、一般的に航空会社の総営業収入に占める貨物の比率は

10～15％であるが、2021年には、これが 3分の 1を占めるまでになっている。 

こうした航空貨物輸送をインフラとして支えるのが空港である。とりわけ、関西・伊丹・神戸の

3 空港を擁する関西圏は、こうした有事の際に物流機能の拠点としての役割を発揮することが期待

される。なかでも関西国際空港は、深夜時間帯も離発着可能な 24 時間空港であることを活かして

「国際貨物ハブ空港」としての機能強化に努めてきており、2010 年には国際貨物地区において、わ

が国で初となる「医薬品専用共同定温庫（KIX-Medica）」を設置したほか、2014 年には「フェデッ

クス北太平洋地区ハブ」を開設するなど、国内有数の高機能な物流設備を充実させながら積極的に

貨物便の拡大を進めてきた。 

共通論題
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また、2016 年に関西・伊丹、2018 年に神戸を加えて、コンセッションによる民営化（運営権の譲

渡）が実施されたことで、現在は「関西エアポート株式会社」により、3 空港が一体的に運営され

ている。こうした環境は、コロナ禍における物流機能を維持するうえで、より効率的な機能分担を

図るなど、様々な可能性を秘めるものであろう。 

現在、国際貨物は関西のみ、国内貨物は関西と伊丹が取り扱っており、神戸空港は貨物の取り扱

いがない。今後、これらの 3空港は、コロナ禍で需給が逼迫する航空貨物需要をどのように受け止

め、そしてどのような役割や機能を発揮することができるのであろうか。今大会のシンポジウムで

は、航空貨物輸送の現状と課題を整理したうえで、関西圏における航空物流機能のポテンシャルに

ついて、産官学のパネリストより議論をいただく。 

* 世界の国際航空輸送における有効トンキロベース（IATA資料より）

プログラム 

【9月 9日（木）】 大阪商業大学をサテライトスタジオとして、オンライン配信

基調講演・共通論題 ユニバーシティ・コモンズ リアクト１階【受付 12：45～】

13：00 会長挨拶 

13：10 記念講演『関西圏における国際物流機能－コロナ禍における現状と課題』 

中村晃之氏（国土交通省近畿地方整備局副局長） 

14：00 共通論題 『関西圏における航空物流機能－コロナ禍における現状と課題』 

14：00 基調講演（1）「新幹線と航空の特性とコロナ禍における影響、今後の展望」 

 小林 茂氏（インフラ経営研究所専務理事、前エアドゥ代表取締役） 

14：30 基調講演（2）「関西圏における空港の現状とコロナ禍による役割の変化」 

 金 仙淑会員（同志社大学） 

15：10 パネルディスカッション 

コーディネーター：横見宗樹会員（近畿大学）

パネリスト： 中村晃之氏 小林 茂氏  金 仙淑会員  

16：00 会員総会 

趣意書



新幹線と航空の特性とコロナ禍における現状 

Characteristics of Shinkansen and aviation and the current situation in Corona 

小林 茂 1

Shigeru KOBAYASHI（Infrastructure Management Research Institute, Managing Director） 

新幹線と航空はともに高速輸送を行う機関である。新幹線は昭和39年10月に東京?新大阪間の開業をはじめとしそれから

57年を経た今日、北は北海道の新函館・北斗から九州の鹿児島中央までが完成、2023年度の北陸新幹線敦賀開業、2031年度

の北海道新幹線札幌延伸に向けて工事が進んでいる。一方航空は昭和34年4月羽田空港のジェット化をスタートに拠点空港

のみならず、地方管理空港などのジェット化が進み、北は北海道の利尻空港から南は沖縄県の与那国空港までネットワーク

が出来上がっている。利用者数は令和元年度、新幹線430百万人、国内航空で101百万人に達している。 

本項では新幹線と航空の特色、コロナ禍の状況について述べる。 

１．新幹線と航空の60年 

 戦後国策で推進された空港整備と航空輸送及び高速

道路整備

 政府の反対を押し切って国費で建設された東海道新

幹線

 1959年(昭和34年)東海道新幹線着工、羽田空港ジ

ェット化

 東海道新幹線の成功、5年半で建設、3年で黒字化、

7年で投資回収

 その後財源のない新幹線建設の停滞と苦悩。

２．新幹線と航空の特性の相違 

 新幹線と航空は競合というより役割分担

 新幹線の特性

・ 大量輸送力、定時性、安全性、省エネ、波動対応性。 

・ 投資効率、初期投資は大きいが運行効率は高い(運転

士1名、車掌2名、自動改札)。

・ 車両は国産で安価。のぞみ定員1,323名、40億
円、@302万円/座席。

1 一般社団法人インフラ経営研究所 専務理事 

はやぶさ定員723名、35億円、@484万円/座席。 

・ 全JRの輸送人員の4.55%の新幹線が輸送収入の55.1%

を稼ぎだす。

JR は新幹線を除くと東京圏、大阪圏の一部を除いて在

来線は全て赤字である。 

 航空の特性

・ 限られた輸送力、難定時性、エネルギー多消費、波動

対応困難。

・ 巨額な空港整備費、著しく高価な機材、多くの運航要

員、巨大な装置産業でありながら労働集約型産業であ

る。

・ 機材は輸入で高価、＠5千万円1億円／座席。

３．コロナ禍で国際旅客需要消滅、国内旅客需要激減、貨物

輸送の増加 

 国際航空旅客需要の消失、国内航空旅客需要の激減

・ 我国の国際航空旅客数は2020年4月緊急宣言以降5月

3日の週2019年比1.6%。その後も低迷が続き5%前

後。国内旅客数は4月26日の週の5.3%をそこに

徐々に回復に転じGOTOキャンペーンのピーク11

月15日の週58.8%まで回復したがその後の12月28

4

共通論題



日同キャンペーンの全国一斉停止で再び下落。 

・ 国土交通省航空輸送統計によると、2020年の国内線利

用者は前年と比べ56.2%減の4673万人。国際線は

81.4%減の436万人。

・ IATA（国際航空運送協会)2020年の世界の国際旅客需

要は前年比75.6％減、旅客輸送容量の単位であるASK

（available seat kilometers：総座席数ｘ輸送距離）

は68.1%減、座席利用率は19.2ポイント減って

62.8%。

 装置産業かつ労働集約型事業である航空会社の苦境

・ 急激な需要の喪失に対してコストに占める機材費、人

件費など固定費の割合の大きい航空会社はすぐには対

応できず巨額な赤字。2021年3月期決算、ANA経常損

失4,514億円、JAL3,493億円、スカイマーク299億

円、エアドゥ131億円、ソラシド96億円。

・ 世界の航空会社は2020年1年間で提供座席数を51％

削減し、乗客数は28億5100万人減少。世界全体で総

額約3910億ドル（40兆6014億円）の潜在的な旅客収

入を喪失した。財務上の損失は3700億ドル(ICAO、国

際民間航空機関)。

 自粛などによる国内移動の制限に寄る新幹線旅客需要

の激減

・ 東海道新幹線旅客数 2020年度対前年比33%、2021年

4月7月対前前年度比36%。

・ 山陽新幹線旅客数 2020年度対前年比35%、2021年4

月7月対前前年度比43%。

・ 2021年3月期決算、JR東日本経常損失5,798億円、JR

東海3,621億円、JR西日本2,573億円、JR九州193億

円。

 医療関連貨物の急増と巣ごもり需要,海上輸送からの

転移によると航空貨物の急増

・ 2020年度→2021年度ANA国際航空貨物1,026→1,605

億円(40%増)、単価@118→262円/kg 、JAL貨物・郵便

 新幹線などを利用した海産物等輸送の試み

・ かつて旧国鉄では手荷物(旅行用品)、小荷物と言った

小口の荷物の列車による全国輸送サービスがあった。

今日では東北・上越新幹線で荷物を輸送するサービス

が列車、駅限定で行われているが、コロナ禍各地で実

験的に行われつつある。

4.これから起きること 

 ワクチン行き渡らずコロナ禍第五波、断続的な緊急

事態宣言などと移動の自粛 

 オリンピック需要の消滅、移動自粛の継続による航

空需要低迷継続、新幹線の需要回復の遅れ 

 航空企業の再編。欧米ではルフトハンザ、エアフラ

ンスなど航空企業の事実上の一時国営化。韓国では

大韓航空へアシアナ吸収 

 巨額赤字と巨大なの借入を背負った企業が生き残れ

るか？ 

 先が見えないリニア中央新幹線 

 12年前、誰も信じなかった JAL破綻 

小林 茂 氏 

1949年宮城県生まれ。1973年に早稲田大学卒業後、北

海道東北開発公庫（現・日本政策投資銀行）調査情報部長、

日本政策投資銀行政策企画部長、中国支店長(広島市)、同

行監事、北海道国際航空副社長、北海道糖業監査役などを

歴任。2005年には、難航していた株式会社 AIRDOの代表

取締役に就任し、経営再建を果たした。一般社団法人イン

フラ経営研究所専務理事(現職)。 国土交通省地域づくり

表彰制度審査委員などの公職、島を除き全市町村踏破、全

都道府県庁所在地宿泊など海外 20数カ国も含めて地域を

多面的に観察。交通と地域振興を研究している。 

926→1,288億円(41%増)。旅客便減少によるベリー貨

物源を旅客機利用の貨物専用便で輸送急増。

5
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関西圏における空港の現状とコロナ禍による役割の変化 

Current status of airports in the Kansai region and changes in the position 

due to the COVID-19 pandemic 

金 仙淑 1 

Sunsook KIM (Doshisha University) 

2020年３月 11日、世界保健機関（World Health 

Organization；WHO）による新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）のパンデミック（Pandemic）が宣言

され、4月 7日には新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条第１項

の規定に基づき、第１次緊急事態宣言が発出された。

世界的規模の集団発生が報告された重症急性呼吸

器症候群（SARS-CoV）は、約 8ヶ月で終息宣言が出

され、2003年度の世界国際航空貨物は右肩上がりの

輸送実績が続いた。その他、ケロシンなどの燃料価

格の変動がもたらす航空貨物運賃の変動にもかか

わらず、多数の実証分析から2001年のイラク戦争、

2009年の金融危機および 2011年の東日本大震災に

よる航空貨物需要への影響は一定ではない。 

本報告は、関西圏における国際物流機能を関西圏

の空港を対象にインターモーダリズムの視点から

考察して、潜在的な発展方向に関する議論の材料を

提供することを目的とする。インターモーダリズム

1 同志社大学経済学部嘱託講師、京都大学経済学研究科非常勤研究員兼職 

とは、複数の交通機関の組合せではなく、継ぎ目の

ない交通体系を形成することに主案がおかれてい

る榊原 (他)(1999)の定義に従い、インターモーダ

リズムの視点とは、インターモーダル施設の改善の

視点から現状を把握することを意味する。 

国際航空貨物は金額ベースで 2018 年世界貿易の

35％を占める一方で、日本の航空貨物は成田国際空

港（NRT）を中心に展開する中、航空貨物の取扱量は

金額ベースで貿易の 23％にとどまっていた。しかし、

2020 年上半期まで、首都圏における羽田国際空港、

関西圏においても関西国際空港（KIX）が全国的なシ

ェアを伸ばしていたのが現状である。国際貨物輸送

の拡大と国際商取引の発展を考えれば、さらなる航

空貨物の効率的なプロセスの導入が求められる。 

中日韓３国の航空貨物市場における国際航空貨

物部門の役割は大きく、旅客機で旅客輸送と貨物輸

送を並行しているため、既存航空会社と新規航空会

社が競争する時、輸送サービスの個性が区別しにく 

共通論題
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ると考えられる。長期的には旅客運送を含む国際物

流全体を対象に空港の役割に変化の可能性がある。 

航空貨物需要への影響は多くの実証分析により

一定ではないが、航空貨物需要に関する回復は肯定

的な予測が多数である。コロナ禍の航空物流機能に

ついてインターモーダリズムの視点から関西圏の

空港を対象に考察して、潜在的な発展方向にむけた

課題を議論する。 

参考文献 

(1) 榊原 胖夫(他)著(1999) 『インターモーダリズム』

日本交通政策研究会研究双書 14、勁草書房. 

(2) 加藤一誠(ほか)編著(2021)『航空・空港政策の展望

――アフターコロナを見据えて―』関西空港

調査会監修、中央経済社. 

(3) 金仙淑(2018)「就航航空会社のアライアンスの構成

でみる関西国際空港のネットワーク競争力に

関する考察 」『港湾経済研究』No,56、pp.101-

108、日本港湾経済学会。 

(3) 金仙淑(2019)「関西国際空港を例とした国際商取引

における航空貨物の役割と課題」、『KANSAI空

港レビュー』No.484, pp.25-27、（財）関西空港

調査会(www.kar.or,jp）.  

(4) 金仙淑(2021)「GA 航空を活用した地方空港の運営

―韓国の事例―」、『KANSAI 空港レビュー』

No.484, pp.26-30 、（財）関西空港調査会

(www.kar.or,jp）. 

図 1 国際航空貨物輸送実績（トンキロ） 

出典：国際航空累年表により作成。 

い特性をもつ航空市場である。また、KIX の国際宅

配便貨物の主な相手国地域はアジア地域であり、ア 

ジアの航空市場はヨーロッパやオセアニア地域の

ような単一航空市場への進展を交渉しつつ、国際航

空ネットワークの強化を図ってきた。コロナ禍の中

でも国際航空貨物輸送は空港と地域を支えている。

特に、中国方面国際航空貨物は 2020 年 7 月に同年

度 1 月から 3 月までの輸送実績の平均値を超え

て、 2020年 12月には全地域に拡大した(図１)。 

国際空港評議会（Airport Council International 

;ACI）は、Airport Health Accreditation(AHA)プ

ログラムを導入し、航空物流の回復に向かって対応

するなど、空港の貨物容量増加による航空産業の回

復を予想しているため、ACI はコロナワクチン流通

の経験を通してより効率的な空港運営を図るほか、

空港の役割に注目している。また、航空会社間のア

ライアンスは加盟航空会社間で戦略上の技術提供

と貢献が持続的に行われ、対象となる乗務員の教育、

ケータリングサービス、燃料供給、整備、発券、地

上ハンドリングは空港の多様な条件を反映してい

関西圏における空港の現状とコロナ禍による役割の変化
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ステークホルダーの相互依存関係を前提とした空港経営のパフォーマンスに

関する実証分析 

川島 太郎 1・大井 尚司 2 

Empirical analysis of airport management performance based 

on stakeholder interdependence 

Taro KAWASHIMA (Oita University) 

Hisashi OOI (Oita University) 

全国に空港は 97 ヶ所あり、その運営形態は様々で、パフォーマンスも一様ではない。近年、空港

運営の民営化が始まり、その数を増やしている。本稿では、既存型空港と既に民営化に移行した空港

のパフォーマンスの違いを組織の経済学を参考に、オリジナルモデルを用いてその実証分析を行う。 

キーワード：空港民営化、ステークホルダー、組織の経済学

１．は じ め に 

2010 年に行われた「第 1 回空港運営のあり方に関

する検討会」の中で、国管理空港の上下の収支をみ

た場合、その多くが赤字空港と指摘された（国土交

通省 2021）。しかし、そもそも空港をとりまく、企業

や地元地方自治体の中には空港全体の運営と収支を

一緒にした概念はなく、それぞれのステークホルダ

ー（空港を取り巻く企業等）が自らのインセンティ

ブや目的のために活動を行っている。そのため、空

港の将来像（ビジョン等）や空港収支への捉え方、

営業・利用促進活動も別のものとなり統一された意

識は芽生えにくい環境となっている。このような状

況を改善するため、国は、諸外国の空港と同様に、

空港の上（空港ビル会社経営）と下（滑走路等・空

港運営）の経営一体化をもとにした民間への経営委

託（以下、コンセッション）ないし民営化の仕組み

の構築を指向すべきとした。2016 年以降、既に、国

管理空港を中心にコンセッション空港への移行は始

まっている。つまり現在、上下分離の従来型空港と

1 大分大学大学院経済学研究科博士後期課程 
2 大分大学経済学部門 

上下を一体化するコンセッションタイプの空港が並

立して運営されている状態である。しかし、この 2

つのタイプのパフォーマンスの比較はこれまであま

り行われていない。本稿ではこの空港を取り巻くス

テークホルダーの相互関係に視点をおいて、組織の

経済学の観点から運営タイプ別のパフォーマンスの

違いを比較検証し、その有益性等の解明を試みるも

のである。 

２．空港におけるステークホルダーの依存関係 

空港におけるステークホルダーを以下の 4つに分類

する。ステークホルダー1 として空港が所在する「地

元地方自治体」、ステークホルダー2として就航してい

る「航空会社」、ステークホルダー3として「空港を取

り巻く民間企業」、ステークホルダー4として空港に隣

接する「空港ビル会社」とする。 

それぞれのステークホルダーの活動内容をみていく

と、ステークホルダー1の「地元地方自治体」は、地方

における交通政策の構築で路線誘致・路線の維持促進

． 

自由論題
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などがある。ステークホルダー2 の「航空会社」は自

社便の就航と利用率・搭乗率の向上で自社の収益の最

大化が第一の目的である。ステークホルダー3 の「空

港を取り巻く民間企業」は、売店、レストラン、電車、

バス、タクシー、レンタカーなどがあり、その各社が

自社の収益最大化を図っている。ステークホルダー4

の「空港ビル会社」は、航空会社向け付帯設備の貸付、

事務所・テナントの貸付、直営売店等の運営を行い、

これらの業務の大半から収入を得ている。しかし、こ

の空港運営の要となる空港ビル会社の構成はその地方

自治体や航空会社、民間企業から出資を受けたものと

なっているため、収支や運営において、必ずしもこれ

らの利益・業務が一致するものではない。また、状況

によっては利益の相反やトレードオフの関係も見られ

ることもある。更に、組織体自体も一様ではなく、国、

地元地方自治体、航空会社から代表取締社長を含む役

員派遣、OB、出向人事などもある。空港運営はこのよ

うに様々な企業、組織体、業務、収益構造が前述のス

テークホルダー間で複雑に絡み合い相互に依存してい

る事が理解される。 

３．分析手法と理論モデル 

3.1分析手法 

空港経営のパフォーマンスを検証するため、空港ビ

ル会社の収支分析を行う。具体的には、ステークホル

ダー間の関係に留意しつつ、公表されている過去 5年

間のデータを所有形態別に整理し比較を行う。 

空港経営に関わるデータには、空港ビル会社の売上、

国内・国際線の乗降客数、国内・国際線の貨物取扱数

量、国内・国際線の路線数、がある。これらを基に既

存空港と民営化空港のパフォーマンスの比較を行う。 

3.2分析の理論モデル 

 空港経営のパフォーマンスを分析する理論モデルを

構築するにあたり、組織の経済学に基づいて、空港ビ

ジネスにおける代表的なステークホルダー1〜4 の組

織構造や活動等による利益や効果についての関係性を

図示したものを、以下の図 1 に示した。以下この図 1

に基づいて理論的な考察を行う。 

 図 1から理解される特徴として、以下の点を指摘す

る。ステークホルダー1 の地方自治体は、空港の収支

に関係なく、地元への誘客力を高め経済的効果をもた

らそうとして政策を立案し実施するものである。ステ

ークホルダー2 の航空会社としては、自社の戦略に合

致した事業展開（組織と事業内容）の下、自社便の就

航や利用率・搭乗率を向上させ、最終的には自社の収

益の最大化を図るものである。ステークホルダー3 で

ある民間企業は、自社の収益を最大化するものである。

ステークホルダー4 である空港ビル会社はステークホ

ルダー1・2・3 のハブとなり、様々な制約と影響を調

整しながら収益の最大化を図るものである。これら特

徴づけられたステークホルダーの構造と活動を整理し、

モデル化して分析を行う。 

図１ ステークホルダーに関する組織構造 

４．考察と結果 

空港パフォーマンスは、ステークホルダーの誘致活

動の違いが影響している。特に国内線では、地元地方

自治体を中心とした期成会等の活動が盛んに行われて

いるが、羽田空港の発着能力の制約が厳しく、大きな

違いは見られなかった。その一方で航空会社による参

入制約（参入競争）も厳しく、国内線誘致に影響が出

ていることが分かった。国際線に関しては地元地方自

治体が中心となって、その他のステークホルダーより

も活動を盛んに行い、大きく影響していることがわか

った。 

引 用 文 献 

(1)国土交通省（2021）「空港管理状況」 

https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html（2021年 07月

01日取得）. 

(2)国土交通省（2010）「国土交通省成長戦略会議報告書」 

(3)（社）全国空港ビル協会（2011）「平成 23年度版 全国空 

港ターミナル要覧」 

(4)横見宗樹（2011）「空港の所有・運営形態に関する体系的

考察」商経学叢 第 57巻 3号, 231-241.  

ステークホルダーの相互依存関係を前提とした空港経営のパフォーマンスに関する実証分析
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貿易・国際物流分野における品質管理 

―AEO 制度と ISO 制度に関する考察― 

樋口 洋平 1* 

Quality Control in Trade and International Logistics 

- Consideration on AEO Program and ISO Standard-

Yohei HIGUCHI (NHK TRANSPORT .,CO.LTD.) 

貿易・国際物流分野における業務品質規格の代表的なものとして、AEO 制度と ISO 制度が存在する

が、本研究においては、比較研究を通じ、それぞれの課題等を洗い出し、貿易・国際物流分野におけ

る品質管理マネジメントシステムとして、両者が果たすべき役割と更なる有効利用の為の方策につ

いて、実務家の立場から提言を試みるものである。 

Key words:AEO,ISO, Quality Control, LossPrevention, Riskmanagement 

キーワード：AEO，ISO，品質管理、ロスプリベンション、リスクマネジメント

１．は じ め に 

各業界では、様々な分野において、品質水準や安

全を保つ為に、品質規格や基準を定めている事が多

い。貿易・国際物流分野においても例外ではなく、

高品質のサービスの提供をすることは、競合他社と

の差別化を図る上でも重要な要素となっている。そ

して、品質水準が保たれている事について、第三者

から認定や認証を受けることにより社会的な信用を

得、ビジネス拡大を図ろうと考える企業は多い。 

その代表的な認定・認証制度と言えば、まず思い

浮かぶのは ISO 制度ではなかろうか。ISO とは、ス

イスのジュネーブに本部を置く非政府機関である

International Organization for Standardization

（国際標準化機構）の略称で、国際的に通用する様々

な規格を制定している。モノだけに限らず、サービ

ス等も対象とし、企業における品質活動や環境活動

におけるマネジメント活動に対し、認証制度を導入

している。 

品質活動に関するマネジメントシステムとして

1 日発運輸株式会社 AEO 総括管理部 

higuchi@ntc.nhkspg.co.jp 

「ISO9001」というものが存在するが、現在世界中の、

また日本における数多くの企業において導入がなさ

れており、正に品質規格における代表的な認証制度

と言ってもいいだろう。カバーする範囲は多岐に渡

っており、貿易・国際物流分野もその対象とするこ

とを可能としており、実際に多くの物流企業が導入

をしている。 

では、貿易・国際物流分野において、それに特化

した品質規格は存在するのか。現在日本において、

グルーバルに普及している規格としては、「AEO 制

度」が存在する位である。 

AEO とは、Authorized Economic Operator の略称

であるが、貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制

が整備された企業に対し、税関が承認・認定する制

度であり、現在世界 80 ヵ国以上の国や地域で導入さ

れている。ただし、AEO 制度については、ISO 制度と

比べても、導入規模はかなり小さなものとなってお

り、認知度もまだまだ低いと言える。しかし、その

水準においては、ISO 制度よりも、貿易・国際物流業

務に関し、より具体的な要求項目が定められており、

自由論題
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現状として一般的に取得のハードルも高くなってい

る。 

現在、貿易・国際物流分野の品質管理システムと

して、グルーバルに普及している ISO 制度（以下単

に ISO と呼ぶ）と AEO 制度（以下単に AEO と呼ぶ）

それぞれについて、その現状の運用形態についての

考察を通じ、より良い活用に向け、実務家の立場か

ら提言を行う事は出来ないかと考えた。 

２．先 行 研 究 

ISO に関する研究は、非常に多岐に渡り、また多く

の研究者が様々な視点から注目をし、研究がなされて

いる。一方、AEO に関しての研究もいくつか存在はす

るが、まだまだ少ないのが現状で、かつ AEO そのもの

の品質管理マネジメントの構造そのものに焦点を当て

検証を行っている研究は、調査した限り無かった。多

くは、AEO の制度そのものが持つ仕組みや活用効果等

に注目してはいるものの、AEO 運営に関し、実務面か

らその構造や仕組みにおける根本的な課題等に対して

アプローチしているものは殆ど無い。 

 本研究の目的は、共に品質管理マネジメントの一手

法である ISO と AEO それぞれを比較研究することに 

より、それぞれの利点や抱えている課題等を洗い出

し、貿易・国際物流分野における品質管理マネジメ

ントシステムとして、両者が果たすべき役割と更な

る有効利用の為の方策について、提言を試みるもの

である。 

その理由として、ISO と AEO という共に品質管理

システムとして浸透している両者について、それぞ

れの優劣をつける事を目的とする事ではなく、実務

家の立場から、機能面において、どちらがより貿易・

国際物流分野に適合しているのか、両者の構造分析

を試みたいと思った。また、近年両者はその運営そ

のものが負担になっているという声も多く聞かれ

るが、特に ISO については、仕組みそのものの形骸

化が叫ばれている。構造分析を行う事により、その

要因を探り、少しでも解決策を探り、AEO 運営にも

役に立てる事が出来ないかと考えた。 

筆者自身も実業務の中で、これまで ISO と AEO

両方の運営に携わってきたが、同じ品質管理システ

ムにも関わらず、それぞれの運営において、全く違

う印象を抱いてきた。一言で言えば、AEO は、『「運

営」の為の運営』、ISO は『取り合えずの運営』であ

る。それぞれの温度差に違和感を感じつつも、その

要因は、両者におけるその仕組み自体の相違にある 

のではと疑問を抱いたまま放置してしまっていたが、

今回、本研究を通じ、果たして、それぞれの仕組みや

構造が、似て非なる品質管理システムを形成している

のかの解明をしたい。 

ISO と AEO そのものを品質管理マネジメントの視

点から比較検証を行い、研究・考察しているものは、

調査した限りにおいては存在していない。筆者自身、

長年 AEO 運営管理活動に従事しており、また、ISO に

もこれまで様々な場面で関ってきたことも有り、本研

究では、出来るだけ実務的な観点での考察を試みたい。 

３．研 究 内 容 

 構造分析を行うにあたり、両者の仕組みについて比

較研究の手法を採り入れる事とした。その為に、ISO と

AEO の両制度において、実務面で要求されている項目

や基準、また、認定・認証後に得られる便益や運営上

での課題点等、可能な限り様々な項目を洗い出し、そ

れぞれの比較検証を実施する事とした。そして、それ

ぞれ抽出した項目における検証結果について、考察を

行うことにより、制度上の課題等をあぶり出し、検討

をしていくこととした。 

第 1表 AEO制度と ISO制度の比較 

貿易・国際物流分野における品質管理 
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４．考 察 

今回の研究結果より、ISO と AEO 両者の間におい

て、今回の研究結果より、ISO と AEO 両者の間におい

て、運用の仕組み自体については、基本的にいくつか

の共通点が見られるものの、まず大きな前提として、

民間認証と国家認定であるという点があり、その事が

それぞれの便益や運営形態に様々な影響を及ぼし、相

違点や課題を生んでいるのではないかと思われる。 

AEOは国家が認定するので、公的な便益を享受する 

事が出来るのだが、反面、様々な義務やペナルテ

ィ（罰則）等も課される事となる。そして、その

分、運営・管理についても厳しく実施する必要が

あり、その事が事業者によっては大きな負担とな

っている現状も浮かび上がってきた。 

一方の ISOは民間認証であり、公的な便益を享

受する事は出来ないが、その分、運用面において

は、AEOと比べ、ある程度フレキシブルに運営で

きるという点がある。しかしながら、現実的には

AEO と比べ、法的義務や大きなペナルティ等も特

段科される事なく、更に運営コストもかさむが為

に、運営が形骸化してしまいがちな点も事実であ

る。 

ただし、ISOの場合は、民間認証故に、一つの

ビジネスとして、市場を形成し易い。認証ビジネ

スとして、広く浸透しており、その事が ISOの仕

組みや運営に大きな影響を与えている。一方の

AEO には、その側面は見られない。AEO と ISO の

間には、国家と民間という違いに加え、営利ビジ

ネス化しているか否かという事も大きな相違点

を形成する要素となっていると思われる。 

両者の間には、品質管理の基本的な構造について

は、多くの共通点を擁していながら、公的メリッ

トの有無や発生コストの負担、営利・非営利等の

要素が、両者の運営意識において、大きな相違を

生んでいるのではないかと思われる。 

 企業として、ISOや AEOに対し、まず直接的メ

リットを求め、更にそれが収益につながることを

期待するのは当然の行為であり、効果が確認出来

なければ、運営自体そのものが負担となり形骸化

するのも当たり前であると言えよう。そうならな

い為に 

も、これまでとは違う視点から、それぞれが持つ

品質管理システムとしての意義を見つめ直すべ

きであろう。 

 筆者は、以前より特にソフト面に注目したロス

プリベンションの研究を行っているが、AEOの仕 

組みそのものが、ロスプリベンションを有効にする為

の仕組みそのものであると実務を通し実感するところ

である。また、この事は、ISO の仕組みをうまく活用

する事によっても、同様の対応が可能であると言える。 

５．提 言 

「内部管理」、「外部管理」両面において ISOや AEO は、

ロスプリベンションを行う上での十分な仕組みを兼ね

自由論題
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備え、ともに品質管理の向上を目的とした制度ではあ

るのだが、現状の制度下においては、共にトラブルや

リスクに対する未然防止（予防処置）の仕組みよりも

事後の再発防止（是正処置）に対しての対応が明確に

求められている。 

そもそもそれぞれの制度自体を的確に運用する事が、

未然防止活動なのかもしれないが、現状では、明確な

規定も無いが為に、日常業務を通じロスプリベンショ

ンの行為自体を意識する事も少ないのではないか。だ

からこそ余計に、ロスプリベンションの効果を検証し、

ISO や AEO の運営そのものの意義を認識すべきであ

る。 

その為には、なにかしらの数値的指標を用いて検証出

来れば良いのだが、現実的には中々検証が難しいので

はないか。メリット等を感じる事も無く、特に ISO、

AEO の運営そのものが負担と感じている企業は、とも

に、ロスプリベンションの効果を社内検討してみて、

自社にとり本当に価値があるものなのかの検討が必要

だろう。 

具体的には、ロスプリベンションの前後の Fコストの

変動試算を行うことで、「経済的効果」を確認すること

が出来るだろう。この点については、実際にこれまで

の研究を通じ、その効果を確認する事は出来てはいる

が、どれ程効果が期待出来るのかは、企業の業務形態

や体制等により、当然異なってくる。 

そこで一度、ソフト面を中心とした Fコスト発生状況

の把握等、自社の自己診断・自己分析を徹底的に行い、

自社にとって、ISO や AEO 等の品質管理システムが果

たして本当に必要か、有効なのかどうかの検討をした

上で、企業特性に合わせた使い分けが重要かと思われ

る。 

６．ま と め 

これまでのまとめとして、AEO の場合は、業務上、

公的メリットを必要とした上で、通関業務を中心とし

た品質工程を構築をする場合には最適かと思われる。

そして、大きなコストは発生しない代わりに、厳しい

管理に対応出来る社内体制を構築・維持出来るかどう

かよく検討する必要がある。 

対して、ISO の場合は、社内環境から公的メリットは

特段不要であり、更に、幅広い範囲での品質工程を構

築したい場合には適切な選択かと思われる。AEO と比

べ、仕組み作りもある程度フレキシブルに運営するこ

とも可能であろう。ただし、コストはそれなりに発生

するので、どうしても、この仕組みを導入しないとビ

ジネスに支障がある場合を除くと、形骸化していく恐

れがあるので注意が必要である。 

更に、AEO と ISO の相互利用も検討の一つである。互

いに「内部管理」、「外部管理」という仕組みを有して

いるが、例えば、現行の AEO の仕組みでは対応が難し

い業務等について ISOの仕組みを用いてカバーするこ

とも検討の一つである。また、その逆も同様である。

ISO は、部門毎、工程毎での認証が可能なので、AEO

でカバーし切れない部分について、ポイントでの対応

を検討してみるのも良いだろう。要は、互いの仕組み

の良い部分を活かして、相乗効果を発揮させる仕組み

作りが肝要である。ただし、二重管理には大きなリス

クを伴う事もあるので注意が必要だ。 

今回 AEO と ISO の比較検証を行ったが、流行りだ

からとかの理由等でなんとなく認定・認証を受けるの

ではなく、それが企業にとり、どれ程の経済効果を与

えるのか、様々な角度から検証した上で、果たして自

身にマッチするのか見極めることが重要である。 
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コンテナターミナルにおけるトラック所要時間の短縮策について 

渡辺 日佐夫1

Hisao WATANABE（Research Association on Development at Port of Tokyo, NPO） 

東京港のコンテナターミナルのゲート前の長時間待機について、実態をデータで示したのは、この10年間、東京都

トラック協会海上コンテナ専門部会の調査のみであった。2021′�ú年7′�ú月14′�ú日から都港湾局と東京港埠頭（株）が、GPS

を使用しトラックの′�úCT′�ú所要時間の計測、公表を、通年、リアルタイムで開始した。データに基づく実態の把握、対

策の立案の環境が整った。当面、データの蓄積とGPS′�úを装備するトラックの増加も必要である。本稿ではこれまでの

改善策のレビューと既存のデータに基づく分析を行い、切り札である予約制について考察する。 

キーワード：長時間待機 ゲート前待機時間 CT滞在時間 CT所要時間 予約制 

１．初めに 問題意識と考察の流れ 

コンテナターミナル（以下、「CT」と言う。）は、コンテ

ナ貨物輸送の海陸転換の機能を持ち、そのサービス内容は、コ

ンテナ船からコンテナの積み卸し及び陸上輸送機関（本稿で

はトラックに限定する。）へのコンテナの受け渡しである。ト

ラックへのコンテナの受け渡しの効率指標は、トラックがCT

においてコンテナの搬出入に要する時間（以下、「トラック

CT所要時間」と言う。）で表される。トラックCT所要時間

は、CT入場の受付けとそのためにゲート前に並んで待機する

時間（以下、「ゲート前待機時間」と言う。）及びトラックが

CTゲートから入場し、コンテナヤードでコンテナの降し、取

り作業が行われ、CT ゲートから退場するまでの時間（以下、

「CT滞在時間」と言う。）により構成される。トラックCT

所要時間はハード及びソフト両面から規定されるが、本稿で

は主にソフト面から考察する。 

先ず、ゲート前の待機行列は現象面から CT 入場の受付の

ためと認識され、ゲートの増設などの改善策が実施された。こ

の例として、名古屋港の集中管理ゲートと博多港物流 ITシス

テム（HiTS）を概説する。次に、ソフト面でCT滞在時間を

短縮する手法であるピールオフを紹介する。 

ゲート前待機は単に受付のためだけではない。トラックは

ゲートの受付でコンテナや書類のチェックを受ける。チェッ

ク完了後にシステムなどから CT のヤード内のコンテナ受け

1 NPO法人首都東京みなと創り研究会 

渡し場所の指示を受けて CT に入場する。受け渡し場所が満

杯である時は、場所の指示が出来ないのでトラックはゲート

前で待機する。ゲート前待機には、このようにヤードでの処理

を待機するものが含まれる場合がある。ゲート前の待機の目

的とそれに要した時間を特定するために、東京港及び横浜港

の各CT におけるトラックのゲート前待機時間とCT 滞在時

間の調査結果の分析を試みる。 

そもそも CT でコンテナ搬出入のためにトラックに待機時

間が発生するのは、トラックのコンテナ搬出入のサービス需

要量がCTのサービス供給能力を上回るからである。CTのサ

ービス供給能力は一般的には大きな変動は少ない。一方、トラ

ック側のサービス需要量は、一日の時間帯、週の曜日、季節に

より常に変動がある。このミスマッチは需要が供給より大き

い場合はトラックの待機時間の増加が、逆に供給が需要より

大きい場合は CT の稼働率の低下が生じる。需給を一致する

させるためには二つの方法がある。一つはトラックに CT 所

要時間の情報を提供してトラックが自発的に混雑していない

時間帯を選択できるようにすること。二つ目は、自主的な時間

帯の選択で効果が少ない場合は、予約制により強制的に需要

量を供給能力に一致させることで、理論上は最も有効な対策

である。しかし、予約制の採用・運用では様々な問題が生じる。

予約制を既に実施している米国の LA 港などで生じた問題と

解決のための工夫を紹介し、CTに予約制を導入する際の課題、

留意事項を示す。 

14

Measures to Reduce Truck Turn Times at Marine Container Terminals

自由論題



２．ゲート処理能力の増強及びCT滞在時間の短縮 

（１）ゲート前待機時間の削減 

既に述べたようにゲートにはコンテナの点検等及びコン

テナの受け渡し場所の指示の二つの機能がある。次に示す2

つの事例は、点検機能の増強などでゲート前の長時間待機

を解消したものである。 

中部地方整備局港湾空港部は、11年度（本稿では、西暦年

号を下2桁で示す。11年は2011年である。）から名古屋港管

理組合及び名古屋港運協会と連携し、名古屋港飛島ふ頭の

CTゲート前の混雑解消のため、各々のCTが個別で行って

いた作業・手続きを「集中管理ゲート」に集約する実証実験

を行い、17年まで効果検証を行った。その結果、CTゲート

前のトレーラー滞留が抜本的に解消された外、ゲート前待

機時間が短縮・平準化したという（１）。ゲート前待機時間の

削減とトレーラーの滞留解消がヤードの処理能力の増加無

しで実現した。 

博多港では、コンテナ貨物量が98年に36万ＴＥＵへと急

増したため、ゲート通過に2時間待ちが常態のゲート混雑に

陥った。荷役機器の増車やゲートオープン時間の延長など

の対策を講じたが、混雑解消にはつながらなかった。混雑要

因の分析により約１割の貨物（一日あたり600台の貨物搬出

入トレーラーのうち60台）に、書類の不備や手続き未了など

があった。情報の事前共有不足により書類不備等のトラッ

クが待機行列で滞留し、これが全般的な混雑を惹起してい

る可能性が判明した。博多港ふ頭株式会社などの関係団体

は、情報共有のためにインターネットを活用した輸入貨物

に関するCT情報の開示システムなどの開発に合意し、2000

年11月に博多港コンテナ貨物ＩＴシステム（略称：HiTS 

ver.1）が完成した。その結果、ゲート前の渋滞が解消し、ゲ

ート待ちの無駄な時間の大幅削減が出来た。また、ITシステ

ムの供用で業務全般の効率が大幅に向上したという（２）。 

博多港の CT ゲート前のトラックの長時間待機は、ゲー

トの増設によっても解消が可能であったかもしれないが、

スペースが無ければゲート増設は不可能である。ゲートの

点検で書類不備等を発見するのではなく、事前の情報共有

により問題の発見・是正という予防機能を博多港は備えた。

同港のシステムは輸出貨物に対象を拡大するなどレベルア

ップを重ね、現在、HiTS ver.3（３）である。この外、トラック

の 1 回のCT 訪問でコンテナの降しと取りの２つの作業を

（２）CT滞在時間の短縮策 

 東京港と同じ輸入コンテナ貨物超過型港湾である LA 港
など北米の主要港では、ピールオフ（フリーフロー）を採用

している。ピールオフは、大手荷主のコンテナ貨物（1 船

200 本以上）を CT の一定区画に順次荷卸し、荷繰り無し

で最上段から順に引き取ること。ピールオフ専用のゲート

を設置した CT もある。また中小荷主のコンテナを纏めて

ピールオフと同様の扱いを可能にするソフト「eDraige」が

開発され、LA/LB港等で普及中である。画期的な方法であ

るが、ヤード内に一定の用地を確保する必要がある。  

３．トラックCT所要時間（待機時間）調査結果の分析 

（１）調査手法、調査数など 

東京港及び横浜港の各コンテナターミナルにおける海上

コンテナ⾞両の待機時間調査（４）（５）（以下、「海コンCT待

機時間調査」という。）は、東京都、神奈川県のトラック協

会海上コンテナ専門部会が12年に開始し、毎年実施。デー

タはトラック運転手が調査票に記入する方式で、1回の調査

は概ね 2～3週間、東京港は年 2回、繁忙期の 5月と 12月

に、横浜港は年1回12月実施。また、東京港コンテナター

ミナル所要時間等見える化システム（６）（以下、「東京港CT

所要時間見える化」と言う。）は 21年 7月 14日から稼働

開始。調査は通年（日と祝祭日を除く。計測は 8時から 24

時迄）、トラック搭載の GPS 専用端末による計測に基づく

CT別の時間（分）がリアルタイム3で見える化専用HPに

公表されている。7月 26日現在の GPS搭載のトラック 300

台、目標1,500台。この調査で日、週、月、年における変動

の実態が初めて把握可能となった。一方、GPS専用端末では

コンテナの搬出搬入別などは把握できない。 

（２）調査結果の分析、仮説 

トラックのゲート前待機時間とCT滞在時間について、東

京港の調査結果を表1に、横浜港を表2に示す。なお、東京

港は海コンCT待機時間調査の作業内訳別の調査は12年のみ

であったので、東京港CT所要時間調査の21年の7月26日の1

日間のデータを使用したが、本調査は稼働開始したばかり

で、サンプル数とデータの蓄積が十分では無い。また、東

京港の12年の海コンCT待機時間調査は、繁忙期の11月下旬

～12月上旬で120台/日、横浜港は20年12月上旬調査で100台/

日を対象に実施された。限られた期間、少数のサンプル

で、精度に限界がある。本稿では分析の手法を示すことが

狙いである。分析の信頼性の確保には東京港CT所要時間見

える化の拡充が必要である。 

行い、CT訪問回数を半減させる手法が一部のCTで採用さ

れている。 
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東京港及び横浜港のゲート前待機時間（並び始め～ゲー

ト到着までの時間）は、東京港は最長73分、最短が10分。

横浜港は最長 81分、最短 14分。ゲート前待機時間の最

長と最短の差は東京港63分、横浜港67分。CT滞在時間

は、東京港は最長31分、最短12分。横浜港は最長31

分、最短11分。CT滞在時間の差は東京港19分、横浜港20

分。ゲート前待機時間の差の方が3倍以上大きい。 

表１東京港トラックCT所要時間   単位：分 

出所；東京港の海コンCT待機時間調査結果及び東京港ＣＴ所要

時間見える化のHP公表データを基に筆者作成 

表２横浜港トラックCT所要時間 単位:分 

出所；横浜港海コン CT待機時間調査結果を基に筆者作成 

CT の処理能力はヤード内の荷役機械の稼働数やコンテナ

の多段積みの状態、輸出入の割合、本船荷役への対応などで

変化し一定ではないが、一般に変動は比較的小さいと言わ

れている。図１、２で示されたCT滞在時間は、計測開始の

8時 00分から当該時刻までの平均時間であるが、変動幅は

小さい。ゲート前待機時間の変動は主としてCTに入場する

ために待機しているトラックの増減によると推測できる。

CT内のトラックがコンテナの降し又は受け取りにX

分かかると仮定するとゲートで待機しているトラッ

クは X 分待機し、その後CTに入場可能となる。こ

の場合は、CTの処理能力とゲート前の待機台数（需要量）が

拮抗・均衡している。この仮説によれば、東京港では大井

6、７号CT、横浜港では南本牧1・2号・3号CTは、予約制を

導入しなくても長時間待機は発生しないことが推測できる。

ただし、横浜港は経時的推移のデータがないので検証は困難

であるが、東京港はCT所要時間見える化のデータが蓄積すれ

ば検証可能になる。 

図1、2はCTによって所要（待機）時間の波の型が異な 

っていることがわかる。7月26日1日間のみのデータで、

しかも五輪開催中で通常の貨物流動ではないので、一般化

はできないが、CTごとに波の形が異なることが推測される。

予約制の導入にあたっては、各CTの特性を踏まえた予約枠

の設定が必要である。  

出所：東京港ＣＴ所要時間見える化のHP公表データを基に筆者作成 

出所：東京港ＣＴ所要時間見える化のHP公表データを基に筆者作成 

ターミナル 

ゲート前待機時間 CT滞在時間 

12年

12月 

21年 

7月26日 

12年

12月 

21年 

7月26日 

⼤井1・2号 70 44 30 31 

⼤井3・4号 38 18 29 18 

⼤井5号 49 73 20 12 

⼤井6・7号 17 10 29 20 

ターミナル ゲート前
待機時間 

ＣＴ滞在 
時間 

本牧ＢＣ１ 38 17 

本牧ＢＣ２ 34 22 

本牧Ｄ１ 81 18 

本牧Ｄ４ 43 21 

本牧Ｄ５ 20 17 

本牧ＤＧ共同 60 11 

南本牧１・２ 15 18 

南本牧３ 14 21 

大黒4 40 31 

大黒T9三井 25 12 
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図1 大井１,2号CT所要時間 単位：分
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図2 大井6，7号CT所要時間単位：分
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４．予約制の導入について 

（１）LA/LB港とNY/NJ港の予約制導入の工夫 

LA/LB 港では予約制が 2018 年 11 月のピアパスバージョ

ン 2の開始とともに全 CTで義務化された。予約の窓口は、

各 CTである。CTオペレータは、港湾プラットフォームに、

民間企業のAdvent eModal(7) などを利用している。港で統一

したプラットフォームは存在しない。なお、LA港はWabtec

と共同で、港湾情報提供のポートオプティマイザーを開発

した。これは港湾プラットフォームではなく、LA 港の各種

港湾情報をリアルタイムで提供するデータベースである。 

LA/LB港の CTでは、予約枠以上の希望があった場合抽選

していたが、キャンセルが 3 割程度発生した。トラックが

枠の取得を確実にするために必要数以上の枠を申し込んだ

結果である。車両数の少ない事業者は抽選で全滅すると苦

情を提出した。そこでキャンセルした事業者を次回の予約

の抽選から外し、最下位にする罰則を科した。一方、キャン

セルで枠に空きが出ることを防ぐために、予約を同一企業

等のグループ内へ譲渡することを容認している。 

交通渋滞によるトラックの到着遅延など予約時間の変更

に柔軟に対応できないとの苦情には、予約枠は1時間+前後

30 分のアローアンスを認め、2 時間制とした。予約取消し

に罰金を徴収することは、トラックとCTの両方に予約を遵

守できない可能性があり採用していない。 

NY/NJ港で最初に予約制を導入したGCT（グローバルコン

テナターミナル）は、予約は当初は午前中のみとした。その

後、予約制適用の時間を拡大した。また、輸入コンテナが最

上段にあるコンテナの搬出の予約は荷繰りをカットするた

め最優先にしている。 

（２）新たに予約制を導入する際の課題と留意事項 

予約制はCTの機能と運用の基本にかかわるもので、各CT

の特性を踏まえて設計する必要がある。汎用的な予約制の

プログラムではCTの利用者のニーズに弾力的にかつ迅速に

応じることが難しい。東京港ではトラックのゲート前待機

時間とCT滞在時間が把握可能となったので、データの蓄積

をすすめ、分析結果を踏まえて予約制度を設計することが

必要である。拙速は無駄と失敗を招きかねない。 

横浜港における予約制の実証実験（８）では、予約トラック

用に専用ゲートと専用待機レーンを設けた。このために用

地を確保することは一般的には難しい。また、予約制はすべ

てのトラックではなく、希望者のみに限定して実施された。

事実上優先取扱いとなり、良い成果が出て当然という感想

もある。予約者限定の実証実験の成果の分析は慎重さが求

められる。また、実証実験の対象であった南本牧ふ頭の CT

は横浜港の CTで待機時間が最短、南本牧の CTは面積が広

く、ゲート前待機時間はCT滞在時間より短く、余力、余裕

のある CTである。実証実験の対象は長時間待機の CTを対

象にした方が意義と成果に説得力があったのではないか。 

５．今後の課題 

 東京港ではトラックのCT所要時間の通年、リアルタイム

の計測、公表が緒に就いたばかりである。データの蓄積、分

析結果を実務に活用することが期待される。予約枠の設定

と予約希望者の選定には、過去のデータの統計分析により、

需給関係の特徴、各々のデータ間の関係とボトルネックを

把握し、マッチング理論の適用も検討する必要がある。 

【注】 

（１）国交省中部地方整備局 名古屋港の集中管理ゲート

https://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2018/08/0832.pdf 閲覧

210728 

（２）博多港ふ頭(株) 博多港国際CTにおける情報化の取組み 

17年12月25日 https://www.kantei.go.jp/jp/ 

singi/keizaisaisei/boeki_tetsuzuki/dai3/siryou.html  閲覧 

210727 

（３）博多港ふ頭（株） 博多港物流 ITシステムHiTS  Version 

３ https://www.hits-h.com/ 閲覧210731 

（４）東京都トラック協会海上コンテナ専門部会 海上コンテナ車

両のCT待機時間調査 12年11～12月実施 

（５）神奈川県トラック協会海上コンテナ専門部会 海上コンテナ

車両のCT待機時間調査 20年12月実施 

（６）東京港コンテナターミナル所要時間等見える化システム 

https://mieruka-tokyoport.jp/tpt/ 閲覧210727 

（７）Advent eModal https://www.adventemodal.com/ 

  閲覧 210731 

（８）国土交通省関東地方整備局港湾空港部 CONPAS 記者発

表資料 20年10年13日https://www.ktr.mlit.go.jp/ 

ktr_content/content/ 000787310.pdf 閲覧 210801 
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地域港湾振興における補助事業の役割 

―伏木富山港を中心に― 

長田 元 1*

The Role of Transport Subsidies in Port Promotion: 

Particularly Focusing on Fushiki-Toyama Port. 

Gen NAGATA (Toyama College) 

富山県にある伏木富山港では、シベリア鉄道を利用した物流が浸透しているが、いくつかの課題も認

められる。本報告では、富山県の伏木富山港に関する補助実績から同港の港湾振興策の課題を考察した。

考察の結果、伏木富山港からロシア・中東欧地域への貿易は増加しており欧州への第３のルートとなり

得ること、小口混載貨物の充実に向け一層の取組が求められること、これらの活動が伏木富山港の価値

を高めると結論付けた。 

Key words: Port Promotion Policies, Seberian Land Bridge, LCL, Subsidies, Central and Eastern Europe 

キーワード：港湾振興策，シベリア・ランド・ブリッジ，小口混載貨物，補助実績，中東欧地域

１．は じ め に 

地方における多くの港湾では地方自治体が港湾振

興を担っている。地元企業に港湾を利用してもらう

ためポートセールスを行ったり、補助制度を創設し

たりして港勢を拡大しようとしている。松尾

(2011)(引用文献(4))が指摘するように各地方の港湾

はそれぞれの地域経済とも密接な関係があるほか、

とりわけ日本海沿岸地域の港湾では対岸諸国との関

係を踏まえた港のあり方が検討されている。 

他方、日本では 2020 年から流行し始めた新型コ

ロナウイルス感染症は、人のみならず物流にも影響

を与えている。コンテナ不足が発生したほか、海上

輸送費が上昇した。海上輸送からシベリア鉄道を利

用した物流のあり方なども検討されている。地方の

港湾においても様々な影響を受けて、これまでにな

かった現象が発生している。 

例えば、富山県にある伏木富山港では、コンテナ

取扱量が 2014 年以降、微減、微増を繰り返してい

る一方、シベリア鉄道を利用した物流が浸透してい

1 富山短期大学 

Corresponding author*: nagata_gen@toyama-c.ac.jp 

ることも事実である。伏木富山港の取組みや課題を

明らかにすることは、日本海沿岸地域の港湾のあり

方、コンテナ不足や海上輸送費の上昇、海上輸送か

らシベリア鉄道の利用について考えることにつなが

ると考える。 

本報告は、上記の問題認識のもと伏木富山港の港

湾振興策を考察し、近年の同港の取組みを明らかに

することで、日本海沿岸地域の港湾のあり方、コン

テナ不足や海上輸送費の上昇、海上輸送からシベリ

ア鉄道の利用に関する課題について考察を行うこと

を目的とする。 

２．先 行 研 究 

（１）先行研究の整理

はじめに日本の港湾の今後の整備課題に関する研

究について整理する。松尾(2011) は、地方港湾は地

方の地域経済との関わりが強いこと、地方における

ハブ港湾の管理は地元産業・地域経済を見据えたも

のでなくてはならず、国の直轄ですべて管理するこ

自由論題
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とは困難であることを指摘している。また、多くの

地方港湾はコンテナの集荷に困難をきたすこと、港

湾管理者の管理範囲を広げるための港湾法の改正を

提唱している。 

伏木富山港の研究については、雨宮(2014) (引用文

献(1))が、伏木富山港中央部にある富山新港が物流の

拠点として、北東アジアとの航路の充実、背後地に

は 70 社近くのアルミや木材等の地域色を持った企

業群があり、約 7 千人の雇用が確保されており、港

湾と地域経済が密接な関係にあることを指摘してい

る。 

こうした中、注目すべきは辰巳(2016) (引用文献(3))

の研究である。辰巳(2016)は、北陸地方にある主要

港湾の経営戦略について、北東アジア地域の将来性

や課題を踏まえた考察を行うことを目的として、

SWOT 分析の手法を用いて比較することにより当

該港湾の特徴を明らかにしている。当研究は日本海

側港湾の機能や状況についても考察を行っており、

伏木富山港については、「ロシアの経済政策の影響を

受けやすい」ことを指摘している。また各港の特徴

を活かした港湾運営を行うことを提唱している。 

ロシアとの貿易には「シベリア・ランド・ブリッ

ジ」とも関連が深い。「シベリア・ランド・ブリッジ」

の 2000 年代前半までの歴史や動向については辻

(2007) (引用文献(6))が詳しい。近年の日本海側港湾と

ロシアとの貿易については新井(2019) (引用文献(2))

が、日ロ経済交流や対ロシア海上輸送の現状を整理

している。当研究では、日本海側港湾でのロシア発

着貨物が拡大する可能性が存在していること、ただ

し、日本海側各地の能動的な努力が必要であると論

じている。

（２）本論文の位置付け

港湾のあり方に関する先行研究は、港湾と地域経

済の関係、港湾管理者であり港湾振興を行う地方自

治体の取組を考察することの重要性を示している。

とりわけ、辰巳が提示した SWOT 分析を活用した

北陸地方における港湾戦略はこれらの港湾の特徴を

踏まえたもので重要な着眼点である。しかしながら、

同研究が明らかになって以降、同種の研究が十分に

行われていないほか、とりわけ伏木富山港に最も近

い金沢港は 2014 年以降コンテナ取扱量が増加傾向

にあり、伏木富山港との差が縮まっている。こうし

た実態は、再度、港湾の取組みを考察することの重

(註1) 2021 年 5 月 6 日及び５月 14 日の富山県へのインタビ

ューによる。 

要性を読取ることができる。 

また、富山県から入手した補助金の支給実績やイ

ンタビューからは、シベリア鉄道を利用した動きや

小口混載貨物の拡大といった地域の企業を対象とし

た取組みの課題も認められる。新井(2019)は、日本

海側港湾でのロシア発着貨物が拡大する可能性が存

在していることを明らかにしている。また、日本海

側各地の能動的な努力が必要であると論じている

が、具体策については十分に考察を行っていない。 

こうした富山県の港湾振興策の特徴は、先行研究

が示した港湾と地域経済の関係、北陸地方における

港湾戦略を考えるうえで新しい視座を提供できると

考える。本報告はこうした点を踏まえ、これまでの

研究が十分に分析していない近年の伏木富山港の港

湾振興策を考察し、その特徴と課題を明らかにする

ことを目的とする。 

出典：富山県から提供を受けた資料に基づき筆者が作成 

３．富 山 県 の 港 湾 振 興 策 

伏木富山港の振興は、富山県商工労働部立地通商

課が中心となって行っている。荷主等への支援制度

の窓口も同課となっている。富山県は、富山県内の

企業に伏木富山港を利用すれば、太平洋側の港を利

用する場合に比べて国内輸送費が削減できる点を強

調している。同時に釜山港経由で世界各国と輸出入

が可能であること、県が各種補助制度を用意して企

業の輸出入を支援していることも強調している。 

富山県の支援制度は、コンテナ貨物を扱う荷主企

業等に助成金を支給する１．「荷主企業奨励金」をは

じめ、ロシア航路やシベリア鉄道との接続の良さを

活かした２．「トライアル輸送補助金」のほか、伏木

富山港の小口混載貨物輸送サービスを初めて利用す

る荷主企業を対象とする３．「小口混載貨物コンテナ

利用促進補助」などの支援制度を設けている。シベ

リア鉄道関連の補助は隣県にはない補助制度であ

り、富山県の補助制度の特徴のひとつである。支援

制度については、隣県同様、実績が十分に明らかに

なっていないことから富山県支援実績を照会した1。

特に、「トライアル輸送補助金」及び「小口混載貨物

コンテナ利用促進補助」実績は以下表１から表３の

通りである。

表１．トライアル補助金「通常枠」 

国内他港から伏木富山港にシフトするコンテナ貨物や新規コンテナ貨物を対

象 限度額：100 万円 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

支給実績 1,764,239円 4,425,440円 469,450円 4,351,019円 5,085,777円 

企業数 ４社 ６社 １社 ５社 ６社 

地域港湾振興における補助事業の役割 
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表２．トライアル補助金「シベリア・ランド・ブリッジ特別枠」 
上記に加えシベリア鉄道を利用してモスクワ・欧州方面と輸出入を行う経

費 限度額 200 万円 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

支給実績 1,500,000円 1,799,848円 1,506,968円 903,467円 6,844,142円 

企業数 １社 ２社 ２社 ２社 ９社 

出典：富山県から提供を受けた資料に基づき筆者が作成 

表３．小口混載貨物コンテナ利用促進補助金 2017年度創設 

伏木富山港の小口混載貨物輸送サービスを初めて利用する荷主企業を対象 

限度額 20万円 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

支給実績 ― 144,470円 ― ― 

企業数 ― ２社 ― ― 

出典：富山県から提供を受けた資料に基づき筆者が作成 

４．考  察 

富山県の補助実績や貿易の実態からは、荷主企業

奨励金は 2017 年度を境に支給金額は減少傾向にあ

るが利用企業数が増加傾向にあること、2020 年度に

シベリア・ランド・ブリッジに係る補助実績及び利

用企業数が急増していること、小口混載貨物コンテ

ナについては利用が低調であることがわかる。

（１）シベリア鉄道の活用策について

2014 年度以降伏木富山港のコンテナ取扱個数が

微減、微増となっている要因について、富山県から

「ロシア経済の低迷により、貨物量は微減、微増を

繰り返している」と回答を得た。 

一方、シベリア鉄道を活用したヨーロッパ方面へ

のリードタイムの短縮は、ロシア経済の動向に左右

されずに同港の振興を図ることにつながる。その証

左として、伏木富山港を経由した中欧・東欧地域へ

の貿易額は増加している。 

また、国土交通省に対してもコンテナ不足とシベ

リア鉄道の活用について照会を行い、「シベリア鉄道

は第３の選択肢を増やすという点でコンテナ不足の

対策に資する。国としても検討している」との回答

を得た(註2)。 

日本全体や都道府県単位による貿易統計は広く公

表されているが、港湾別に国別の貿易統計を詳細に

示したものは殆どない。伏木富山港の貿易の詳細を

明らかにすべく財務省貿易統計から欧州地域の状況

を整理した。 

日本全体の 2020 年度の貿易額は、2019 年と比較

して輸出入共に減少した。ロシア単独では-15.4％減

少、西欧地域の貿易は-14.4％、中東欧・ロシア等で

-10.1％、減少している。

一方で、伏木富山港の輸出入額を確認したところ、

(註2) 2021年７月５日 国土交通省総合政策局参事官（国際

日本全体とは異なる傾向となっている。対ロシアで

は輸出が-8.0％減少、輸入が 7.5％増加となってい

る。西欧地域では、輸出は-19.7％減少と日本全体の

減少割合を上回る減少であったが、輸入では 19.9%

増加した。国別では、輸出はポルトガルが 69.8％、

リトアニアが 172.4％、ウクライナが 137.8％それぞ

れ増加した。輸入ではドイツが 93.0％、オーストリ

アが 139.4％、アルバニアが 34.4％、ラトビアが

255.5％、ウクライナが 71.9％、チェコが 67.4％増

加した。ドイツやオーストリアを除き、いずれの国

も伏木富山港における国別の貿易額に占める割合は

小さい。しかしながら、とりわけリトアニアやウク

ライナといった東欧諸国との貿易の拡大は伏木富山

港の強みをさらに強化するものである。

（２）小口混載貨物の拡大について

富山県の小口混載貨物に関する補助金ついては、

要件等を背景として利用実績が少ない。補助金をき 

っかけに県内企業に小口混載の動きが広まればこう

した課題に対応できると考える。 

ただし、小口混載貨物の取扱い増加に当たっては

課題も認められる。小口混載貨物を増加させるには、

多くの企業から幅広く貨物を集めなければならな

い。このためには、地域にある多くの企業のニーズ

を把握し、混載貨物の情報提供や伏木富山港の認知

を図る必要がある。 

伏木富山港の振興に関わるポートセールスについ

ては、2020 年度は伏木富山港の現地視察会、名古屋・

東京における伏木富山港利用促進セミナーの開催、

国際物流総合展 2021 へのブース出展(2019 年度も

実施)が主なものとなっていた。2019 年度はロシア、

韓国へのポートセールス訪問団の派遣、「シベリア鉄

道による貨物輸送パイロット事業」出発記念セレモ

ニー、富山県内における FESCO セミナーの開催な

どを行っていた。

雨宮(2014)が取り上げた「富山新港港湾振興会」

は、2021 年５月現在、富山新港臨海工業用地で操業

する企業や港湾利用者を中心に 78 団体で構成され

ている。対岸貿易促進のためのポートセールス事業

の実施が事業計画に含まれているが主な活動は年１

回の定期総会や旅客船の誘致活動等となっている。

多くの取組みが継続して行われているものであり、

いずれも港湾振興策としては意義のあるものであ

る。 

しかしながら、名古屋市内、東京都内の企業に伏木

富山港の利用を提案するものである。県内企業から
物流）室に対する照会 
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幅広く貨物を集めるという視点ではこれまで以上に

取組が求められると考える。 

同時に、各物流事業者や荷主の貨物を集約する行

為体が必要となる。この行為体は必ずしも県庁や国

土交通省である必要はない。まず考えられるのは海

運会社であるが、港に進出している企業や小口貨物

であるため規模の小さい企業から幅広く貨物を集め

るという点で商工会議所といった機関も対応できる

と考える。伏木富山港においても様々な企業が進出

し、県内には様々な団体が存在している。実施は可

能である。小口混載貨物の取扱いの増加は、富山県

の港湾振興策にも合致する。この方策も伏木富山港

の強みを強化するものと考える。 

Tally(2018) (引用文献(5))は、港湾間競争に影響を

与えるものとして、1)港湾のパフォーマンス、2）港

湾へのアクセスのしやすさ及び立地、3)港湾の伝統

性、4)政府の支援、5)利用者の選好を挙げている(註

3)。特に、港湾の伝統性については、「港湾の拡張事

業の支援に関する長い歴史がある都市に立地してい

る港湾は、とりわけ競合している港湾が競争力を獲

得しているときに港湾振興策を支援する文化が生ま

れる」(註4)とある。また、政府の支援については

補助金を挙げており、利用者の選好については、

「ある港湾に利用者が強い選好を持つ優れたサービ

スが提供される場合、その港湾の競争力は他の港湾

に対して強化される」とある。

新井(2019)は、日本海側港湾でのロシア発着貨物

の拡大にあたり、日本海側各地の能動的な努力が必

要であると論じているが、具体策については十分に

考察を行っていない。伏木富山港においては、富山

県が中心となり港湾振興策を推進しているが、小口

混載のニーズの掘り起こしにおいて富山県の更なる

活動、あるいは港湾にかかわる企業の活動が必要に

なると考える。これは企業に限らず経済団体や業界

団体も可能と考える。日本海側各地の能動的な努力

として、地元企業・地域経済の振興にもつながる小

口混載の充実は伏木富山港の能動的な努力として位

置づけることができると考える。 

港湾の競争については、辰巳の議論や Tally の

議論を踏まえつつ、とりわけ特定の企業や大口荷主

に港勢が左右されない地方港湾においては、企業や

行為体の存在についても付加できると考える。 

５．結  論 

(註3) 報告者による日本語訳。(註4) 註3と同様。 

先行研究は、「ロシア向けの貨物を取り扱っていると

いう強み」を明らかにしているが、ロシアの経済政策の

影響やシベリア鉄道の安定的な運航が伏木富山港の港勢

に影響を与えることも明らかになっている。こうした

中、近年の国際情勢や物流事情の変化はロシアを経由し

たヨーロッパとの輸出入にも影響を及ぼすようになって

きている。 

こうした物流事情の変化を受けて、伏木富山港の港湾

振興策、補助実績の実態を明らかにして、特徴と課題

を考察した。富山県の補助実績や貿易の実態からは、 

2020 年度にシベリア・ランド・ブリッジに係る補助実

績及び利用企業数が急増していること、小口混載貨物コ

ンテナについては利用が低調であることが明らかになっ

た。 

伏木富山港からロシア・中東欧地域への貿易は増加し

ており、シベリア鉄道を利用したロシアや東欧へのアク

セス改善は、ロシア経済が伏木富山港の港勢を左右する

といったリスクを軽減し、欧州への第３のルートとなり

得る。一方、小口混載貨物の充実については、県内企業か

ら幅広く貨物を集めるという視点ではこれまで以上に取

組が求められる。小口混載貨物を幅広く集めることがで

きれば、日本海側各地の能動的な努力として、地元企

業・地域経済の振興にもつながる。ロシア・欧州への

アクセス改善及び小口混載貨物の拡大は伏木富山港の可

能性や価値を高めると考える。 
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石狩湾新港地域開発における土地利用計画の作成過程 

―北海道の工業開発・振興と関連させながらー 

菊地 達夫 1* 

The Process of Creating Land Use Plan for the Development 

of the New Port of Ishikari Bay

Tatsuo KIKUCHI (Hokusho University) 

 本発表は、石狩湾新港地域における工業立地（消費財工業、都市型工業）は、北海道の工業開発・振

興という枠組みの中で他地域（例：苫小牧東部地域や内陸部）との調整や関連性を見据え、業種配置を

決定（土地利用計画）し、どのような役割・意味を有するのか、考察しようとするものである。そこで、

石狩湾新港地域の土地利用計画（工業地区）について、北海道議会の知事答弁などを手がかりに、その

作成過程を浮き彫りとする。 

Key words: Industrial Development and Promotion of Hokkaido, Ishikari Bay New Port Area, Eastern Tomakomai 

Area, Land Use Plan 

キーワード：北海道の工業開発・振興、石狩湾新港地域、苫小牧東部地域、土地利用計画

石狩湾新港地域開発計画は、小樽市、石狩市（旧石

狩町）にまたがる約 3000ha の開発である。隣接地には、

札幌市があり、北海道が開発を主導した。基本計画は、

1972年に決定、1976年に土地利用計画を作成し、並行

して部分的な用地造成を行い、1978 年より開発地域の

土地分譲を開始した。土地利用計画は、流通地区、工

業地区、管理業務地区、港湾地区からなる。とりわけ工

業地区(1)は、札幌圏の工業発展をふまえ、高度加工の

消費財工業、機械工業などの都市型工業の誘致を目指

すものとした。樽川地区（小樽市）には、食品工業、紙加

工品、機械・金属工業、花畔地区（石狩市）には、住宅

関連及び建築関連産業を配置するものとした。 

1970 年代、日本経済は、高度経済成長期を終え、低

成長に入った時期である。北海道は、1972 年の冬季札

幌五輪の開催、石炭産業の縮小による旧産炭地の復

興、国家プロジェクトの苫小牧東部地域開発計画の推進

など、発展の可能性が残る地域との位置付けにあった。

基本計画の作成では、産業基盤整備に重点をおきたい

北海道開発庁と産業基盤整備に社会基盤整備も加えた

い北海道庁でやや思惑が異なっていた。また、産業基 

１ 北翔大学 
*chiri@hokusho-u.ac.jp

盤整備でも、経済企画庁は国土全体の中で（とりわけ、苫

小牧東部地域開発計画の推進）、北海道開発庁は、北

海道の独自性を追究して位置付けたい考えを有してい

た。 

そうした中、石狩湾新港地域における工業立地（消費

財工業、都市型工業）は、北海道の工業開発・振興という

枠組みの中で他地域（例：苫小牧東部地域や内陸部）と

の調整や関連性を見据え、業種配置を決定（土地利用計

画）し、どのような役割・意味を有するのか、若干の考察を

する。そこで、石狩湾新港地域の土地利用計画（工業地

区）について、北海道議会の知事答弁などを手がかりに、

その作成過程を浮き彫りとする。 

1972 年基本計画前（1971 年 6 月・1972 年 2 月）の北

海道議会における知事の答弁内容を整理すると、北海

道の工業開発・振興の在り方として、以下のように述べて

いる。全般的に公害のない工業開発を目指し、重化学

工業、消費財工業、資源利用型工業に分け、それぞれ

石油化学、機械金属、食品木材に重点をおくものとし

た。その配置として、苫小牧東部地域を重化学工業、石

狩湾新港地域を消費財・都市型工業、内陸部（空知中

核工業団地、後の空知団地）を資源利用型工業を想定

していた。それぞれ、道外企業、道内外企業、地元企業

自由論題
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の誘致・立地を目指すものとしていた。 

1976 年土地利用計画策定前までの北海道議会にお

ける工業開発・振興の質疑答弁の概要は、以下のとおり

である。 

1974年、北海道における工業開発・振興について、知

事は、「第三期総合開発計画におきましては、本道産業

経済の拡大、発展により道民の所得を増大し、生活の向

上をはかるという視点から二次産業、特に経済発展を先

導する工業の振興を柱の一つとしております。したがっ

て、私は、これまでも農林、水産の資源利用工業をはじ

め、地場に根ざして発展してきた工業の振興に積極的に

取り組むとともに、電子工業などの新たな工業の導入に

つとめてまいったのであります」と述べている。工業開発・

振興は、地元資本を中心とした資源利用型工業、道外

資本を中心とした新しい工業（重化学工業など）の誘致

を柱としてきた点を強調した。重化学工業の立地を誘致

する理由として、関連産業の発展、産業の高度化、経済

発展という点を強調している。関連産業には、機械工

業、消費財工業の導入を促進するとした。苫東や石狩開

発の役割は、地場産業の振興という役割も付け加えてい

る。また、工業開発・振興をすすめる上で、公害防止や

環境に配慮する点を繰り返し触れた。 

一方、工業開発・振興に対する議会質問では、①生

活、環境よりも、依然、生産が優先されていること、②開

発地域が、道央圏または臨海部に集中し、地域間格差

を招く可能性があることが挙がった。①の場合、単なる環

境破壊につながるのではといった点、②の場合、北海道

の均衡な発展に矛盾するのではといった点を指摘してい

る。また、重化学工業の誘致の見直し、内陸部の振興も

挙がっている。ある議員は、重化学工業からの代替とし

て、知識集約型工業の誘致を提言している。野党議員

は、工業立地に反対という立場と賛成という立場が混在

していた。とりわけ、賛成という立場では、旧産炭地の振

興という視点からも、内陸部の工業開発・振興を進める

べきという主張が目立った。内陸部の振興は、知事も認

めるところであり、空知中核工業団地（奈井江町、美唄

市）の推進を挙げている。ただ、空知中核工業団地は、

工業再配置促進法との関連において、工業分散という

形で展開することが望しいという考えを示すに留まった。 

こうした質問に対する知事答弁は、工業開発・振興の見

直しを検討する姿勢には触れず、苫東、石狩、内陸部を

中心とした工業立地を推進したい従来からの考えを主張し

ている。その開発地域の重点は、苫小牧東部地域、石狩

湾新港地域である。他方、各地域の誘致・配置業種は、苫

東の石油化学、自動車工業といった点は強調しているも

のの、他地域のそれはあまり触れられていない。大枠とし

ての消費財工業や都市型工業といった点を挙げ、業種を

調整していくといった主張に留まった。よって、この段階で

は、石狩（内陸部）の誘致業種の深い議論には至っていな

かったと判断できる。 

工業開発・振興には、公害防止や環境に配慮するとい

った指摘は以前からあったものの、具体的な内容を示して

いない。そうした中、苫東では、地域住民からの開発反対

の声に押される形で環境アセスメントを行うことになり、後

に石狩でも、それを実施することになった。結果、土地利

用計画の作成も遅れることにつながっている。 

結局、工業立地は、苫東が重化学工業の石油化学に自

動車工業が加わり、石狩が、資源利用型工業（木材・食

品）と都市型工業（機械金属）、内陸部（空知中核工業団

地）が都市型工業（機械金属）の誘致を重点としている。 

これら 3地域（図１）は、苫東へ、道外企業の石油化学や

自動車工業を誘致し、内陸部へ、道外企業の機械金属工

業を誘致し、石狩へ道内企業の木材・食品工業、道内外

企業の機械金属工業を誘致を担った。結果、苫東が北海

道の工業を牽引し、内陸部に関連工業の基盤をつくり、石

狩に地元企業の振興（資源利用型工業の高度化）の役割

を期待したものと考えられる。また、石狩は、札幌市と隣接

しているため、道内外企業、資源利用型と都市型工業の

誘致といった中間型の役割を担う位置付けとなった。 

1970 年代の工業開発・振興を俯瞰的にみれば、道央圏

内で工業立地の分散、北海道全体で工業立地の集積と

いた二面性を有する。加え、日本全体でみれば、工業立

地の分散の役割を担う。工業立地の分散は、太平洋岸の

苫東、日本海岸の石狩といった対比となる。当時、工業立

地のリスク分散という考えはなかったと思われるが、異なる

海洋に面する工業開発・振興を進めようとした点は興味深

い。 

図１ 1970 年代の工業開発・振興の方向性（構造図） 

引 用 文 献 

(1)石狩開発株式会社（1994）：『30年のあゆみ』石狩開発株

式会社． 
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本州四国連絡橋建設に伴う政労協定の交渉過程分析 

―港湾労働者と船員労働者の雇用保障の比較― 

鈴木 力 1* 

A Analysis of the Agreement between Labor Unions and Government in Building 

Honshu-shikoku Bridge  

：Comparison of Dockworkers Employment Security and Seafarers one. 

Chikara SUZUKI (Tokuyama University) 

本報告では、1962 年より計画が本格化し建設に向けて動き出した本州四国連絡橋の建設という国家プロジェ

クトの始動に伴い発生した雇用保障争議を対象に、政労交渉と協定内容に取り上げる。この交渉と協定において

注目されるのは、港湾労組による雇用保障要求の戦略と、政府による直接的な雇用責任の履行である。 

Key words: Honshu-shikoku Bridge , Dockworkers Union , Labor-government Agreement , Employment Security
キーワード：本州四国連絡橋，港湾労働組合，政労協定，雇用保障

１．は じ め に 

本報告では、1962 年より計画が本格化し建設に向

けて動き出した本州四国連絡橋（以下、本四架橋と

略称）の建設という国家プロジェクトの始動に伴い

発生した雇用保障争議を対象に、建設省を窓口とし

た政府を使用者とし港湾労働組合を中心とした産業

を横断した労働組合組織による政労交渉と協定内容

に取り上げる。この交渉と協定において注目される

のは、港湾労組による雇用保障要求の戦略と、政府

による直接的な雇用責任の履行である。 

第 1 に港湾労組は港湾運送事業を圧迫する架橋建

設に対し、総評を中心とした「本・四架橋問題対策

委員会」（以下、対策委員会と略称）を組織し、産業

別組織を横断した組織体制を築いた上で交渉を展開

した。この点は、港湾労働組合が 1960 年代以来展

開している産別組織の横断形成の新たな変化といえ

る。 

1 徳山大学 

Corresponding author*: suzuki@tokuyama-u.ac.jp 

第 2 に、1970 年代までの港湾の技術革新に伴う失
業時保障は、産業合理化の主体である船社や荷主か

ら失業補償金の拠出を求めるという間接的雇用保障

体制であった。しかし、本稿で取り上げる争議にお

いては、政府が交渉の窓口となり協定の締結を行う

のみならず、本争議の政労協定の内容においては政

府が港湾労働者の雇用保障に責任を持ち、港湾運送

事業の縮小に対する補填や業界の再編成、失業者の

「受け皿」会社を設立するなど、幅広く雇用保障を

行っている。これは、産業合理化の主体である政府

が従来よりも直接的に雇用保障を行う協定へと保障

体制も発展したものといえる。 

そして、これらの点について船員労働者を組織す

る全日本海員組合は、総評を中心とした産別横断組

織には参加せず独自に交渉を展開し、雇用保障立法

を実現している点で注目される。本稿では、主に港

湾労働組合の雇用保障獲得過程に注目しつつ、港湾

労働組合の政府の政労協定内容に影響を与えた船員

労働者の雇用保障のあり方について比較分析を行

う。

自由論題
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2. 本研究の対象となる本四架橋建設と総評本

四架橋問題対策委員会の方針 

〈2･1〉 本四架橋建設と全国総合開発計画 

本四架橋は、本州と四国を鉄道や道路によって連

結させ中四国地方の経済発展に寄与するために構想

されたものである。架橋建設が現実性を持った背景

は、1962 年第 1 次の全国総合開発計画（以下、全総
と略称）の中で建設構想が明文化されたことを契機

としており、直後から瀬戸内周辺自治体の架橋建設

地の誘致競争が白熱したころから住民要求の高さが

明らかとなった。 

〈2･2〉 総評本四架橋問題対策委員会の方針 

しかし、架橋建設によって港湾・海運をはじめと

する労働者の多くが職域の圧迫の影響を受けるた

め、架橋建設に危機感を抱き 1973 年に労働組合の
ナショナルセンターである総評を中心とした対策委

員会が産業別組織を横断して結成された。この組織

は総評が指導役であるものの、争議行動や交渉を主

導的進めていく中心的な役割は、港湾労働者を組織

する全日本港湾労働組合（以下、全港湾と略称）が

担っていた。この対策委員会としては、四国住民が

熱望している架橋建設に対し建設反対要求を掲げる

ことは困難であったため、雇用保障を前提として建

設を容認する方針を策定し運動を展開した(1)。 

3. 対策委員会の交渉戦略と政労協定

〈3･1〉対策委員会の交渉戦略の段階的進展 

対策委員会は、本四架橋に対して政府が雇用保障

への交渉を経ずに建設を進めようとしたことに対

し、建設の起工式に対する阻止行動を展開し1976 年
「政労協定」によって、中央と地方において政府と

労働組合の交渉窓口の設定を実現した。これが、対

策委員会の取り組みの第一段階であった。 

対策委員会の取り組みの第二段階は、労働者の雇

用保障と職場確保などの責任が政府にあることを認

めさせて、その対策を立てさせることである。ここ

でも、対策委員会は全国からの支援を得ながら政府

に協定を迫っていった。その結果、1978 年「本
州、四国連絡橋にともなう港湾、陸上輸送関係雇用

問題等に関する協定」が締結され、港湾運送を含む

関連労働者に雇用の影響があったときには政府が責

任を持つことを協定し、港湾については今後影響の

有無について調査を行うことが約束されたのであ

る。

この協定に基づき、1980 年 5 月より現地調査、政
府調査、地方調査、労使調査の四つの調査が開始さ

れた。政府は当初、雇用減少に対する架橋の影響を

認めていなかったが、対策委員会による調査と交渉

によって最終的に雇用削減影響を認めるに至った。 

〈3･2〉雇用保障に関する政労協定締結と協定内容 

調査結果と対策委員会との交渉に基づき、1983 年 5

月 30 日政府は「本四連絡橋の建設に伴う港湾運送事
業に関する対策の基本方針」を提示した。そして、政

府と対策委員会は「本州四国連絡橋に伴う港湾運送関

係雇用問題等に関する協定書」、および「覚書確認事項」

に調印したことで、対策委員会は雇用保障を架橋建設

の責任者たる政府と協定したのである。 

協定内容においては、対策委員会からは⑴港湾労働

者の雇用保障、⑵港湾運送業者の指導育成、⑶離職者

対策など、単に失業補償金を給付するのではなく、雇

用削減を最小限とし、雇用の斡旋・創業にまで責任を

もつ、より直接的な補償を行うこととなった。 

こうした保障内容は、対策委員会に参加せずナショ

ナルセンターの同盟指導の下で雇用保障を実現してい

る全日本海員組合の補償制度を土台としていた。船員

労働者においても、架橋に対してはまず仕事の確保の

ために航路権の確保を要求として運動を進めてきた。

そして、政府は架橋建設当初から例外的に雇用保障を

する姿勢を見せていたものの、補償水準をめぐって海

員組合と交渉を継続していたため 1981 年に政府は旅
客船事業者に対する特別措置法を制定した。この立法

内における補償内容、そして付帯決議が港湾労働者の

雇用保障にも影響したことで、対策委員会と政府との

協定による雇用保障の実現に至ったのであった。 

4．結  論 

第一に、全港湾を中心とする対策委員会は架橋反対

という要求ではなく雇用保障に要求を限定すること、

要求を支える産業別横断組織を形成することで継続的

な運動を展開し要求の実現に至っている。第二に、直

接的な共闘はなかったが船員労働者の獲得した成果を

踏まえて、港湾労働者の雇用保障に実現している。 

［付記］本研究は徳山大学経済学会の 2021 年度研究助成事

業による助成を受けている． 

引 用 文 献 

(1) 総評・兵庫県地方評議会・本・四架橋対策委員会、1976、

『本・四架橋対策闘争方針及び資料』，2． 

本州四国連絡橋建設に伴う政労協定の交渉過程分析
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司会：花木正孝（近畿大学）  報告 30分、質疑応答 10分 

① 9：30～10：15

「ステークホルダーの相互依存関係を前提とした空港経営のパフォーマンスに関する実証分析」 

報告者：川島太郎（大分大学大学院）、大井尚司（大分大学） 

② 10：25～11：10

「貿易・国際物流における品質管理－AEO制度と ISO制度に関する考察」 

報告者：樋口洋平（日発運輸㈱） 

③ 11：15～12：00

「コンテナターミナルにおけるトラック所要時間の短縮策について」 

報告者：渡辺日佐夫（NPO首都東京みなと創り研究会） 

④ 13：00～13：45

「地域港湾振興における補助事業の役割－伏木富山港を中心に」 

報告者：長田 元（富山短期大学） 

⑤ 13：50～14：35

「石狩湾新港地域開発における土地利用計画の作成過程」 

報告者：菊地達夫（北翔大学） 

⑥ 14：45～15：30

「本州四国連絡橋建設に伴う政労協定の交渉過程分析－港湾労働者の雇用保障の論理に注目して」 

報告者：鈴木 力（徳山大学） 

⑦ 15：35～16：20

「鉄道開通以前の伊豆半島の水産物の流通」 

報告者：岡田夕佳（東海大学） 

【9月 10日（金）】自由論題 オンライン開催 

プログラム 
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