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1.1 業務の目的 

中国が主体的に整備したチャイナ・ランド・ブリッジは、中国と欧州を結ぶ複数

のルートから構成された鉄道網である。チャイナ・ランド・ブリッジを利用した鉄

路は、空路より安く、海路より早いという点から、第三の物流手段として、中国や

欧州に展開する日系企業の関心が高い。 
他方、日系企業によるチャイナ・ランド・ブリッジの利活用については、輸送に

かかる時間・コスト・各種手続き・貨物への影響等で不透明な部分が多いため、あ

まり進んでいない。 
これらの輸送における運用状況や制度面等の実態を調査し、明らかにすることは、

日系企業にとってメリットが大きい。また、日系企業によるチャイナ・ランド・ブ

リッジの利活用が進み、本物流が活性化することは、我が国インフラ輸出に資する

輸送の改善や日欧間の貿易促進等が期待される。さらに、鉄道の運営主体である中

国にも裨益する。 
昨今の日中首脳会談等を通じ、日中協力の機運が高まっており、チャイナ・ラン

ド・ブリッジの利活用に向けた取組については、政府間でも意見交換を行っている。

本事業を通じて、チャイナ・ランド・ブリッジにおけるハード・ソフト面の課題を

明らかにし、日中両国で協力して改善を図ることが、活用を促進する上で重要であ

る。 
本事業では、チャイナ・ランド・ブリッジの運用状況や制度面について、ヒアリ

ングや輸送を通じて実態を調査し、その課題を抽出するとともに、我が国企業の強

みを活かした解決に向けた取組を分析する。 
 

1.2 業務の内容 

本委託調査事業における業務（以下「本業務」）は、主に下記の 4 項目について

実施した。 
（1）日系企業の物流ニーズ調査 
（2）チャイナ・ランド・ブリッジに関する制度調査 
（3）チャイナ・ランド・ブリッジの輸送状況調査 
（4）課題解決に向けた取組みの分析 
また、上記の調査結果を踏まえ、中国や欧州に所在する日系企業のチャイナ・ラ

ンド・ブリッジの利活用促進のためのシンポジウムを、日本・中華人民共和国（以

下、「中国」と略）・欧州で各１回開催する。 
本報告書は（1）から（4）及びシンポジウムの状況についてまとめた。 
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本業務では前述（1）から（4）を把握するために、実際の貨物輸送を実施した。

本業務における実際の輸送は「実証」の目的ではなく、「情報収集」を目的に実施し

たことに留意されたい。貨物は極力、実荷主の商業貨物を集めることで、実際の貨

物輸送を通じて情報の収集・把握が図れるよう試みた。 
まず、第二章では荷主の物流ニーズについて調査した。調査方法はアンケート、

及び、実際の貨物輸送を呼びかけるにあたり接触した日系事業者からニーズの実態

を把握した。調査項目は主に輸送品目、輸送区間、輸送条件である。本調査からは

一部の品目において高いニーズを確認した。 
次に、第三章では中国と欧州間の鉄道貨物輸送で適用される制度について確認し

た。中国と欧州間の鉄道貨物輸送は複数国を通過する国際輸送になる。この国際輸

送を円滑に実行できるように、中国及びロシア・CIS 諸国には SMGS という国際鉄

道貨物輸送に関する協定が存在する。また、欧州地域には CIM という国際鉄道貨

物輸送に関する運送規約がある。この２つの国際鉄道貨物輸送に関する制度を俯瞰

することで、中国と欧州間の鉄道貨物輸送を制度面から調査した。本調査からは２

つの制度が存在することで生じる課題と現在取り組まれている解決の方向性を指摘

する。 
続く、第四章では第一章の日系事業者のニーズ、第二章の輸送に関する制度を踏

まえ、実際の貨物輸送を実施することで、輸送の状況を確認した。輸送状況は主に

鉄道輸送に関わるコスト、各種手続き、貨物への影響を調査した。特に、貨物への

影響を調査するため、可能な限り計測機材を用いて、温湿度、加速度、位置情報の

データ収集に努めた。 
第五章では、第二章から第四章の総括として、課題点の指摘とその解決に向けた

取組みについて分析する。 
第六章では中国、ドイツ、日本で開催したシンポジウムの状況について取りまと

める。 
 

1.3 調査対象 

本業務で調査の対象とするチャイナ・ランド・ブリッジ（China Land Bridge ； 
以降「CLB」と略）を明確にしたい。 

独立行政法人国際協力機構（以降「JICA」と略）の 1998 年度円借款事業評価報

告書によれば「1990 年 9 月、中国新彊の阿拉（アラ）峠 1において、中国鉄道とソ

連（現カザフスタン）鉄道との接続工事が完了した。これにより、中国の連雲港か

                                                   
1 「中国新彊の阿拉（アラ）峠・・・」とは現在の中国・阿拉山口とカザフスタン・Dostyk の

国境を示す。  
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らオランダのロッテルダム港まで物理的に一本の鉄道で結ばれることになった。」 2

とした上で、この輸送ルートを新ユーラシア・ランドブリッジ 3（あるいはシルク

ロード鉄道）と呼称している。物理的な相互乗り入れはできない 4ものの、「輸送ル

ート」として利用可能になった点が進展と言えた。 
1.1 業務の目的に示す通り、本業務の調査対象は中国の連雲港から阿拉山口国境

を経由してオランダのロッテルダム港に至る輸送ルートだけでなく、中国が主体的

に整備した、中国と欧州を結ぶ複数のルートから構成された鉄道網である。中国が

主体的に整備した鉄道網とは、中国国家発展改革委員会が 2016 年 10 月に公表した

資料（図表 1-1 参照）に示される、中国の各都市から４つの国境（満州里、二連浩

特、阿拉山口、霍尔果斯）を経由して欧州へ至るルートとなろう。加えて、この鉄

道輸送網は複数の国の鉄道輸送経路を通る国際貨物鉄道輸送になる。そして現在、

こうした鉄道網を中国では中国と欧州を結ぶ鉄道網との意味から「中欧铁路（和訳

「中欧鉄道」）」と称している。 

そこで、本報告書では用語による意味の取違いを防ぐため、中国各都市の発着で、

且つ、中国とその隣国との国境である満州里（中国）／Zabaykalsk（ロシア）、二

連浩特（中国）／Zamyn-Üüd（モンゴル）、阿拉山口（中国）／Dostyk（カザフス

タン）、霍尔果斯（中国）／Khogos（カザフスタン）の４国境の何れかを通り、ユ

ーラシア大陸の西側に位置する欧州諸国、或いは、中央アジア諸国方面の国へ至る

鉄道輸送網を中欧鉄道と呼称する。 
尚、現在の中国では「中欧班列（CHINA RAILWAY Express）」との呼称もある。

中欧班列は中国 -欧州間の国際定期貨物列車サービスの統一ブランド名称である。

2016 年 6 月から中国鉄路総公司（中国铁路总公司；China Railway Corporation）
の運行する国際定期貨物輸送サービスに用いられている。つまり、中欧鉄道という

                                                   
2 出典  [独立行政法人国際協力機構（JICA） ] 
3 新ユーラシア・ランドブリッジという呼称は Eurasia Land Bridge に相対した呼称であると

推察される。  
ユーラシア・ランドブリッジ（Eurasia Land Bridge、以降「ELB」と略」）とは極東ロシア

から欧州方面に至る大陸横断鉄道ルートを意味する。ELB に対し「新たな」或いは「第二の」

大陸横断鉄道ルートの意味で「新ユーラシア・ランドブリッジ（New Eurasian Land Bridge、
以降「NELB」と略）」と称したことが伺われる  
ELB は 1916 年に開通したシベリア鉄道（モスクワ－極東ロシアの港湾間の鉄道輸送ルート）

を主体に構成される。現在、極東ロシアの港湾（主にウラジオストク(VLADIVOSTOK)、ヴ

ォストーチニ(VOSTOCHNY)、ナホトカ(NAKHODKA)等）からモスクワへ至る鉄道輸送ルー

トはシベリアを経由する鉄道の意味で Trans-Siberian Railway（以降、「TSR」と略）呼ばれ

る。日本ではシベリア地域を大陸と捉え、シベリアランド・ブリッジ（Siberian Land Bridge、
以降「SLB」と略）と称することもあるが、SLB の名称を日本以外では用いることは少ない。  

4 中国とロシアやカザフスタン、モンゴルでは鉄道の軌道の幅、つまり、軌間が異なる。その

ため、国境では、機関車やプラットフォームなどの車両をそれぞれの軌間に合ったものに変

更するため、貨物も積替えが必要になる。また、欧州側のベラルーシとポーランドも軌間が

異なるため、同様の積替え作業を当該国境で実施している。  
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鉄道輸送網を利用した貨物輸送サービスを中欧班列と称している。 
さて、実際には中国でも欧州諸国でも CLB という呼称はあまり用いられない。

CLB が我が国固有の呼称であるとすれば、中国と欧州を結ぶ鉄道輸送網に海上輸送

等を組み合わせた複合一貫輸送ルートを一般的に“チャイナ・ランド・ ブリッジ”

と呼称していると考えられる。つまり、中国を大陸と捉え、日本から海上輸送等で

中国沿岸部等を経由し、沿岸部等から内陸国境を鉄道で横断して、中央アジア諸国

や欧州諸国へ至る輸送ルートを CLB と称していると考えられる。そうした意味で

は、CLB は New Eurasian Land Bridge、或いは、中欧鉄路を内包していることに

なる。 
そこで、本事業では鉄道輸送網、つまり、中欧鉄路を主体に調査を進めた。中欧

鉄路は 2011 年に運用を開始した渝新欧鉄道から中国を主体に現在のように大きく

発展してきたが、日系企業には中欧鉄路に関する情報が少ないことが“不透明な部

分”の要因のひとつではないかと考える。そこでまずは、“不透明な部分”の解消に

向け、調査範囲を中欧鉄路に絞ることにした。 

 
図表 1-1 中欧班列建设发展规划发, 中国铁路通道规划图 

 
[中华人民共和国国家发展和改革委员会 西部开发司, 2016] 
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2.1 顧客アンケート結果 

 中国、欧州および日本で、日系の荷主企業等に対し、中国・欧州間を結ぶ鉄道輸

送に関するニーズを調査した。ニーズ調査は主にアンケート形式で行い、以下のよ

うな項目に関するニーズを伺った。 
図表 2-1 ニーズ調査項目 

 

項目

A 3,000USD以下のコスト負担であれば興味がある

B
海上ルートと同等までのコスト負担（3,000USD程度）であれば
興味がある

C
海上ルートの倍程度までのコスト負担（6,000USD程度）であれ
ば興味がある

D
空輸の1/4程度までのコスト負担（12,500USD程度）であれば興
味がある

E
サービス品質が担保されるのであれば、コスト負担に由らず興
味がある

A 空輸の倍（10日間）程度までのリードタイムであれば興味がある

B
海上ルートの1/2（20日間）程度までのリードタイムであれば興
味がある

C 25日間程度までのリードタイムであれば興味がある

D 30日間程度までのリードタイムであれば興味がある

E 35日間程度までのリードタイムであれば興味がある

F 安定したリードタイムであれば、興味がある

A 空輸に代わる輸送として興味がある

B 日本発着での利用に興味がある

C 中国の生産拠点からの利用に興味がある

D EU諸国への輸送に興味がある

E ロシア西側への輸送に興味がある

F 中央アジア方面への輸送に興味がある

G 東南アジア方面への輸送に興味がある

ニーズ

日本発着で中国・欧州間鉄道を
する場合のコストについて

日本発着で中国・欧州間鉄道を
する場合のリードタイムについて

鉄道輸送ルートについて
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2.1.1  中国 

コストに関するニーズ 
 中国・欧州間の鉄道輸送を利用して、日本と欧州間で貨物輸送を行う場合、海上

ルートと同等のコストであれば興味があると回答した顧客が 33％で最も多く、次い

で海上輸送以下のコストであれば興味があると回答した顧客が 30％で続く。海上輸

送と同等もしくはそれ以下のコストであれば鉄道輸送を利用したい顧客が全体の 3
分の 2 を占めており、顧客からの鉄道輸送コストに対する要望は、海上輸送とのモ

ード間競争となりシビアな状況といえる。一方で、海上ルートの倍程度までのコス

ト負担を許容するという顧客も全体の 2 割程度あり、一定のニーズが見込める。 
 

図表 2-2 中国：コストに関するニーズ 

 
 

リードタイムに関するニーズ 
 リードタイムに関しては、海上輸送の半分程度であれば興味があると回答した顧

客が全体の 52％を占めており、鉄道輸送によるリードタイム短縮化に対する期待が

高いことが伺える。また、リードタイムの短縮化に次いで多いのは、期間の長短そ

のものよりも、安定したリードタイム（ジャストインタイム）へのニーズであった。 
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図表 2-3 中国：リードタイムに関するニーズ 

 
 

輸送ルートに関するニーズ 
 輸送ルートに関しては、中国発着で各方面への輸送に興味があると回答した顧客

が 29％で最も多かった。日本発着で利用できることや、欧州向けといったルートの

ニーズも相対的に高い。 
 

図表 2-4 中国：輸送ルートに関するニーズ 

 
 

2.1.2  欧州 

コストに関するニーズ 
 中国・欧州間の鉄道輸送を利用して、日本と欧州間で貨物輸送を行う場合、海上
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ルートと同等のコストであれば興味があると回答した顧客が 48％で最も多く、次い

で海上ルートの倍程度までのコスト負担なら興味があると回答した顧客が 28％と

なっている。中国と比較すると、欧州のほうが鉄道輸送から得られるリードタイム

短縮などのメリットに対し、コスト負担を許容する顧客が多いと推察できる。  
 

図表 2-5 欧州：コストに関するニーズ 

 

 
リードタイムに関するニーズ 

 リードタイムに関しては、海上輸送の半分程度であれば興味があると回答した顧

客が全体の 56％を占めており、鉄道輸送によるリードタイム短縮化に対する期待が

高いことが伺える。 

 
図表 2-6 欧州：リードタイムに関するニーズ 
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輸送ルートに関するニーズ 

 輸送ルートに関しては、現在空輸を行っているルートでの利用ニーズが 27％と最

も高く、次いで日本発着でのルート、欧州へのルート、に対するニーズが高い。 
 

図表 2-7 欧州：輸送ルートに関するニーズ 

 

 

2.1.3  日本 

コストに関するニーズ 
 中国・欧州間の鉄道輸送を利用して、日本と欧州間で貨物輸送を行う場合、海上

ルートと同等のコストであれば興味があると回答した顧客が 37％で最も多い。海上

ルートと同等もしくはそれ以下のコストであれば興味があるという顧客が全体の

57％を占めるものの、海上輸送の倍程度までのコストを許容する顧客も 23％存在し

ている。 
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図表 2-8 日本：コストに関するニーズ 

 

 
リードタイムに関するニーズ 

 リードタイムに関しては、海上輸送の半分程度（20 日）であれば興味があると回

答した顧客が全体の 56％となっている。現在、海上輸送でかかっている日数から少

しでも短縮化したいというニーズが見られる。 
 

図表 2-9 日本：リードタイムに関するニーズ 

 

 
輸送ルートに関するニーズ 

 輸送ルートに関しては、日本発でのニーズが 27％と最も高く、次いで、現行航空

輸送となっているルートでの利用ニーズが 22％であった。日本の顧客であるため、

中国の生産拠点からのルートよりも、日本発着ルート、欧州向けルートなどへのニ
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ーズが相対的に高い。 
図表 2-10 日本：輸送ルートに関するニーズ 

 

 

2.2 荷主から見た利活用の可能性 

本アンケート調査から日系企業の中欧鉄道利用に対する関心の高さが伺われた。

特に、中国の生産拠点、及び、日本と欧州を結ぶ輸送の利活用にコスト（輸送運賃）

やリードタイム（輸送時間）などの諸条件を満たすことで、関心があることが分か

った。また、航空輸送の代替えとしの利活用ニーズも確認した。 
本アンケート調査ではコストについて「海上ルートは上海港～ロッテルダム港間

の輸送を 3,000USD/40ft コンテナ、空輸を 50,000USD/40ft コンテナ相当輸送量  
と仮定してお考えください」との前提条件を設定した。リードタイムついては「海

上ルートは上海港～ロッテルダム港間の輸送を 40 日間、空輸を 5 日間  と仮定し

てお考えください」との前提条件を設定した。 
そうした条件の元、中国に進出する日系企業には海上運賃と同等、或いは、それ

以下、リードタイムは海上輸送の半分程度であればニーズが高いことが分かった。

つまり、コストは 3,000USD/40ft 以下、リードタイムは 20 日間程度ということに

なる。 
欧州に進出する日系企業には海上運賃と同等、或いは、海上運賃の倍、リードタ

イムは海上輸送の半分程度であればニーズが高いことが分かった。海上運賃の倍を

許容するとの回答は欧州から日本への輸送を想定していることが伺われる。よって、

コストは 3,000USD/40ft（中国発着の場合）から 6,000 USD/40ft 程度（日本発着

の場合）、リードタイムは 20 日間程度ということになる。 
日本では海上運賃と同等、或いは、それ以下、また、海上の倍（6,000USD）を
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許容するとの意見も多かった。リードタイムは海上輸送の半分程度であればニーズ

が高いことが分かった。つまり、コストは 3,000USD/40ft 以下から 6,000 USD/40ft
程度、リードタイムは 20 日間程度ということになる。 

中国、欧州、日本のアンケート結果の内、中国発着欧州方面のコストは

3,000USD/40ft 程度、日本発着欧州方面のコストは 6,000 USD/40ft 程度で、リー

ドタイムは日中どちらの発着の場合でも 20 日間程度を求められていることが分か

る。 
こうした条件を満たすことで荷主の利活用の可能性は高まるものと考える。 
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チャイナ・ランド・ブリッジ(以降「CLB」と略)は、輸送ルールが異なる複数の国々を横

断するもので、国境通過時の通関・保税転送手続きの円滑化は貨物の迅速な輸送にとり重

要である。 
国際鉄道輸送に係る鉄道法の制定経緯を遡ると、19 世紀後半に始まった欧州内の鉄道先

進国間の協力を起源としている。これらの国々の周辺国には多くの内陸国が存在し、海上

輸送ルートから離れている点を鑑みて、鉄道輸送の必要性が高く認識されてきた。しかし、

輸出地から輸入地到着までに、複数の国を保税転送する必要があること、鉄道軌間の違い

による積替えが発生することから、積替えや通関・保税転送に関する共通ルール制定の必

要性が 19 世紀より認識されてきた。欧州鉄道法は、第二次世界大戦後の政治的、経済的変

化によって大きく影響を受けながら、西ヨーロッパと東ヨーロッパをそれぞれ中心とした 2
つの制度に発展した。 
中国と欧州を結ぶ鉄道輸送ではこの 2 つの制度が輸送プロセス、通関・保税転送手続き

に影響を及ぼしている。本章では 2 つの制度に至った経緯を理解した上でそれぞれの内容

を確認する。そして、鉄道輸送に加え保税・通関関連の各種法規定に基づく実運送の実態

を明らかにする。最後に、現行法制度の運用実態を踏まえて、CLB を利用した中国―欧州

間鉄道輸送のさらなる貿易円滑化を目的とした法的な取り組みを紹介する。 
 

3.1 チャイナ・ランド・ブリッジを取り巻く法体系とビジネス体制 

 
3.1.1  OTIF と CIM 

OTIF の成り立ち 
大陸でつながった欧州各国では、古くから国際鉄道輸送における協力への取り組みがな

されてきた。1890 年に初めての政府間国際条約となる International Convention 
Concerning the Carriage of Goods by Rail（通称バーン協定）が 9 か国 5によって署名され

た。1893 年の同条約効力発効に際して、条約の運営連合 (the Central Office for 
International Railway Transport (OCTI)6)が事務機関として設立され、同機関はスイス政

府の監督下に置かれた。これは同条約が加盟国間で問題が起きた際の仲裁機能を持ってい

たためである 7。当時から、梱包、危険品輸送についての統一規則、貨物の破損や損失、運

送遅延の責任について規定を試みており、この条約により欧州内の鉄道リンクに対して包

                                                   
5 ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア－ハンガリー、ロシア、スイス 
6 https://uia.org/s/or/en/1100025762 International Union of Railway Freight Transportation の

central bureau として設立 
7 Bob Reinalda (2009). Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present 
Day. Routledge.  

CIT ウェブサイト 
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括的な規定が初めて適用されることとなった。 
OTIF と CIT 

1893 年に国際条約が発効されると、同条約の実際の運用に係る協力が不可欠であろうと

いう認識が多くの条約加盟国の鉄道会社間に生まれた。民間鉄道事業者が集まり条約の実

行支援を行うことを目的とする団体という位置付けで、現在の国際鉄道輸送委員会(The 
International Rail Transport Committee: CIT)が 1902 年に設立された。同委員会は各国

鉄道会社に対し、国際条約の適用を現場で直接支援する役割担うこととなった。1941 年ま

でオーストリア鉄道下の管理だったが、1921 年にスイス連邦鉄道の管理となり同委員会は

スイスの法律に則って運営され今に至っている。 
CIT は条約国の鉄道会社による実行支援に加え、条約内容そのものの改定において重要

な役割を果たしてきており、現在もよりよい条約を作り上げるため、民間鉄道事業者の視

点を持って CIM 改定に関与を続けている。 
現在は 216 の民間鉄道事業者と運送事業者がメンバー、アソシエイトメンバーとして参

加しており、ワーキング・グループによる活動やワークショップの開催を頻繁に主催して

おり、活発な活動を続けている。 
 

CIM 誕生の経緯と現状 
 The Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF), Annex B 
Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail 
(CIM): (通称 COTIF/CIM) 

1890 年に締結されバーン協定を基に発展した Convention concerning International 
Carriage by Rail (COTIF) の 締 結 に 伴 い 、 Intergovernmental Organisation for 
International Carriage by Rail(OTIF) が 1985 年に組成された。同時に、初期の条約合意

において重要な役割を果たした OCTI は OTIF 内の常設事務局となった。OTIF は、旅客貨

物の国際鉄道交通のために統一した制度を整備することを目的としていたため、CIV (旅客) 
と CIM (貨物)の 統一規則が作成され、1999 年には COTIF が改正されて、ヴィリニュス議

定書(Vilnius Protocol)が作成された。同議定書により既存の CIV、CIM に修正が加えられ

て現在の条約内容になり 2006 年に効力を発した。鉄道貨物輸送に関しては CIM が統一ル

ールとして定められ、この統一ルール適用は加盟国の義務となっている。 
欧州―アジア間の交通・輸送重要性が高まる中、EU 域内を超えて技術面・法制度面におけ

る「相互運用性(interoperability)」を提供する方針が示されており、その一環で、OTIF も

加盟国拡大を行っている。そのため、ロシア、アゼルバイジャン等東へ拡大しており、EU
圏以外の湾岸諸国(2014)と中国(2016)ともそれぞれ覚書(MOU)に署名済である。
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図表 3-1 OTIF と COTIF/CIM の概要 
制定した組織

の概要 
国際鉄道運送のための政府間組織(Intergovernmental Organisation for 
International Carriage by Rail; OTIF) 
 1985 年設立、本部はスイスのバーン。前身は 1893 年設立の OCTI 
 主に西ヨーロッパ諸国が参加 
 OTIF は鉄道国際輸送の円滑化に貢献し、加盟国領域の交通量を増や

して鉄道ネットワーク拡大を目指している。そのため、各国の法律面、

技術面での相互運用性を高めるための支援を加盟国に提供している 
条約名 The Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) 

 1893 年 OCTI 創設のきっかけとなったバーン協定が、COTIF/CIM の

内容の基礎となっている 
 その後度々改正されたが、1999 年の改定でヴィリニュス議定書が作成

され、2006 年に効力を発した 
統一ルール名 Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of 

Goods by Rail (CIM) 
 COTIF の Appendix B として、貨物輸送に関して規定 
 現在の CIM は 1999 年に改定したものが基礎となっており、最新版は

2016 年改定 
制度の特徴 政府間条約 
鉄道軌間 1,435 mm 
加盟国 50 ヵ国 ＋ 1 地域共同体 

アルバニア、アルジェリア、オーストリア、アルメニア、アゼルバイジャ

ン、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、クロアチア、

チェコ、デンマーク、エストニア、EU、フィンランド、フランス、ジョー

ジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イラン、イラク、アイルランド、

イタリア、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトア

ニア、ルクセンブルク、マケドニア、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、

オランダ、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニ

ア、ロシア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデ

ン、スイス、シリア、チュニジア、トルコ、ウクライナ、UK 
※最近加盟した国：ロシア、アルメニア、ジョージア、パキスタン、アゼ

ルバイジャン  
 
※中国、湾岸諸国は MOU の締結 
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COTIF/CIM の内容 
1999 年のヴィリニュス議定書では国際鉄道輸送に係る協定の枠組みが制定された。輸送

分類ごとの統一ルールは各 Appendix にて規定されている 8。 
その中でも貨物輸送契約については Appendix B にまとめられており、この Appendix B
を COTIF/CIM と呼んでいる。 

 
図表 3-2 COTIF の規定内容 

 
出所：CIT プレゼンテーション 

 
COTIF/CIM Appendix B は鉄道国際貨物輸送に関する統一ルール (Uniform Rules 

Concerning the Contract of International Carriage of goods by Rail : CIM)という形で、

仏語、ドイツ語、英語で作成された。1999 年に作成、2006 年から適用開始されている。そ

の後 2010 年、2016 年と改定が加えられており、2018 年時点の内容を図表 3-5 に示す。

COTIF/CIM はあくまで、荷物を発送する者（直接的に鉄道会社に貨物を預ける者）と荷物

を受領する当事者（鉄道会社）間の鉄道輸送についての取り決めであるため、主に鉄道駅

間の貨物輸送当事者と輸送責任についてページが割かれている。 
同統一ルールでは各規定について定量的に指定しているわけではなく、ルールの考え方に

ついて提示しているにすぎない。鉄道輸送契約の詳細に関しては COTIF/CIM 運用の手引

きである CIM Consignment Note Manual に記載がある。その中で「CIT は『鉄道による

国際貨物輸送のための一般条項(GTC-CIM)』を輸送の一般条件として使用することを推奨

                                                   
8 全ての Appendix は CIT ウェブサイト上で公開されている。  
https://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/ 
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する」との記述がみられる。しかし、各運送契約の詳細な取り決めは、鉄道会社の標準契

約や一般条項、荷主、運送事業者、鉄道会社間の個別契約に委ねられている。 
貨物運送状である Consignment Note は、CIM 圏の鉄道輸送区間用に特定様式が義務と

して利用指定されているわけではない。しかし「義務的に記載されるべき事項を盛り込ん

だサンプル」としての Consignment Note 様式が提示されている（図表 3-4）。COTIF/CIM
で提示された基本ルールは最低限の義務を提示するにとどまり、運送約款は各国の鉄道輸

送協会等に委ねている。しかし実務では、マニュアルに掲載されているサンプル様式が一

般的に使われている。 
Consignment Note の内容は統一ルールで定められた通りだが、その記載方法として使用

されるべき言語は、仏語、ドイツ語、英語のいずれかが必須で、2 言語以上の記載が可能と

なっている。また、CIM の Consignment Note は電子データにも対応しており、通関手続

き等とのデータ連携が可能な状態にある。電子版の Consignment Note での登録やデータ

取扱いは機能的な面で紙の Consignment Note と同等であるとされている。EU 内は通関

手続きの電子化が順次導入されており、電子化による輸出入通関や保税輸送に係るデータ

の共有が進んでいる。データで主に管理されるため、実際の CIM Consignemnrt Note には

記入枠はサンプル様式の通り印刷されているものの、実際に印字されている項目は少ない。 
 

鉄道会社の一般条項(GTC)と COTIF/CIM 
各国鉄道会社の輸送契約における約款、一般条項(General Terms and Condition: GTC)

は、CIM を加味してその内容を定めていることが見て取れる。例えば、ハンガリーの鉄道

会 社 (LTE Hungary Railway Freight Transport and Logistics Limited Liability 
Company; 以下 LTE-HU)が定める「ビジネス規則(2016 年 1 月より有効)」を参照すると、

同ビジネス規則は GTC を含んでおり、以下 3 点の国内法に基づき作成されているとある。

国際条約で特別な定めがない限り、国内のみならず国際輸送が関連する場合にも同ビジネ

ス規則が適用される。 
 Act V of 2013 (the Civil Code) 
 Act XII of 2005 on rail transport  
 Government Decree no. 32/2009 (19 Feb) on the detailed rules of rail freight 

transport contracts (VÁSZ). 
さらに、COTIF/CIM、COTIF/RID、the General Contract of Use for Wagons (GCU)を
考慮している旨明記されている 9。 
一方ドイツの鉄道会社 DB の General Terms and Conditions of DB Cargo AG (GTC)

（2019 年版）10には、一般的に利用される GTC の派生形として、CIM 圏輸送用の General 
Terms and Conditions of DB Cargo AG for International Carriage by Rail(GTC-CIM と

                                                   
9 https://www.lte-group.eu/fxdata/lte/prod/media/files/LTE_HU_TCs_2016_en.pdf 
10https://www.dbcargo.com/resource/blob/3650560/4eebb82477a039d8c838b30c51bbc7d5/DB_Cargo_A
G_Preisliste-2019_ALB_ENG-data.pdf 
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表記)が別途定められており、COTIF/CIM Appendix B の項目をほぼ網羅しつつ、商法

(Commercial Code)のようなドイツ国内法にも準拠する旨明記している。 
ハンガリー、ドイツ両国で適用されている鉄道会社の一般条項は構造に違いがあるもの

の、いずれも関連する国内法に準拠する点、COTIF/CIM で定められた項目について国毎の

運用解釈を述べている点において、各国の一般条項の果たす役割は同じであり、国内法を

反映して一般条項の内容が異なっていると言える。 
 

図表 3-3 法規定のピラミッド 

  
出典： OTIF プレゼンテーション(Baku, 2016) 
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図表 3-4 COTIF/CIM Consignment Note のサンプル 
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図表 3-5 COTIF/CIM Appendix B （2016 年 5 月 1 日改定版）の項目 

    
出所：Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM) of 9 June 1999 CIT         Edition 1 May 2016 



第 3 章 チャイナ・ランド・ブリッジに関する制度調査 

3-10 
 

3.1.2  OSJD と SMGS 

SMGS 誕生の経緯と現状 
Agreement on International Goods Transport by Rail: (通称 SMGS) 
主に社会主義国間の連携強化に向け、1950 年の初会合後、1951 年旧ソ連と東欧の国々11

を中心に、国際鉄道輸送に係る最初の協定が合意された。旧ソ連邦とその周辺国の鉄道会

社間レベルで国際鉄道旅客・貨物輸送に関する共通ルールをまとめた主要文書として、直

接国際旅客と手荷物の鉄道輸送合意(MPS)と直接国際貨物鉄道輸送合意(MGS)を作成 12し、

承認した。その後開催された定例会において、前述の合意に含むタリフやルールをより具

体的に改定し、1953 年名前を国際旅客鉄道輸送合意 (Agreement on International 
Passenger Transport by Rail: SMPS) と 国 際 貨 物 鉄 道 輸 送 合 意 (Agreement on 
International Goods Transport by Rail: SMGS)と改名した。このとき加盟国がさらに増加

した。 
さらに、1953 年には中国、北朝鮮、ベトナム、モンゴルの加盟により、東アジアにも加

盟国が拡大することとなり、加盟国は主に鉄道関連法やタリフ制定、維持管理で協力した。

SMGS/SMGP Authority が管理し各技術員会の活動が活発になった。それに伴い、1956
年、各国の鉄道所管大臣が結集した初のミーティングがブルガリアのソフィアで開催され、

鉄道国際協力機構(Organization for Cooperation of Railways: OSJD)に発展した。同機構

には各国の鉄道所管官庁が各国代表として参加している閣僚級会議はあるものの、主体は

各国を代表する鉄道事業者であるため、OSJD は政府間組織ではなく民間事業者間の合意と

いう形態をとっている。つまり、OTIF が国際鉄道貨物輸送初の政府間組織である一方、

OSJD は非政府組織として組成、運営されてきた。このような経緯を経る中、国際鉄道貨物

輸送が増加するにつれて OSJD 自身の組織形態も見直されてきている。 
1990 年代に入ると政治情勢の変化を踏まえ、欧州－アジア間の鉄道コミュニケーション

の向上、鉄道輸送の競争力強化を重視する姿勢を明確にし、1993 年には国の制限なくオブ

ザーバーとして OSJD への参加を認めるようになった。1990 年にカザフスタンのドストゥ

ク(Dostyk)と中国の阿拉山口(Alashankou) 間の鉄道開通以降、ドイツやベラルーシなど欧

州都市、湾岸諸国を繋ぐサービスが始まったことは、加盟国の協力により SMGS の運用が

国際鉄道輸送において大きな役割を果たしたことを示している。

                                                   
11 1951 年時点での参加国は、アルバニア、ブルガリア、ハンガリー、東ドイツ、ポーランド、ルーマニア、

ソビエト連邦、チェコ・スロバキア（出典：OSJD ウェブサイト） 
12 Agreement on Direct International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (MPS) and 
Agreement on Direct International Goods Transport by Rail (MGS) 
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図表 3-6 OSJD と SMGS の概要 
制定した組織

の概要 
鉄 道 国 際 協 力 機 構 (Organisation for Co-operation between 
Railways :OSJD) 
 1951 年に旧ソ連邦、東欧諸国の各国鉄道会社間で、国際鉄道旅客・貨

物輸送の円滑化を協議するための集まりが起源 
 国境をまたぐ輸送であることから、政府レベルの関与の必要性が認識

され、1956 年に鉄道所管官庁と鉄道事業者で OSJD を設立 
 本部はワルシャワ 
※組織の基盤を成す基礎文書改訂の流れを受け、2015 年～2018 年にかけ

て 5 回開催された国際会議において、Draft Convention on Direct 
International Railway Traffic の条項が各回で徐々に採択されている 13。

当該条項には OSJD を政府間国際機関とすることも盛り込まれている。 
 

合意名 Agreement on International Goods Transport by Rail (SMGS)  
(*OSJD 発足前に合意された鉄道会社間協定である MGS を改定) 

制度の特徴 鉄道会社（キャリア）間の合意 
鉄道軌間   1,520 mm 
加盟国 【正式加盟国 29 ヵ国】：アゼルバイジャン、アルバニア、アフガニスタン、

ベラルーシ、ブルガリア、ハンガリー、ベトナム、ジョージア、イラン、

カザフスタン、中国、北朝鮮、韓国、キューバ、キルギスタン、ラドビア、

リトアニア、モルドバ、 モンゴル、ポーランド、ロシア、ルーマニア、ス

ロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ウクライ

ナ、チェコ、エストニア      ※韓国は 2018 年 6 月から加盟 
 
【オブザーバー参加鉄道会社 7 社】：フランス (SNCF), ドイツ (DB AG), 
フィンランド (VR), セルビア (ZS), ギリシャ (OSE), オーストリア/ハン

ガリー企業 (GySEV), Federal Passenger Company (FPC JSC,ロシア) 
【提携団体 45 社以上】：物流関連企業中心に、多数の民間企業が Affiliate
として参加。 
 
 

 

                                                   
13 OSJD Information Guide (as of August 2018) 
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SMGS の内容 
SMGS 自体は合意内容の枠組みを示し、より細かなルールは SMGS に添付されている

Annex に記載されている。CIT の支援により何度も改定がなされており、次頁に最新の改

定版（図表 3-7、2018 年 7 月 1 日改定）の内容を示す。 
Annex の中でも Annex 2（危険品輸送）に関しては、専門家グループミーティング（か

つてのワーキング・グループ）が毎年開催され、分科会の中でも特に活動的である。SMGS 
Annex 2 は、COTIF RID 2001 の構成に合わせて作成された。こうすることで、迅速に RID
内の条項を SMGS 内に組み込み、2 つの国際鉄道輸送制度間交通の手続き簡素化にも役立

ったとされている 14。2012 年 11 月から、制度間の危険品輸送ルールはさらなる協調が試

みられているのだが、RID が 2 年ごとに改定される一方、SMGS Annex 2 は国際規定を反

映しようと努力はなされているもののこれまで改定されたことはない 15。 
 また、COTIF/CIM同様にSMGSは義務規定や責任設定の枠組みを示すにとどめている。

Consignment Note の言語は指定されており、SMGS の公式言語であるロシア語か中国語

で印刷されている必要があり、通過する国によっていずれかの言語が指定されている（第

15 条）。加えて、通過国の言語（例：ドイツ語、中国語）が追記されるのが通例である。

Annex では Consignment Note への記載事項や記載方法、記載箇所や、異なる特性の貨物

ごとの輸送上のルールまで細かに指定されている。 
本合意事項の適用条件であるが、COTIF/CIMとの違いで言うと、SMGSは発着地がSMGS

の加盟国であることが適用条件であるのに対し、CIM は発着どちらかの駅が COTIF/CIM
加盟国であればよい、という点が挙げられる 16。

                                                   
14https://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/03_news/02_Workshop-Seminar/Baku_AZ/
12-Rail_carriage_of_dangerous_goods_Jochen_Conrad.pdf 
15 http://en.osjd.org/statico/public/en?STRUCTURE_ID=5050 
16 CMR、CIM、SMGS の比較

https://www.cit-rail.org/media/files/public/download/Guideline_CMR_CIM_SMGS_2017_03_28_EN.pdf 
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図表 3-7 SMGS（2018 年 7 月 1 日改定版）の項目 
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出所： Agreement on International Railway Freight Communications (SMGS) OSJD
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図表 3-8 SMGS の Annexes 

  
出所：OSJD. Agreement on International Railway Freight Communications (SMGS) OSJD 
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図表 3-9 SMGS Consignment Note（1 枚目）の見本 
        

出所： Agreement on International Railway Freight _Communications , Supplement 1, as of 2018  
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図表 3-10 国際鉄道輸送に係る国際機関の成り立ち 

    
出所：各種資料を元に日通総研作成
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3.1.3  既存の統一ルールの適用範囲 

これまでに確認できた 2 つの制度に関する情報と現地調査時のヒアリング情報か

ら、中欧班列の輸送サービスに影響を与える法律や合意、規定は、大枠が定められ

ているに留まることが分かってきた。一般的に法律・規定には、その法律を実施す

るための細則がある。COTIF/CIM、SMGS の適用に関しては、国際鉄道貨物輸送

の統一ルール (Unified Rules)として遵守されるべき事項の枠組みを法律レベルで

規定している。しかし、通常の細則にあたるものは、各国の法律に準拠する輸送契

約の一般条項（約款）、または個別契約ごとの特別条項で代替されており、枠組みレ

ベルの法律に反しない個別契約の詳細規定が優先することになる。 
COTIF/CIM、SMGS の運用マニュアル上でも、各協定の統一ルールは「推奨」

されているに過ぎず、各加盟国の鉄道貨物輸送協会のような団体が標準契約や一般

条項にて詳細規則を定めることが可能と明記している。つまり、統一ルールに「反

していない」限り国際条約の統一ルールの「解釈」は複数あると考えられ、その解

釈をどのように輸送契約に採用するかは、国毎に異なる可能性がある。このような

事情から実際には個別契約の内容が実輸送で優先的に認識されるものとなっている。 
一方、通関や検疫規定は各国独自に設定されるルールであることから、鉄道輸送

の手続きを定めた COTIF/CIM、SMGS いずれにも通関検疫のルールは明記されて

いない。COTIF/CIM、SMGS の各統一ルールでは、通関検疫は各国国内法に準拠

する旨明記されており、統一ルールの適用範囲外となっている。なお、保税輸送に

関しては関税同盟へ加入しているか否かが影響し、加入している場合は当該関税同

盟のルールが適用される。CLB 沿線各国には複数の関税同盟が存在するため、各同

盟の規定が効力を発することになる。 
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3.2 制度の運用実態 

2 つの制度が規定する鉄道輸送ルールは COTIF/CIM、SMGS の運用に反映され

る。ここでは現地ヒアリングから判明した範囲で、CIM Consignment Noteと SMGS 
Consignment Note の役割、そしてその運用について整理する。 

  

3.2.1  CIM Consignment Note と SMGS Consignment Note の役割 

まず、中欧班列における両 Consignment Note は、鉄道キャリアの運送状である

と考えられる。例えば、Consignor は鉄道オペレーター 17やブローカーと呼ばれる

事業者等、Consignee は着地の鉄道オペレーター、ブローカー、通関事業者等であ

る。つまり、ブロックトレインのコンテナを直接キャリアに渡す人、キャリアから

受け取る人を示す運送状の役割を果たしているにすぎず、商業インボイス上の実荷

主と鉄道キャリアもしくは物流事業者の鉄道運送契約を示すものではない点を理解

する必要がある。また一連の鉄道輸送の内容を明白にするため、通過する国境が記

入される。実荷主と実荷受人の貿易契約を反映している航空輸送や海上輸送の Way 
Bill（航空、海上運送状）と当該 Consignment Note の役割は異なっていることが、

中欧班列の輸送制度の理解を妨げる一因と言える。 
 

3.2.2  Reconsignment 

中欧班列は輸送に関わる制度の異なる区間を運行していることから、その制度が

変わる地点(reconsignemnt point）において、適用される制度に即した鉄道輸送で

あることを証明する運送状に切り替える (reconsignment と呼ぶ )必要がある。

Consignment Note の切り替えは、両制度に加盟する国で実施される必要があるた

め、主要な鉄道輸送の国境がある国々は、COTIF/CIM、SMGS いずれにも加盟し

ている（図表 3-11 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17鉄道輸送の手配、管理、提供を生業とする事業者、欧州地域では鉄道オペレーター、あるいは

鉄道ブローカー、中国では鉄道プロバイダー、平台（ピンタイ）と呼ばれる  
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図表 3-11 COTIF/CIM と SMGS の適用範囲（2017 年 12 月時点） 

 
出所：UIC ウェブサイトより抜粋 18 

 

Consignment Note は 2 つの制度それぞれに発行される必要がある。しかし、両

制度の間には法的責任範囲(liability)、補償/賠償(compensation) の取り決めや補償

額計算の方法、貨車利用時に適用されるルール、輸送時間の定義、鉄道インフラ使

用料の支払い等に違いがあるため、2 つの Consignment Note の相互運用は低いと

指摘する。そのため、運行する国の加盟状況に応じて、どちらの制度に従うのかを

明確にするために Consignment Note の切り替えが必要となる。相互運用性がない

ので Consignment Note の記入項目や書類の運用にも若干差異がある（図表 3-12）。 
鉄道キャリアと鉄道キャリアにコンテナを委託する事業者間の運送状なので、複

数枚で構成される Consignment Note の各シートは、どちらかの当事者が必ず受け

取ることになる。 
  

                                                   
18 https://uic.org/IMG/pdf/2017-11-22_08_legal_interoperability_cit.pdf 
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て荷受人まで輸送されるのか、全ては明記されていない。つまり、CIM の

Consignment Note には COTIF の加盟国の、同様に SMGS はその加盟国の地域内

の輸送内容が記載されているに留まる。 
さらに、reconsignment が必須となる理由にあるように、異なる liability の設定

は中欧班列の輸送区間に、異なる免責事由、損害賠償の範囲、責任制限、出訴期限

などが存在することを意味し、求償時に問題となる可能性がある。このような鉄道

輸送の不透明さは、当該鉄道輸送の利用者とって懸念事項となりうる。 
このような課題の解消を目指し、COTIF/CIM と SMGS はそれぞれ改定がたびた

びなされており、可能な限りのルール協調が行われた。特に、SMGS は COTIF/CIM
の内容を意識して頻繁に改定された。このような努力にもかかわらず、改定版の

SMGS はその基盤を成すロシア・CIS 諸国とロシアの鉄道法に改定内容が合わなか

ったとのことである。その結果 SMGS の条項には、運送契約上の荷主、荷受人、運

送会社間の個別契約の内容が優先される、と明記されることとなった。つまり、輸

送円滑化を目的とした相互運用性を高める協定の改定が円滑化に寄与せず、個別契

約で定められる規定に劣後するという状況を生み出した。このような事実から、2
つの制度共通の運送書類のみならず、両制度下で適用されるべき一つの鉄道法の必

要性が確認され始めた。 
 

3.3 法体系統一に向けた取り組み 

認識された課題を解決すべく、2 つの制度を維持しながら両者の相互運用性を高

めることで、アジア―欧州間の輸送円滑化を進める努力が現在に至るまでなされて

きた。しかしながら、制度の適用範囲が限定的であるため、2 つの制度間の輸送契

約内容の相互運用の課題を解決することは困難であった。 
そのような状況を鑑み、国際鉄道輸送委員会 (CIT)と国連欧州経済委員会 

(UNECE)は主として欧州加盟国の立場から、COTIF/CIM 圏と SMGS 圏の輸送円

滑 化 に 向 け た 支 援 を 積 極 的 に 実 施 し て い る 。 CIT は 後 述 の CIM/SMGS 
Consignment Note に関し、OSJD と共に作成のイニシアティブをとった他、その

運用に向けてマニュアル作成等の関与をした。一方 UNECE は、COTIF/CIM と

SMGS の内容を踏まえることを前提とした統一鉄道法を新たに策定するために活

動している。本節では、COTIF/CIM と SMGS の適用・運用実態を把握するととも

に、2 つの制度の違いが影響する輸送契約の相互運用への取り組みや制度統一化の

動きを確認する。 
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3.3.1  CIM/SMGS Consignment Note（共通 Consignment Note）の導入 

2 つの Consignment Note の相互運用性を高めることで、一気通貫の輸送を可能と

するには限界があることが見えてきた中、異なる 2 つの鉄道輸送に係る制度の架け

橋となるべく、2 つの制度間共通で使用できる CIM/SMGS Consignment Note が作

成された。1 つの共通 Consignment Note で 2 つの制度をまたぐ鉄道輸送を円滑に

することが目的であり、輸送の一部始終に係る情報が明記され、損害時の補償等も

規 定 し 、 輸 送 の 確 実 性 を 高 め る こ と が 期 待 さ れ た 。 し か し 、 CIM/SMGS 
Consignment Note は 2006 年から導入されているものの、各国の輸送の現場では、

COTIF/CIM 圏では CIM Consignment Note を、SMGS 圏では SMGS Consignment 
Note が使用されていることが現地調査で確認できている。 

鉄道オペレーターへのヒアリングによると、CIM/SMGS Consignment Note は存

在し使用可能である。しかし、輸送区間全てのキャリアが共通 Consignment Note
を使うことに事前に同意した場合にのみ発行、使用が可能ということだった。全キ

ャリアの同意を得る煩雑さに比べ、コストや時間といった面で CIM/SMGS 
Consignment Note が多大なメリットを生まないことから、これまで通り 2 つの

Consignment Note を発行しているとのことであった。 
ただし、ロシアへの鉄道輸送では CIM/SMGS Consignment Note はよく利用さ

れているようである 21。一方で中欧班列ではあまり活用されてこなかったのには、

上記のような合意規定が利用を阻害する要因となっていた可能性がある。 
しかし制度レベルでは CIM/SMGS Consignment Note の利活用を推進するため、

改定版がマニュアルと共に作成された。最新の CIM/SMGS Consignment Note は

輸送に関わる事業者間の電子データのやり取りを円滑にすることを意識して作成さ

れた Consignment Note であり、専門家のレビューを経て 2019 年 1 月から導入さ

れることが決定している 22。最新版は主に 2015 年－2017 年の期間に SMGS で改

定された項目を反映し、2 つの制度のルールの相互運用性を高めた形となっている

ようである。この CIM/SMGS Consignment Note は、COTIF/CIM と SMGS いず

れ の ル ー ル も 包 含 す る 内 容 に な っ て い る た め 、 COTIF/CIM 圏 で は CIM 
Consignment Note として、SMGS 圏では SMGS Consignment Note としてみなさ

れる。通関書類の一部として同 Consignment Note が使用される時も同じルールが

適用される。さらに、紙媒体のものと電子データの Consignment Note は同じ効力

を持つことになっている 23。 

                                                   
21 チェコのあるフォワーダーでは、ロシア向け輸出の鉄道輸送の約 9 割が CIIM/SMGS 
Consignment Note を使用しているとのこと。 https://www.cdcargo.cz/cim/smgs 
22 CIT プレゼンテーション(2016)による  
23 公式なプレゼンテーション等でこの新たな CIM/SMGS Consignment Note の運用開始につい
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最新版の共通 Consignment Note が運用されることで発地から最終目的地まで一

つの Consignment Note で輸送が可能となり、鉄道輸送に関わる関係者の手間が省

略されることが期待される。各輸送のための最新の CIM/SMGS Consignment Note 
作成に当たり、具体的な必要項目は CIM/SMGS Consignment Note Manual (2018
年 7 月 1 日改訂が最新)にて説明されている。 

2013 年版マニュアルの規定によると、「CIM 圏から東南アジア向け（中国、韓国、

ベトナム）輸送に関し、到着地と SMGS 圏の鉄道キャリアから事前に輸送承認を得

なければならなかった。しかし 2019 年最新版マニュアルではそのような規定が削

除されている。つまり、欧州発中国向け列車をアレンジする際に、SMGS 圏鉄道キ

ャリアの事前承認が不要になったということである。 
しかし、かねてからある以下の規定は維持されているため、全ての鉄道輸送に

CIM/SMGS Consignment Note を利用できるわけでない点は留意せねばならない。 
 同じ Consignor (貨物をキャリアに渡す業者)と  Consignee(貨物を目的地で

受領する業者) 
 同じ荷受地点/始発駅 
 同じ届け先/最終目的駅 
 同じ品目(commodity ) 
新しい CIM/SMGS Consignment Note の使用は義務ではなく、マニュアルに記

載されている輸送契約に関する詳細な内容もこれまで同様に「推奨されている」に

過ぎない。個別運送契約の特別条項が優先することが多いため、最新版 CIM/SMGS 
Consignment Note が運用開始されたとしても、輸送が円滑化されるかは定かでは

ない。しかし一方で、中国が 2016 年 OTIF に加盟した際に、 CIM/SMGS 
Consignment Note の利用を促進すると明言している 24こと、中国含む SMGS 圏

の鉄道キャリアから輸送の事前承認が不要になったことから、今後中欧班列でも

CIM/SMGS Consignment Note が活用される可能性はある。  
 
 
 
  
                                                                                                                                                     
ては発表されているものの、現場レベルでどの程度利用されているかについては、現地調査で判

明していない。  
24 OTIF と中国が MOU を締結した際のプレスリリースで報道されている内容。

http://otif.org/de/?p=941。また、2017 年 5 月 1 日、中国国営鉄道は、全ての中欧班列での輸送

に関し CIM/SMGS Consignment Note を利用する、とアナウンスしたと、以下の学術書にもあ

る。Belt and Road Transport Corridors: Barriers and Investment (Eurasian Development 
Bank, May 2018) 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/86705/1/MPRA_paper_86705.pdf 
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図表 3-13 CIM/SMGS Consignment Note（1 枚目）の見本 25 

 
                                                   
25 2019 年 1 月から運用される Consignment Note として、チェコの運送業者の HP25上で公開

されているものである  
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3.3.2  Unified Rail Transport Law 策定の動き  

前述の通り 2 つの制度の規定内容に差異があるため、いずれか一つの制度に則っ

て貨物が出発地駅から最終目的地駅までを一つの鉄道運送状で一貫輸送されること

は難しい。鉄道キャリアとコンテナ委託者の輸送契約は事実上 2 つに分かれている

ことになるため、Consignment Note も制度が切り替わる地点 (reconsignment 
point)において切り替えがされてきた。2006 年導入の CIM/SMGS Consignment 
Note の運用が普及しない中、CIM/SMGS Consignment Note の運用と並行して、2
つの制度の法的基盤を国際法レベルで統一する努力も始まった。Consignment 
Note の様式を統一するだけでは不十分で、補償義務等のオペレーションが統一して

いなければ何も変わらないためである。鉄道オペレーションに係る一つの法制度に

則り輸送されれば、輸送中のリスクの透明性を高めることができ、鉄道オペレータ

ーやキャリアのみならず物流事業者や実荷主も裨益する。つまり、航空輸送や海上

輸送が世界統一ルールの元行われる輸送であるように、ユーラシア大陸全体で統一

した法制度の下、鉄道輸送を進めようとする意欲の表れである。 
COTIF/CIM と SMGS のいずれのルールも否定することなく 2 つの制度の運用差

をなくす手段として、輸送の最初から最後まで一貫して適用される統一法を作るこ

とで、1 つの輸送契約と 1 つの Consignment Note を発行するための法的基盤を整

備して、法的責任や補償の問題などを解決しようという案が持ち上がった。そこで

2013 年に UNECE が中心となり、新たな統一鉄道ルール(Unified Rail Transport 
Law)の策定に向けて活動を行うことを宣言 26し、EU 諸国と東欧諸国の 37 か国が

その宣言に署名した 27。 
2017 年には統一鉄道ルール形成の専門家グループによって、統一鉄道法実現に向

けた法規定（ドラフト）(Draft legal provisions for Unified Railway Law 28: URL）

が準備された。同ドラフトは、COTIF/CIM と SMGS の主なルールを踏襲すること

で既存の統一ルールとの利害対立はなく、COTIF/CIM 圏から SMGS 圏への輸送に

適用可能な唯一の国際法となる。つまり、CIM/SMGS 標準輸送契約として、輸送契

約が 1 つにまとめられる。UNECE によると 29この新たな統一ルールは、既存の 2
つの制度の取り組みの成功を踏まえて、2 つを統一・包含した形で一つの法体系を

                                                   
26 Joint Declaration on the promotion of Euro-Asian rail transport and activities towards 
unified railway law 
27 https://www.unece.org/trans/main/sc2/sc2_geurl_itc_declaration.html 
28 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/sc2/ECE-TRANS-SC2-GEURL-2017-id
6e.pdf 
29 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc2/ECE-TRANS-SC2-GEURL-2016-0
6e.pdf 
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作ることを目的としている。1 つの統一法体系が存在することにより、既存の 2 つ

の制度で異なる部分を補いつつも、これまで通り COTIF/CIM、SMGS ルールの運

用が可能となることを期待されている。ドラフトを作成した専門家グループの活動

は 2020 年まで続くと発表されているが、いつこの法律が発行されるのかは定かで

ない 30。  

                                                   
30 同法律作成活動の TOR では、今後２年間の活動を定義している。

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/itc/ECE-TRANS-2018-13e-1REV.pdf 
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 本調査では、まず、中国欧州間で 3 つの国境の異なるルートを利用し、西向き・

東向きの 2 方向、夏季・冬季 2 つの時期に実施する 12 輸送に加えて、中国発トル

コ向けに関して夏季・冬季で実施する 2 輸送、合計 14 回の輸送調査の計画を立て

た。また、中国欧州間の輸送のうち、中国発の 1 回については、一編成を全て貸し

切る「ブロックトレイン」で運行することとした。 

 
図表 4-1 チャイナ・ランド・ブリッジの輸送状況調査計画 

 
 
  

輸送
計画

時期 東/西 発地 経由国境 着地
輸送コンテナ数

（40ft）

① 西 中国 満州里 欧州域内 1

② 西 中国 二連浩特 欧州域内 1

③ 西 中国 阿拉山口 欧州域内 1

④ 西 中国 ホルゴス トルコ 1

⑤ 東 欧州域内 満州里 中国 1

⑥ 東 欧州域内 二連浩特 中国 1

⑦ 東 欧州域内 阿拉山口 中国 1

⑧ 西 中国 満州里 欧州域内 1

⑨ 西 中国 二連浩特 欧州域内 1

⑩ 西 中国 阿拉山口 欧州域内
41

※ブロックトレイン

⑪ 西 中国 ホルゴス トルコ 1

⑫ 東 欧州域内 阿拉山口 中国 1

⑬ 東 欧州域内 二連浩特 中国 1

⑭ 東 欧州域内 満州里 中国 1

冬
季

夏
季
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4.1 輸送結果① 

4.1.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 音響機器（HS 851840） 

重量 6,657 kg 

数量 4,384 pcs 
概観 

    

 
輸送ルート 

 本輸送は、中欧班列の東通道（満州里国境）を利用した、長春発、デュイスブル

ク着の西向き輸送であった。 
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図表 4-2 輸送ルート① 

 

 
リードタイム 

 11 月 25 日に、中国吉林省の長春国際内陸港（鉄道ターミナル）を出発し、12 月

15 日にドイツの Duisburg Intermodal Terminal(DIT)に到着した。ターミナル・ツ

ー・ターミナルでのトランジットタイムは 20 日間であった。中国・ロシア国境で

ある満州里を通過するのに 6 日間かかっている。この理由について確認したところ、

当該ルートを利用した西向き輸送では、満州里国境において長春発と蘇州発を連結

させており、蘇州発の中欧班列の到着を待つ必要があったためとのことである。一

方、欧州州側で積み替えが必要となるベラルーシ・ポーランド国境では、ベラルー

シ側、ポーランド側ともに 1～2 日程度で通過している。 
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CIM 様式の consignment note が発行されていると思われるが、今回の輸送では当

該書類を入手することはできなかった。 
 ユーラシア大陸を横断する鉄道輸送においては、各国のキャリアのほか、発着地

の鉄道ターミナルオペレーター、軌道違いにより載せ替えが行われる国境の鉄道タ

ーミナルオペレーター、国境での手続きを行う通関事業者など、複数の登場人物が

関わっている。これらをコーディネートし、輸送商品として構築しているのが鉄道

オペレーターと呼ばれる機能である。さらに、中欧班列のように中国と欧州をつな

ぐ場合、1 社の鉄道オペレーターが全てのキャリア、鉄道ターミナルオペレーター

と食説契約してコントロールしているわけではなく、部分的に他の鉄道オペレータ

ーの輸送商品を購入している場合もある。こうしたビジネスの特性から、特に中国

と欧州を結ぶ国際鉄道輸送の契約関係は多段階構造となっており、全てのポイント

で誰が、何を、どのような手順で実施するのか、誰が誰に対して貨物輸送の責任有

しているのかを詳らかにするのは非常に難しく、こうした不明確さをリスクと感じ

ている荷主が多い。 

 

4.1.3  貨物への影響 

 中欧鉄道輸送サービスを提供している鉄道オペレーターの中には、温湿度や加速

度などのモニタリングサービスを提供しているところもある。今回の輸送では、こ

のようなモニタリングサービスを利用して温湿度や衝撃（加速度）などの情報を入

手することができた。温湿度や加速度は、基本的に 2 時間ごとに計測を行うととも

に、加速度の閾値を 3G に設定した。ただし、一部の輸送については閾値が未設定

となっており、必ずしも最大値や最小値を示していない可能性がある点に注意が必

要である。 
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図表 4-4 計測機器概要 

 

 
 

サイズ L(90mm)*W(62mm)*H(26mm) 

重量 130g 

温度 －35℃～＋60℃（±0.25℃） 

湿度 0～100％RH（±3％RH） 

気圧 0～1100hPa（＋0.06hPa） 

加速度 －200G～200G 

 
温度 

 本輸送では 11 月 26 日に満州里に到着以降、12 月 9 日にベラルーシのミンスク

に到着するまで気温は氷点下のままであった。ロシア領内のクラスノヤルツクやノ

ボシビルスク周辺を走行していた 12 月 5 日には－40℃近くまで温度が低下してい

る。 
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図表 4-5 温度① 

 
 

湿度 
 湿度は、35％から 45％の間で推移している。 

図表 4-6 温度① 
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加速度（衝撃） 
 加速度は、0.25G から 2.25G の間で推移している。最大の 2.25G はロシア領内を

走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生した正確な位置情報を入手できていな

いことから、発生要因は特定できないが、レールのつなぎ目などを越える場合、或

いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因を推察する。 
図表 4-7 加速度① 
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4.2 輸送結果② 

4.2.1  輸送の概要 

当初予定していた、夏期の中央通道（二連浩特国境）を利用した西向き輸送は、

当該ルートにおける中欧鉄道輸送サービスが運休となったため実施していない。当

該サービスが運休となった理由について確認したところ、当該鉄道国境を利用した

ロシアからの木材輸入があったためとのことである。木材の輸入には検疫等の手続

きが必要となるが、当該国境では従来、木材の輸入はあまりなされておらず、通関

や検疫に大幅に時間がかかったため、貨物が滞留した。その結果として、作業キャ

パシティおよび保管キャパシティが逼迫したため、中欧班列側で当該ルートの利用

を一時的に中止したとのことである。 
 

4.2.2  貨物への影響の考察 

 本調査とは別に、夏期に二連浩特国境を利用して中国から欧州向けに鉄道輸送し

た過去の事例 31があり、その輸送データを入手することができた。それによると、

当該計画ルートと同等ルートにおける温度、湿度、加速度は、次のように推移した。

当該輸送でも同様の結果が得られたと推察される。 
温度 

 温度は、おおよそ 2℃から 41℃の間で推移すると推察される。 

                                                   
31 2018 年 5 月末ごろ 6 月初旬にかけて、日本通運株式会社、及び、日通国際物流（中国）有限

公司による輸送調査  
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図表 4-8 温度② 

 
 

湿度 
湿度は、おおよそ 47％から 73％の間で推移すると推察される。 

 
図表 4-9 湿度② 
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加速度（衝撃） 
 加速度は、おおよそ 1.6G 以下で推移すると推察される。 

図表 4-10 加速度② 
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4.3 輸送結果③ 

4.3.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 自動車エンジン部品 

重量 11,970 kg 

数量  
概観 

 

 

 
輸送ルート 

 本輸送は、広州（中国）からブタペスト（ハンガリー）への輸送ニーズに基づく

ものであった。このうち、鉄道輸送を行ったのは重慶からマラシェビチェまでであ

り、中欧班列の西通道（阿拉山口国境）を利用した西向き輸送であった。広州から

重慶まで、マラシェビチェからブタペストまではトラック輸送を行っている。 
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図表 4-11 輸送ルート③ 

 

リードタイム 
 9 月 13 日に中国重慶の団結村駅を出発し、9 月 27 日ポーランドのマラシェビチ

ェに到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジットタイムは 14 日間

であった。貨物の積替えが発生する中国・カザフスタン国境、ベラルーシ・ポーラ

ンド国境は、1~2 日程度で通過している。 
 

コスト 
 当該ルートにおける鉄道輸送の市場価格（運賃）は、3,800 米ドルから 4,300 米

ドルとなっている。 
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図表 4-13 温度③ 

 

 
湿度 

 湿度は、おおよそ 63％から 88％の間で推移している。 
図表 4-14 湿度③ 
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加速度（衝撃） 

 加速度は、0.4G から 3.1G の間で推移している。最大の 3.1G はカザフスタン領

内を走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生した正確な位置情報を入手できて

いないことから、発生要因は特定できないが、レールのつなぎ目などを越える場合、

或いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因を推察する。 

 
図表 4-15 加速度③ 
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4.4 輸送結果④  

4.4.1  輸送の概要 

当初予定していた、夏期の西通道（霍尔果斯国境）を利用した中国・連雲港から

トルコ・イスタンブールまでの西向き輸送は、テスト輸送レベルで数回実施された

のみであり、商業輸送サービスとして提供されているものが存在しておらず、実施

していない。当該輸送サービスを提供していた中国の鉄道オペレーター（中欧班列

の平台の一つ）によると、補助金の調整や沿線国の鉄道運賃上昇などにより、競争

力のある価格を提供できず、商業サービス化が難しいとのことであった。 

4.4.2  貨物への影響の考察 

 計画輸送ルートは西通道を利用したものでるため、本輸送ルートにおける貨物へ

の影響は、同様に西通道を利用した他の輸送結果から推察することができる。 
温度 

温度は、夏期の西通道を利用した輸送結果③から、おおよそ－2℃から＋30℃の

間で推移すると推察される。 
図表 4-16 温度④ 

 

 
湿度 

湿度は、夏期の西通道を利用した輸送結果③から、おおよそ 63％から 88％の間
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で推移すると推察される 
図表 4-17 湿度④ 

 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、西通道を利用した中国発中央アジア向けの輸送結果⑪から、おおよそ

0.72G から 1.41G の間で推移すると推察される。 
図表 4-18 加速度④ 
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4.5 輸送結果⑤ 

4.5.1   輸送の概要 

貨物概要 

品目 コンプレッサ（HS 841480） 

重量 15,730 kg 

数量 2 pallets 
概観 

  

 
輸送ルート 

 本輸送は、中欧班列の東通道（満州里国境）を利用した、デュイスブルク発、長

春着の東向き輸送であった。 
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図表 4-19 輸送ルート⑤ 

 

 
リードタイム 

 10 月 13 日にデュイスブルクの鉄道ターミナル（DIT）を出発し、11 月 5 日に中

国の長春に到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジットタイムは 23
日間であった。当該輸送では、鉄道フォワーダーからの到着予想日（ETA）が示さ

れたのは、出発後 1 週間以上経過した 10 月 22 日であった。その時に示された ETA
は 11 月 3 日であったが、10 月 29 日時点で 2 日遅れの 11 月 5 日に変更となった。

一般的に国際鉄道輸送はリードタイムが安定しないと言われているが、輸送途上に

も ETA が変わることが判明した。 
 

コスト 
 当該ルートにおける鉄道輸送の市場価格（運賃）は、3,000 米ドルから 3,500 米

ドルとなっている。 
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4.5.3  貨物への影響 

 本輸送で利用した鉄道フォワーダーは、貨物状況のモニタリングサービスを提供

していなかったため、温湿度、加速度等の情報は入手できなかった。ただし、荷受

人の検査では、貨物に問題は見られなかったことから、当該輸送環境における貨物

への品質的な影響はなかったと推測する。また、本輸送ルートは東通道（満州里国

境）を利用した欧州と中国の輸送であり、西向き、東向きの違いはあるものの、貨

物への影響面では輸送結果①と同等の結果が得られる推察される。 

 
温度 

 温度は、おおよそ－38℃から＋7℃の間で推移すると推察される。 
図表 4-21 温度⑤ 

 
 

湿度 
 湿度は、おおよそ 35％から 45％の間で推移すると推察される。 
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図表 4-22 湿度⑤ 

 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、おおよそ 0.25G から 2.25G の間で推移すると推察される。最大の 2.25G
はロシア領内を走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生した正確な位置情報を

入手できていないことから、発生要因は特定できないが、レールのつなぎ目などを

越える場合、或いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因を推察する。 
図表 4-23 加速度⑤ 
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4.6 輸送結果⑥ 

4.6.1  輸送の概要 

 当初予定していた、夏期の中央通道（二連浩特国境）を利用した東向き輸送は、

当該ルートにおける中欧鉄道輸送サービスが運休となったため、実施していない。

当該サービスが運休となった理由は、輸送②と同様である。 
 

4.6.2  貨物への影響の考察 

本計画ルートで輸送した場合の貨物への影響は、輸送結果②で推察したのと同等

の結果が得られると考えられる。 
温度 

 温度は、おおよそ 2℃から 41℃の間で推移すると推察される。 
図表 4-24 温度⑥ 

 
 

湿度 
湿度は、おおよそ 47％から 73％の間で推移すると推察される。 
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図表 4-25 温度⑥ 

 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、おおよそ 1.6G 以下で推移すると推察される。 

図表 4-26 加速度⑥ 
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4.7 輸送結果⑦ 

4.7.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 自動車部品（HS 870850） 

重量 22,696 kg 

数量 52 packages 
概観 

  
 

輸送ルート 
 本輸送は、中欧鉄道の西通道（阿拉山口国境）を利用した、ハンブルク発、武漢

着の東向き輸送であった。 
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図表 4-27 輸送ルート⑦ 

 

 
リードタイム 

 10 月 21 日にハンブルクの鉄道ターミナル（DUSS-Terminal Hamburg）を出発

し、11 月 14 日に中国武漢に到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトラン

ジットタイムは 24 日間であった。カザフスタンと中国の国境である阿拉山口で 7
日間の停滞があり、リードタイムが長期化した。阿拉山口で停滞が発生したのは、

悪天候による列車の遅延と、列車が遅延したことで一時的に貨物の集中が発生し、

後続作業に遅れが波及したことが要因であった。 
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図表 4-29 遅延状況説明書 

 
 

 
 

（和訳） 
貴社が阿拉山口鴻安国際貨運代理有限公司に委託し 、阿拉山口から呉家山に転送す

る列車番号（ブロックトレイン）１０２０の４２番に積載されている ４０ｆｔコン

テナについて、当該４２番コンテナは、２０１８年１１月４日、既に積替え用列車

待機場（２２番線） に入っておりますが ２２番線は屋外で、阿拉山口エリアの強

風の影響を受けております。そのため、当地を経由する列車作業が切迫しており 、
多くの西行き列車が積替えを終えられない状況となっております。  
どうぞ、この状況を御理解願います。 
貴社のコンテナが積まれている１０２０列車に つきまして、 当社は既に早急に作

業に入るよう緊急手配を完了致しました。 
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コスト 
 当該ルートにおける鉄道輸送の市場価格（運賃）は、3,000 米ドルから 3,500 米

ドルとなっている。 
 

4.7.2  鉄道輸送に関わる各種手続き 

 本輸送では、①鉄道運送状、②インボイス、③パッキングリスト、④輸出付随書

の提出を求められた。鉄道運送状は、ハンブルクからマラシェビチェまでの輸送に

対して CIM 様式の運送状が作成され、マラシェビチェから武漢までの輸送に対し

て SMGS 様式の運送状が作成されていた。 

 

4.7.3  貨物への影響 

温度 
 温度は、おおよそ－13℃から＋23℃の間で推移している。 

図表 4-30 温度⑦ 

 
 

湿度 
 湿度は、おおよそ 29％から 66％の間で推移している。 
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図表 4-31 湿度⑦ 

 

 
加速度（衝撃） 

 加速度は、0.1G～1.7G の間で推移している。 
図表 4-32 加速度⑦ 
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4.8 輸送結果⑧ 

4.8.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 ディスプレイ（HS 852859） 

重量 4,461kg 

数量 1,920pcs 
概観 

   
 

 
輸送ルート 

 本輸送は、中欧班列の東通道（満州里国境）を利用した、長春発、デュイスブル

ク着の西向き輸送であった。 
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図表 4-33 輸送ルート⑧ 

 

 
リードタイム 

 2019 年 1 月 20 日に長春国際内陸港の鉄道ターミナルを出発し、2 月 11 日にドイ

ツのデュイスブルクに到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジット

タイムは 22 日間であった。 
 

コスト 
 当該ルートにおける鉄道輸送の市場価格（運賃）は、4,200 米ドルから 4,700 米

ドルとなっている。 
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4.8.3  貨物への影響 

温度 
 温度は、おおよそ－26℃から＋15℃の間で推移している。 

図表 4-35 温度⑧ 

 
湿度 

 湿度は 18％から 66％の間で推移している。 
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図表 4-36 湿度⑧ 

 
加速度（衝撃） 

 諸事情により、当該輸送の加速度データは取得できなかった。ただし、荷受人の

検査では、貨物に問題は見られなかったことから、当該輸送環境における貨物への

品質的な影響はなかったと推測する。また、当該ルートは、本調査の輸送結果①と

同じルートであるため、加速度についても同等の結果となり、0.25G から 2.25G の

間で推移すると推察される。 
尚、最大の 2.25G はロシア領内を走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生し

た正確な位置情報を入手できていないことから、発生要因は特定できないが、レー

ルのつなぎ目などを越える場合、或いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因

を推察する。 
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図表 4-37 加速度⑧ 
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4.9 輸送結果⑨ 

4.9.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 鋳型（HS 848071） 

重量 18,802kg 

数量 10 packing box 
概観 

 

 

 
輸送ルート 

 本輸送は、中欧班列の中央通道（二連浩特国境）を利用した、鄭州発、ハンブル

ク着の西向き輸送であった。 
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図表 4-38 輸送ルート⑨ 

 

 
リードタイム 

 2019 年 1 月 23 日に鄭州の鉄道コンテナ中央駅（圃田駅）を出発し、2 月 12 日

にドイツのハンブルクに到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジッ

トタイムは 20 日間であった。中国とモンゴルの国境である二連浩特／ザミンウデ

で 3 日間の停滞が発生したが、それ以外の国境は 1～2 日以内で通過している。二

連浩特／ザミンウデにて停滞が発生する理由として、通常、モンゴル側でロシア鉄

道から供給される広軌（1,520mm）の台車に積替えが行われるが、その台車の調達

に時間を要する、ということであった。 
 

コスト 
 当該ルートにおける鉄道輸送の市場価格（運賃）は、4,800 米ドルから 5,300 米

ドルとなっている。 
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図表 4-40 温度⑨ 

 
 

湿度 
 湿度は 28％～83％の間で推移している。 

図表 4-41 湿度⑨ 
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加速度（衝撃） 
 諸事情により、当該輸送の加速度データは取得できなかった。ただし、荷受人の

検査では、貨物に問題は見られなかったことから、当該輸送環境における貨物への

品質的な影響はなかったと推測する。また、当該ルートは、本調査の輸送結果②と

同じルートであるため、加速度についても同等の結果となり、1.6G 以下で推移する

と推察される。 

 
図表 4-42 加速度⑨ 
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4.10 輸送結果⑩ブロックトレイン 

4.10.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 ブロックトレイン（自動車部品、電化製品、精密機器他） 

数量 41 両（41FEU） 

概観 

  

貨物概観 
（抜粋） 

   
↑リーファーコンテナ 

 
輸送ルート 

 本輸送は、中欧鉄道の西通道を利用した、西安発、デュイスブルク着の西向き輸

送であった。 
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図表 4-43 輸送ルート⑩ 

 

 
リードタイム 

 12 月 20 日に西安の新筑駅（西安国際港）を出発し、1 月 4 日にドイツデュイス

ブルク（DIT）に到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジットタイ

ムは 15 日間であった。一般的に、コンテナ単位（シングルトレイン）で中欧班列

サービスを利用する場合、西通道の阿拉山口・ドストゥク国境を通過する。今回の

輸送は、日系物流事業者が 1 編成全てを仕立てるブロックトレインであったことか

ら、混雑して通過に時間がかかると想定された阿拉山口・ドストゥク国境ではなく、

第二西通道である霍尔果斯・ホルゴス国境を利用することができた。日系物流事業

者が利用するコンテナ単位での鉄道輸送は、鉄道オペレーターやフォワーダーなど、

他の物流事業者等がアレンジしてている既存（レディメイド）のサービスを購入し

ているにすぎず、こちらの要望やニーズに応えてもらうことは難しい。しかしなが

ら、ブロックトレインはオーダーメイドのサービスに近く、全ての貨物を仕立てた

物流事業者の要望やニーズを通しやすいといえる。シングルトレインに比べ、オペ

レーションに関してコントロールできる範囲が大きくなると考えられる。 

 
コスト 

 当該ルートにおける鉄道輸送の市場価格（運賃）は、3,000 米ドルから 3,500 米

ドルとなっている。 
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図表 4-45 温度⑩ 

 
 

湿度 
 湿度は、おおよそ 25％から 83％の幅で推移している。 

図表 4-46 湿度⑩ 
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加速度（衝撃） 
 加速度は、0.7G から 16G の間で推移している。最大の 2G は中国とカザフスタ

ン国境付近の中国領内、及び、カザフスタン領内、カザフスタンとロシア国境付近

のカザフスタン領内を走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生した正確な位置

情報を入手できていないことから、発生要因は特定できないが、レールのつなぎ目

などを越える場合、或いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因を推察する。 

図表 4-47 加速度⑩ 
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4.11 輸送結果⑪ 

 計画段階では、中国発、ホルゴス国境経由トルコ向け輸送を実施する予定であっ

たが、当該ルートの輸送サービスが運休中であったため、その代替として中国発ホ

ルゴス国境経由カザフスタン向けの輸送を行った。 

 

4.11.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 梱包資材 

重量 250kg 

数量 2 パレット 

概観 

 

 
輸送ルート 

 本輸送は、西通道（ホルゴス国境）を利用した、中国・西安からカザフスタン・

アルマトイまでの西向き輸送であった。 
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図表 4-48 輸送ルート⑪ 

 

 
リードタイム 

 3 月 11 日に西安の新筑駅（西安国際港）を出発し、3 月 20 日にカザフスタンの

アルマトイに到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジットタイムは

9 日間であった。シェレク（カザフスタン、エンベクシカザフスキー郡）で、車両

故障の修理のため、1 日の停滞があった。 
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図表 4-50 温度⑪ 

 
湿度 

 湿度は、おおよそ 21％から 87％の幅で推移している。 
図表 4-51 湿度⑪ 

 
 



第 4 章 チャイナ・ランド・ブリッジの輸送状況調査 

4-53 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、0.72G から 1.41G の間で推移している。 

図表 4-52 加速度⑪ 
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4.12 輸送結果⑫ 

4.12.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 エンジン（HS8404） 

重量 6,800kg 

 
輸送ルート 

 本輸送は、西通道（阿拉山口国境）を利用した、ドイツ・デュイスブルクから中

国・武漢までの東向き輸送であった。 

図表 4-53 輸送ルート⑫ 

 

 
リードタイム 

 1 月 12 日にドイツ・デュイスブルクの DIT ターミナルを出発し、1 月 30 日に中

国・武漢に到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジットタイムは 18
日間であった。 
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4.12.3  貨物への影響 

温度 
 温度は、おおよそ－18℃から＋18℃の間で推移している。 
 

図表 4-55 温度⑫ 

 

 
湿度 

 湿度は、おおよそ 42％から 83％の間で推移している。 
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図表 4-56 湿度⑫ 

 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、おおよそ 0.3G から 3G の間で推移している。最大の 3.1G はロシア領

内を走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生した正確な位置情報を入手できて

いないことから、発生要因は特定できないが、レールのつなぎ目などを越える場合、

或いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因を推察する。 
図表 4-57 加速度⑫ 
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4.13 輸送結果⑬ 

4.13.1  輸送の概要 

 当初予定していた、冬期の中央通道（二連浩特国境）を利用した東向き輸送は、

当該ルートにおける中欧鉄道輸送サービスを提供している鉄道プロバイダーが存在

していなかったため、実施していない。 
 

4.13.2  貨物への影響の考察 

 計画輸送ルートは冬期の中央通道を利用したものであり、西向き、東向きの違い

はあるものの、本調査の輸送結果⑨と同じである。貨物への影響は、輸送結果⑨と

同等の結果が得られると推察される。 
温度 

温度は、おおよそ－39℃から＋20℃の間で推移すると推察される。 
図表 4-58 温度⑬ 

 
 

湿度 
 湿度は、28％から 83％の間で推移すると推察される。 
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図表 4-59 湿度⑬ 

 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、1.6G 以下で推移すると推察される。 

図表 4-60 加速度⑬ 
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4.14 輸送結果⑭ 

4.14.1  輸送の概要 

貨物概要 

品目 自動車部品 

重量 2,847kg 

 
輸送ルート 

 本輸送は、東通道（満州里国境）を利用した、ドイツ・デュイスブルクから中国・

蘇州までの東向き輸送であった。 

図表 4-61 輸送ルート⑭ 

 

 
リードタイム 

 3 月 2 日にドイツ・デュイスブルクの DIT ターミナルを出発し、3 月 25 日に中

国・蘇州に到着した。ターミナル・ツー・ターミナルでのトランジットタイムは 23
日間であった。ポーランドとベラルーシの国境であるマラシェビチェで約 5 日間の

停滞があるが、これは鉄道輸送に起因した遅延ではなく、税関における通関手続き

に時間がかかったためである。 
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書の提出を求められた。 
 

4.14.3  貨物への影響の考察 

 本輸送で利用した鉄道フォワーダーは、貨物状況のモニタリングサービスを提供

していなかったため、温湿度、加速度等の情報は入手できなかった。ただし、荷受

人の検査では、貨物に問題は見られなかったことから、当該輸送環境における貨物

への品質的な影響はなかったと推測する。また、本ルートは冬期の東通道を利用し

たものであり、西向き、東向きの違いや、発着都市に一部差異があるものの、本調

査の輸送結果⑧とほぼ同じルートである。貨物への影響は、輸送結果⑧と同等の結

果が得られると推察される。 

温度 
温度は、おおよそ－26℃から＋15℃の間で推移すると推察される。 

図表 4-63 温度⑭ 

 
 

湿度 
湿度は 18％から 66％の間で推移すると推察される。 
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図表 4-64 湿度⑭ 

 
 

加速度（衝撃） 
 加速度は、0.25G から 2.25G の間で推移すると推察される。最大の 2.25G はロシ

ア領内を走行中に発生したと考えられる。衝撃が発生した正確な位置情報を入手で

きていないことから、発生要因は特定できないが、レールのつなぎ目などを越える

場合、或いは、ポイント（分岐器）の通過時などの要因を推察する。 



第 4 章 チャイナ・ランド・ブリッジの輸送状況調査 

4-64 
 

図表 4-65 加速度⑭ 

 
 
 

4.15 輸送結果 

 本調査では、計画した 14 輸送のうち、10 輸送を実施した。ルート、リードタイ

ム、コスト等をまとめると、次のようになった。 
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図表 4-66 輸送結果 

予定 実績

① 西 中国 長春 満州里 ドイツ デュイスブルク 18 20 4,200 ～ 4,700

② 西 中国 鄭州 二連浩特 ドイツ ハンブルク 16 4,800 ～ 5,300

③ 西 中国 重慶 阿拉山口 ポーランド マラシェビチェ 14 14 3,800 ～ 4,300

④ 西 中国 連雲港 ホルゴス トルコ イスタンブール 45 10,000 ～ 11,000

⑤ 東 ドイツ デュイスブルク 満州里 中国 長春 18 23 3,000 ～ 3,500

⑥ 東 ドイツ ハンブルク 二連浩特 中国 鄭州 16 3,500 ～ 4,000

⑦ 東 ドイツ ハンブルク 阿拉山口 中国 武漢 18 24 3,000 ～ 3,500

⑧ 西 中国 長春 満州里 ドイツ デュイスブルク 18 22 4,200 ～ 4,700

⑨ 西 中国 鄭州 二連浩特 ドイツ ハンブルク 16 20 4,800 ～ 5,300

⑩ 西 中国 西安 ホルゴス ドイツ デュイスブルク 17 15 3,000 ～ 3,500

カザフスタン アルマトイ

⑫ 東 ドイツ デュイスブルク 阿拉山口 中国 武漢 18 18 3,000 ～ 3,500

⑬ 東 ドイツ ハンブルク 二連浩特 中国 鄭州 16 3,500 ～ 4,000

⑭ 東 ドイツ デュイスブルク 満州里 中国 蘇州 23 23 3,000 ～ 3,500

コスト
（米ドル）

3,500 ～ 4,0009 9

リードタイム
輸送 時期 東/西 鉄道発地 経由国境

⑪

夏
季

冬
季 ※トルコ向け運休中につき代替

鉄道着地

西 中国 西安 ホルゴス
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4.15.1  リードタイム 

 リードタイムは、場合によっては 1 日～6 日程度の前後が発生することがある。

その要因は様々であり、ある一点を改善すればよくなるというものではないが、概

ね、積替えポイントとなる国境で遅れの原因となる事象が発生しており、走行中は

スケジュール通りに進んでいるといえる。今回の輸送調査において積替えポイント

となる国境で発生した遅れの原因には、以下のようなものがあった。 
【オペレーション要因】 

· サービス構築上、複数発地から来る貨物を国境で合わせており、先に来た貨物

が後から来る貨物を待たなければならなかった。 

· 積み替える台車の供給待ちが発生した。 
· 通関手続きに時間がかかった。 
【環境要因】 

· 強風の影響により屋外での作業ができず、通常時に比べて積み替え作業に時間

を要した。 
 

4.15.2  コスト 

 中国・欧州間の鉄道輸送運賃は、まず、西向き・東向きで比較すると、西向きの

ほうが高くなっている。西向き対東向きの貨物バランスがおおよそ 6 対 4 となって

おり、西向き需要のほうが大きいことを反映しているといえよう。次に、ルートで

比較すると、阿拉山口を経由する西通道を利用した場合が最も低く、次いで満州里

を経由する東通道、最も高いのは二連浩特を経由する中央通道となっている。 
 鉄道輸送と他の輸送モードで運賃を比較すると、鉄道運賃や海上運賃については

波動が少なく安定的であるが、航空運賃は特にクリスマス前のシーズンは大きく上

昇する。したがって、計画的な調達物流に対しては、市場価格の変動が少ない鉄道

輸送や海上輸送が向いているといえる。また、リードタイムも含めて考慮すると、

鉄道が有力な選択肢になりえる。 
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図表 4-67 上海～欧州向け運賃マーケット比較表（2017 年） 

 
 

4.15.3  運休ルートについて 

二連浩特国境経由西回りの輸送 No②（図表 4-66 参照）は運休のため実施できな

かった。しかし、輸送 No⑨にて同国境を利用した実際の輸送を実施することがで

きた。輸送 No⑨で利用した中国の鉄道事業者によれば、リードタイム、及び、コ

ストは夏季、冬季ともに同等とのことであった。 
また、二連浩特国境経由東回りの輸送 No⑥、⑬は夏季冬季ともに運休のため実

施できなかった。本輸送については輸送 No⑨で利用した中国の鉄道事業者、及び、

欧州の鉄道事業者へのヒアリングから、コストは 25%程度安価になることが判明し

た。リードタイムは同程度とのことである。コストが安価になる要因として、欧州

発貨物が中国発貨物に比べ少ないことが指摘された。 
加えて、ホルゴス国境を経由して第二西通道でトルコに至る輸送 No④も運休の

ため未実施となった。本ルートは貨物が集まらない場合、運休となることも多い。

つまり、不定期運行の要素が強い。本事業では中国の鉄道事業者から運行した場合

を想定し、コスト、リードタイムの情報を入手した（図表 4-66）。 
尚、運休ルートにおいては手続き、貨物への影響等の情報を入手することはでき

なかった。 
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4.16 積替え国境の状況 

 今回実施した輸送において、鉄道の軌道幅違いによって積替えが発生する国境は、

東通道では満州里（中国）／ザバイカリスク（ロシア）、中央通道では二連浩特（中

国）／ザミンウデ（モンゴル）、西通道では阿拉山口（中国）／ドストゥク（カザフ

スタン）、もしくは霍尔果斯（中国）／ホルゴス（カザフスタン）であった。欧州側

は、いずれのルートを通る場合でも積替えはブレスト（ベラルーシ）／マラシェビ

チェ（ポーランド）で行われた。 

 

4.16.1  東通道 

 現状、中欧鉄道で運ばれる貨物の約 2 割程度が東通道を利用している。東通道の

積替え国境は中欧鉄道の中で最も北にあり、厳寒期には－30℃に達することもある。 
 

満州里 
 中国の満州里国境では、欧州方面から中国に入ってくる貨物の積替えが実施され

る。満州里の積替え施設は、物流園区内に設置されている。ロシア側の広軌と中国

側の標準機が平衡して並んだ、一面のコンテナホームがある。長さが約 1,200m と

なっており、60 両程度の貨車を一度に処理することが可能である。荷役機器は、3
基のレールマウントガントリークレーン（RMG）と 1 台のトップリフターを装備し

ており、1 時間に 50FEU のコンテナを処理することが可能である。 
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図表 4-68 満州里国境 

 
出所: Google Map 

 
ザバイカリスク 

 中国から欧州方面へ輸送する場合、受入れ国であるロシアのザバイカリスクで積

替え作業が実施される。積み替え施設の総面積は 19 万㎡あり、運営はロシア鉄道

の子会社である TransContainer が実施している。ひとつのコンテナホームにロシ

ア側の広軌と中国側の標準機が平行して並び、最大 71 両分の貨車が停車可能とな

っている。荷役機器は、32 トンの RMG を 2 基、40 トンのリーチスタッカー4 台を

装備しており、年間処理能力は 55 万 TEU となっている。コンテナの蔵置能力は

8,500TEU であり、9.4 万㎡の保税倉庫も備えている。 
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図表 4-69 ザバイカリスク国境 

 

出所: Google Map, 「Контейнерный терминал, ПАО «ТрансК

онтейнер» в Забайкальске」 

 

4.16.2  中央通道 

 上海などの都市から欧州に輸送するなら、東通道を利用する場合に比べ鉄道輸送

距離が 1,000 ㎞程度短く有利であるものの、中央通道を利用した貨物量は最も少な

く、全体の 1 割程度に留まっている。満州里と同様に冬季の平均気温は－20℃を下

回り、厳寒期には－30℃を超えることもある。 
 

二連浩特 
 中国側の二連浩特には、コンテナの積替えターミナルが 3 ヶ所ある。そのうちタ

ーミナル 1 とターミナル 3 にはそれぞれ 3 基の RMG が設置されている。ターミナ

ル 2 は、左右に標準軌と広軌の軌道を持つコンテナホームで、3 台のリーチスタッ

カーにより荷役作業が行われている。 
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図表 4-70 二連浩特国境 

 
出所: Google Map 

 
ザミンウデ 

 ザミンウデの貨物ターミナルは北と南に分かれており、コンテナ貨物の積替え作

業は主に北ターミナルで実施されている。北ターミナルは 1995 年に日本の ODA で

建設された。広軌と標準軌を１線づつ両側に備えたコンテナホームが１つあるが、

ホームの長さが 400M 弱しかないため、一度に停車できる貨車は 24 両程度となる。 
中国のブロックトレインは一編成 41 両が一般的であるため、荷役作業は 2 回に分

けて（編成を 2 分割して）実施する必要がある。荷役機器は 41 トンのリーチスタ

ッカー2 台のみで、RMG は無い。そのため、一日の処理能力はブロックトレイン 4
編成程度に留まるとみられる。365 日間稼働と仮定した場合、約 15 万 TEU 程度の

処理能力と推測できる。 
 中欧鉄道による輸送は、貿易バランスから欧州向けが多く、中央通道を利用する

場合は受入れ国側のザミンウデでの積替え作業となる。増大する中国からの貨物に

対して、現状のウランウデの処理能力では早晩対応しきれなくなる懸念がある。そ

のため、現在のターミナルから約 4 キロメートルの場所に新ターミナルを建設中で

あり、完成すれば処理能力の問題は解消すると期待される。 
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図表 4-71 ザミンウデ国境 

 
出所: Google Map 

 
図表 4-72 ザミンウデ国境（新ターミナル計画） 

 

出所: Google Map 

 

4.16.3  西通道 

 西通道は中欧鉄道のメインルートであり、通過貨物量は全体の約７割を占める。

3 大ルート中、最も南を通るため他のルートほど冬期の最低気温は低くならないも

のの、－20℃程度までは低下することもある。 
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ドストゥク 

 ドストゥクの貨物積替え施設は、コンテナ・バルク貨物兼用の屋外積替え施設が

1 か所、コンテナ専用の屋内積替え施設が 1 か所、バルク貨物専用の高床プラット

フォームを備えた屋外積替え施設が 1 か所、有蓋貨車の貨物積替え施設が 2 か所の

計 5 ヶ所のとなっている。東通道や中央通道の国境積替え施設と異なり、ドストゥ

クの施設は屋内にあり、天井クレーンでコンテナの積替え作業が実施されている。

屋内施設となっているのは、風や雪などの気象条件が厳しいためである。これは、

中国側の阿拉山口も同様である。 
 ドストゥクのコンテナ専用の屋内積替え施設には 35 トンの天井クレーンが 2 基

設置されており、最大 57 両、全長約 850m までの編成に対応できる。1 日の処理能

力は最大 220～300 コンテナといわれており、年間の処理能力は約 20 万 TEU と推

計できる。さらに、中国からの貨物の増加に合わせ、コンテナ積替え設備の増強計

画もある。 

 
図表 4-73 ドストゥク国境 

 

 



第 4 章 チャイナ・ランド・ブリッジの輸送状況調査 

4-74 
 

ホルゴス 
 ホルゴス国境から欧州への輸送も可能であるが、ホルゴス国境は主に中亜班列 33

の利用が多い国境である。また、ホルゴス国境は、トルコや中東に向かう、第２、

第３西通道を利用した輸送にも利用される。 
 ホルゴスには SEZ が設置されており、「Khorgos Eastern Gate」と呼ばれる鉄道

のドライポートがある。ドライポートの運営はカザフスタン鉄道が実施している。

中国の標準軌、カザフスタンの広軌が３線ずつ敷設され、それぞれ 3 基の 41 トン

RMG によって荷役作業が行われている。年間の処理能力は最大 55 万 TEU となっ

ている。ブロックトレイン 1 編成の積替え作業時間は、平均 1 時間かからないとの

ことである。また、このドライポートのシステム構築には DP World 34が参画して

おり、最新港湾並みの効率的な情報システムを有している。コンテナの蔵置能力は

18,000TEU となっている。尚、コンテナ以外の貨物の積替え作業は ALTYNKOL 
Railway Station（KHORGOS 鉄道駅）で実施されている。 
 

図表 4-74 ホルゴス国境（Khorgos Eastern Gate） 

 
出所：Khorgos Gateway ホームページ 

 

4.16.4  欧州積替え国境 

 現在、中欧鉄道で利用している主な欧州側の国境はベラルーシのブレストとポー

                                                   
33中国と中央アジア諸国を結ぶ国際貨物専用列車  
34UAE のドバイに本拠地を持つグローバル港湾オペレーター  
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ランドのマラシェビチェとなる。中国側は３ヶ所の国境に分散しているが、欧州側

は１ヶ所に集中することになる。基本的に、ブレストでは欧州発中国向けの鉄道貨

物の積替えを行い、マラシェビチェでは中国発欧州向けの積替えを行う。 
 

マラシェビチェ 
 マラシェビチェには 3 か所の鉄道ターミナルが存在する。ポーランド国鉄のグル

ープ会社である PKP Cargo の子会社 PKP Cargo CL Małaszewicze と、民間企業で

ある Agrostop および Europort である。コンテナ貨物に関して最も規模が大きいの

は PKP Cargo のターミナルであり、ガントリークレーン 4 基（RMG3 基、タイヤ

式ガントリークレーン 1 基）、リーチスタッカー2 台を設備し、1 日あたりの最大コ

ンテナ処理能力は 612TEU である。年間の最大処理能力は約 22 万 TEU と試算で

きる。Europort は、RMG1 基とリーチスタッカーにて荷役作業を行っており、年

間コンテナ処理能力は 12 万 TEU である。Agrostop で処理している主要貨物は石

炭等のバルク貨物であり、コンテナの処理能力は 1 日 3 編成とのことである。1 編

成は 40 両前後（80TEU）と推測できるため、年間コンテナ処理能力は約 9 万 TEU
と試算される。3 つのターミナルを合算した、マラシェビチェ全体の最大処理能力

は、約 43 万 TEU と推察される。 
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図表 4-75 マラシェビチェ国境 

 

出所：Google Map、他 

 
 

図表 4-76 PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze 

 
 



第 4 章 チャイナ・ランド・ブリッジの輸送状況調査 

4-77 
 

図表 4-77 Europort (Centrum Logistyczne Europort) 

 
 

ブレスト 
 ベラルーシ側の国境はブレストである。ブレストは鉄道施設が街全体に広がって

おり、マラシェビチェより処理能力が高いと推察される。また、ベラルーシの鉄道

事業者も、急増する中国の貨物に対応するため、第二、第三の鉄道国境を開拓して

いるとのことである。 
 

図表 4-78 ブレスト国境 

 

出所：Belarusian Railway ホームページ 
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 課題解決に向けた取組の分析 
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本章では、第 2 章、第 3 章、第 4 章の調査内容を踏まえ、ハード・ソフト面の課

題を抽出し、我が国企業の強みを活かした解決に向けた取組を分析する。 

 

5.1 課題の整理 

5.1.1  課題の指摘 

本調査事業で把握できた課題は図表 5-1 の通りであった。ハード面としては大き

く国境の荷役インフラ設備と貨車の供給に対する課題が指摘できる。ソフト面とし

ては補助金、制度、運行情報に対する課題が指摘できる。 
 

図表 5-1 課題の整理 

ハード面 ① 【国境の荷役インフラ設備】 
Malaszewice, Poland の荷役作業処理能力 

 ② 【国境の荷役インフラ設備】 

阿拉山口 , 中国／Dostyk, Kazakhstan の屋内積替施設の荷役

作業処理能力（インフラ設備） 

 ③ 【貨車の供給】 

中国と隣国との積替国境（満州里、二連浩特、阿拉山口、霍尔

果斯）で、軌間違い貨車の供給不足 

ソフト面 ① 【補助金】 

中国の補助金 

 ② 【制度】 
２つの輸送に関する制度 

 ③ 【主要都市以外の運行状況】 
中国全土の統一の最新運行路線図がない 

 

5.1.2  中欧鉄路（NELB）の概況 

課題の解説の前に今一度、中欧鉄道（NELB）の概況について解説する。 
中国とロシアやカザフスタン、モンゴルでは鉄道の軌道の幅、つまり、軌間が異

なる。そのため、国境では、機関車やプラットフォームなどの車両をそれぞれの軌

間に合ったものに変更するため、貨物も積替えが必要になる。欧州側では同様の積
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替え作業をポーランドとベラルーシの国境で行っている。 
図表 5-2 は軌間の違いを色で表わしている。1,435 ㎜の標準軌をオレンジ色の線

で、1,520 ㎜の広軌を青色の線で表した。標準軌の貨物列車は主に 41 両の貨車を１

編成として運用する。広軌は主に 60 両である。中国の貨車は主に１両に 40ft コン

テナ 1 本を積載するので、ブロックトレインは１編成、つまり、１便で 41FEU の

コンテナを輸送する。この軌間違いにより中欧鉄路（NELB）ではコンテナの積み

替えが必須となる。 
 

図表 5-2 中欧鉄路（NELB）の軌道幅 

 
[CIT ホームページ, 2016 年]他の資料を基に日通総合研究所にて作成 

 
中国鉄路総公司（以降「中鉄」と略）によれば、2018 年の中欧班列の運行本数は

6,300 便を超えた。中国の国家計画である第 13 次 5 カ年計画における中欧班列建设

发展规划（中欧班列建設開発計画 2016-2020 年）では 2020 年に 5,000 便の運行を

目標に掲げていたが、2 年前倒しで達成したことになる。 
特に、2018 年の運行数増大に寄与した発着地が西安で、2017 年から 2018 年に

かけて 6 倍の伸びを示している。従来、成都、重慶、鄭州の３都市に武漢、義鳥（义

乌）の２都市を加えた５都市が注目を集めてきたが、2018 年は西安が大きく台頭し

た。 
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図表 5-3 中欧班列の運行数 

 

[中国铁路总公司]他の情報を基に日通総合研究所にて作成 
 
図表 5-4 に中欧鉄路の貨物量を国境別に示す。図表中の青色の棒グラフは欧州か

ら中国へ向けた輸送、赤色の棒グラフは中国から欧州に向けた輸送の貨物量である。

点線の棒グラフは日通総合研究所の推計値である。 
2016 年までは欧州から中国への貨物量は中国から欧州の約半分程度で、物流的に

は片荷の状態にあったが、2017 年、2018 年と欧州発貨物も増加傾向にある。中国

側の国境で最も利用の多い阿拉山口国境で、2018 年に中国から欧州の貨物量が約

15 万 TEU、欧州から中国への貨物量が約 9 万 TEU 程度であったと推計する。また、

中国の３国境の貨物量はおおよそ阿拉山口：7、二連浩特：1、満州里：2 と言った

状況で、ほぼ、変わらずに推移する。こうした貨物が欧州側では主にポーランドと

ベラルーシの１か所に毎年倍々で増える中国との貨物が集中している。 
中欧鉄道では原則的に、貨物の受入れ国側で積替えの荷役作業を実施する。例え

ば、中国から欧州に向かう場合、欧州側の積替え荷役作業はポーランド国境の町で

あるマラシェビチェの施設で実施される。 
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図表 5-4 中欧鉄道で輸送された貨物量 

 

[CCTT, 2018 年] 
 

5.1.3  国境の荷役インフラ設備（ハード面） 

Malaszewice, Poland の荷役作業処理能力 
2018 年に中欧鉄路の輸送回廊を通り、欧州へ運ばれた貨物は 20 万 TEU を超え

ていると推計する。マラシェビチェ全体の最大コンテナ荷役処理能力は、4.16.4 (1) 
で指摘した通り、約 43 万 TEU と推察される。 

ベラルーシ－ポーランド国境は EU 諸国とロシア・CIS 諸国を結ぶ輸送のために

整備された国境である。中欧班列の貨物以外にもロシアや中央アジア諸国向けなど

の貨物も動いている。本調査事業では中欧班列以外のすべてのコンテナ輸送サービ

スの積替え数量を正確に把握することはできなかったが、現地調査では能力的にひ

っ迫しているという情報も入手した。 
また、PKP Cargo のターミナルのガントリークレーンは 1988 年のユーゴスラビ

ア製であった。中国国境の鉄道インフラ設備は総じて比較的新しいが、欧州側の国

境の鉄道荷役インフラは比較的古いモノも現役で稼働している。 
以上のことから近い将来的にマラシェビチェの処理能力がひっ迫することが指摘

できる。現地ではすでに対応策として 35 万㎡の用地を準備し、鉄道ターミナルの

拡張を計画しているとの情報も入手した。 
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阿拉山口, 中国／Dostyk, Kazakhstan の屋内積替施設の荷役作業処理能力 
阿拉山口（中国）と Dostyk（カザフスタン）の鉄道ターミナルでは屋内の施設で

天井クレーンによる作業が実施されていた。 
中国の阿拉山口、カザフスタンの Dostyk は 7,000 メートル級の山もある天山山

脈に接しており、平均風速が 20m を超えることもある。日本でも風速が一定時間

16m/s を超える場合には、クレーンでの作業の中止もあり得る。そうした風を避け

るため、屋内の施設で天井クレーンによる作業が実施されていた。しかし、阿拉山

口も Dostyk も屋内施設には広軌と標準軌が各１線敷設されているだけで、屋外施

設での積替えも必要になると考えられる。 
風の影響で屋外施設が利用できない場合、予定通りの作業ができず、現地にコン

テナが滞留する状況が発生する。山間の風なので、季節によっては数日間続く場合

もある。そうした状況ではコンテナの滞留が増えて、国境を通過するのに想定以上

に時間がかかる場合もある。 
実際に第 4 章 4.7 の輸送では風の影響で貨物の滞留が発生した（図表 4-29 参照）。

また、第 4 章 0 の輸送では同様の状況で貨物の滞留を確認したため、急遽、ルート

を Khogos 経由に変更することで対処した。こうしたことからも、阿拉山口（中国）

と Dostyk（カザフスタン）の屋内施設の処理能力向上は課題のひとつとして指摘で

きる。 

 

5.1.4  貨車の供給（ハード面） 

前述の通り、中欧鉄路（NELB）の輸送回廊では軌間の違いに伴う、機関車、貨

車の変更が発生する。通常、貨車は無制限に供給されるわけではない。往復での利

用を想定し配置されている。本調査事業でも、二連浩特経由の 0、4.6 の輸送は貨車

の供給に起因した問題で、運行そのものが停止していた。 
現地でのヒアリングでは 2018 年初夏にかけて、ロシアから中国へ大量の木材が

コンテナで輸送されてきた。このコンテナの積み替え作業は中国の二連浩特の鉄道

ターミナルで実施される。通常であれば数日間で二連浩特での積替え作業が実施さ

れ、ロシア側の広軌用貨車は対岸のザミンウデ（モンゴル）で中国発貨物を乗せて

出発する。ところが、広軌用貨車はザミンウデに返送されず、二連浩特で滞留した。

滞留の発生は、中国のある事業者が一度に大量の木材をロシアから二連浩特国境を

利用して中国に輸入したことに起因する。ロシアからの輸入木材は二連浩特国境で

通関を実施される。木材は害虫などの確認もあり、通常より検疫などに時間が掛か

る。特に、当該貨物を初めて輸入するため、全量検査となり、通関に想定以上の時

間が掛かった。そのため、木材を積載したコンテナが広軌用貨車に積まれた状態で、
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二連浩特の鉄道操車場、或いは、鉄道ターミナルにて、通関・検疫待ちの状態とな

った。そこに次の木材列車が着くことで、二連浩特の鉄道ターミナルに一時的に能

力以上の列車（貨車）が集中する事態となった。また、通関・検疫待ちの状態の木

材を積載した広軌用貨車はザミンウデ（モンゴル）に返送（供給）されず、中国発

のコンテナも一時的に停止せざるを得ない状況となった。加えて、税関にもキャパ

シティ以上の業務が集中し、他の通常業務に支障をきたす。この事態に、二連浩特

経由の中欧班列は一時的に運行を停止した。この影響を受け、二連浩特経由の 0、
4.6 の輸送、及び、その影響で、二連浩特国境経由の利用を差し控えた 4.13 の輸送

は実施できなかった。 
こうした一時的な貨物の増加はどこの国境でも考えられるが、特に、依然高い経

済成長にある中国国境において、そうした事態が考えられよう。その場合、貨車、

及び、コンテナの配置などの柔軟なハンドリング、高い税関の事務処理能力が求め

られる。 
 

5.1.5  補助金（ソフト面） 

中欧班列の輸送サービスには中国において、何らかの資金が投入されていると言

われる。本調査事業では明確にその存在を確認することはできなかった。この補助

金が 2020 年頃に廃止されるとの情報が市場にある。 
しかしながら、第 2 章に伴う日系荷主事業者へのヒアリングでは公的に具体的な

情報は示されておらず、ある日突然廃止になる可能性もあり、利用に慎重にならざ

る和得ない状況にある。特に、日系事業者としては、年度予算として輸送費を見込

み、費用を含めサプライチェーンを構築している。そのため、予算が大きく変化す

る可能性のあるサービスを採用し難い状況にあることが推測される。 
現状の輸送サービスにおいて、不明瞭な補助金の存在は日系企業の利用促進に負

の影響を及ぼしている。 

 

5.1.6  制度（ソフト面） 

中国と欧州を結ぶ中欧鉄路は複数の国を通過する。そこを走る中欧班列は国際貨

物列車である。国際列車である以上、基本的に通過する各国で定める法律に準じる

ことになる。 
しかし、各国ごとに通関や保税の手続きを都度していては時間的にも費用的にも

負担がかかり、輸送手段として利用し難くなる。第 3 章に示す通り、中欧鉄路（NELB）

には主に２つの制度が存在する。 
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そのひとつがロシア・CIS 諸国の SMGS という国際鉄道貨物輸送に関する企業間

協定である。SMGS はロシア・CIS 諸国の鉄道会社間で、相互の国際輸送を円滑に

するために結ばれた企業間の契約で、中国も加盟している。 
もうひとつは欧州地域を中心とした COTIF/CIM という国際鉄道貨物輸送に関す

る条約である。COTIF は加盟国の政府間の条約であり、国際法の側面を持つ。元々

は欧州域内の特に内陸国への輸送の利便性を高めるために制定されたが、現在では

一部アフリカやアジア地域にも影響力を拡大している。 
中国からポーランドまでは SMGS の協定により、各国での通関、保税手続きが簡

素化される。そして、欧州側、ポーランドからドイツなどには COTIF/CIM の条約

に従い、各国での通関、保税手続きが簡素化されている。こうした複数の制度、異

なる慣習が中国と欧州を結ぶ国際輸送を複雑で、不透明に映る要因となっているの

ではないかと推察する。 
国際鉄道貨物輸送に関する基本的な方針は COTIF/CIMと SMGSにより規定され

る。しかしながら、各国法にゆだねられる部分も多く、積替えポイントでは、書類

確認が主になるが、簡易通関、保税転送の手続き、そして、CIM と SMGS の

Consignment Note、つまり、鉄道輸送のための運送状の書き換え等が実施される。 
軌間違いによる積替え国境以外の国境では列車を停めて手続きを行うことはなく、

電子的な情報交換や書類への捺印で通過することができる。 
また、５つの軌間違いによる積替え国境で実施したヒアリングでは、中欧班列の

輸送サービスであれば、手続きに要する時間は概ね２時間程度、これらの国境では

X 線検査や各国の軍による検査も実施されているが、そうした検査を含めても、通

常であれば、４時間程度で終了するとのことであった。 
尚、そうした手続きに関して荷主事業者が意識することはない。フォワーダーに

発注すれば、すべてフォワーダー側で処理することになる。この輸送の特徴として、

複数のキャリア、複数国の荷役通関事業者との契約が必要になる。そのため、通常

は何がしかのフォワーダー、或いは、それに準じた物流事業者を介しての輸送にな

ると考える。その場合、輸送中のすべての手続きは当該フォワーダー、或いは、そ

の提携事業者が実施する。荷主事業者様は鉄道輸送特有の書類を予めフォワーダー

の指定した期日までに用意するだけでよいことが第 4 章の輸送を通じて確認された。 
２つの制度が存在することの弊害のひとつは事故発生時の求償にある。

COTIF/CIM と SMGS は共通化の方向にあるものの、細部にわたり異なる部分も多

く、免責事由、損害賠償の範囲、責任制限、出訴期限なども異なっている。また、

COTIF/CIM は政府間条約として法的位置付けにあるため、通過各国の法に優先し

て COTIF/CIM が適用されることが考えられる。しかし、SMGS は企業間の契約・

協定のため、法的拘束力を伴わない。そのため、通過各国の個別の法制度が SMGS
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制度より重視されることが考えられる。 
例えば、中国発ドイツ着の輸送において、最終配送地であるドイツの荷主倉庫で

コンテナを開封した時点で貨物の破損が発見された場合、責任の所在を明確にする

ことが難しく、実質的に求償が困難であろう。そのため、個別の保険を輸送毎に設

定する必要がある。 
 
 

5.1.7  主要都市以外の運行状況（ソフト面） 

中欧鉄路（NELB）は運行数の多い都市（図表 5-3 参照）では比較的定期な就航

があるが、それ以外の都市からの就航は不安定な場合も多い。本調査事業でも当初、

中国からトルコへの輸送を企画していた。企画段階ではいくつかの都市からトルコ

向けの中欧班列の運行が確認されていたからである。しかし、実際に輸送サービス

を利用する段階で、そうしたサービスは試験的に実施されていたものであり、実際

には運航していなかった。現在、こうした運行情報をタイムリーに入手するために

は、現地で確認する以外に手段がない。 
2018 年時点のトルコ行きは中欧班列の輸送サービスではなく、シングルトレイン

を乗り継ぐ形式で、２か月程度の期間で輸送する以外に手立てが無かった。本調査

事業では時間の制約上、輸送を 4.11 の通り、アルマトイ（カザフスタン）向けとし

て実施せざるを得なかった。 
 

5.2 解決に向けた取組の分析 

本節では、前節の課題を我が国企業の強みを活かした解決に向けた取組の視点か

ら分析を試みる。 
図表 5-1 でハード面の課題として指摘した①、②は何れも国境の荷役インフラ設

備に起因する課題である。当該インフラにはガントリークレーンの荷役機器等、港

湾インフラ開発で培ったノウハウが転用可能である。 
実際にカザフスタンの Khorgos – Eastern Gate の鉄道ターミナルの建設には

UAE ドバイに本拠地を置く、DP World が参加している。DP World は鉄道ターミ

ナルの施設配置等の基本計画から参画しており、同ターミナルのシステムは DP 
World の主導で構築された。 

また、我が国で実施されているターミナル内のコンテナ位置情報管理や配車計画

等の情報システムの転用も考えられる。特に、処理能力に課題を抱えるポーランド

のマラシェビチェでは、我が国の国際基準に沿ったインフラ開発に加え、中国企業
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6.1 中国 

6.1.1  シンポジウム概要 

本調査事業の一環として、2018 年 10 月 16 日に中国上海市においてシンポジウ

ムを開催した。  

 

  

 
 

 

タイトル： 中欧鉄道利活用における日中第三国市場協力シンポジウム 

開催日： 2018 年 10 月 16 日 

 14：00～17：15 

開催場所： 上海国際貿易中心（国貿ビル）35 階 

主催： 日本通運株式会社、日本貿易振興機構上海代表処 

後援： 在上海日本国総領事館、上海日本商工倶楽部 
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シンポジウムには、日系の製造業、流通業、金融・保険業、ビジネスサービス

業、報道関係者など、合わせて 111 名の参加があった。シンポジウムは、以下の

ような議事次第で開催された。  

 

 

「中欧鉄道利活用における日中第三国市場協力シンポジウム」議事次第 

1. 経済産業省挨拶 

2. 主催者挨拶 日本通運株式会社 

3. 主催者挨拶 日本貿易振興機構上海代表処 

4. 来賓挨拶 在上海日本国総領事館 

5. 来賓挨拶 陝西省人民政府 

6. 講演 ①日中第三国協力について（経済産業省） 

 ②中欧鉄道事業の概況説明（㈱日通総合研究所） 

 ③中国における鉄道輸送事業の状況について（日通国際物

 流（中国）有限公司） 

 ④一帯一路構想における西安港と中欧班列「長安号」の取組

 みについて（西安国際陸港投資発展集団） 

 ⑤カザフスタンを経由するユーラシア・トランジット輸送モ

 ードの開発（KTZ Express） 

 ⑥中欧鉄道輸送における輸送リスクと保険サービスにつ

 いて（日本財産保険（中国）有限公司） 
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6.1.2  講演要旨 

 
経済産業省による「日中第三国協力について」と題した講演では、2018 年 4 月

16 日に開催された第 4 回日中ハイレベル経済対話や、その後に日中間で締結され

た「第三国における日中民間経済協力に関する覚書」の要点などが説明された。

また、日中第三国市場協力の具体例として、①日中企業が共同でインフラ案件を

受注・運営、②日本企業の受注案件への中国企業によるＥＰＣ・機器供給、③日

中合弁企業による製品の第三国市場展開、④中国企業に、日本企業が部品等を供

給、製品を第三国へ展開、⑤日本企業が、中国と欧州を結ぶ鉄道を活用し、物流

事業を拡大、⑥日中企業が協力して中国で構築したビジネスモデルを第三国へ展

開、⑦日中企業が第三国市場協力に向けた情報共有を強化、などが示された。  
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日通総合研究所による「中欧鉄道事業の概況説明」と題した講演では、中欧鉄

道と呼ばれる輸送ルートや、鉄道貨物輸送における国際ルールの概要、中欧班列

各ルートの国境、ザバイカリスク（ロシア）、満州里（中国）、ザミンウード（モ

ンゴル）、二連浩特（中国）、ドゥストゥク（カザフスタン）、ホルゴス（カザフス

タン）、マラシェビチェ（ポーランド）、ブレスト（ベラルーシ）などにおける積

替えインフラや荷役作業などの説明があった。また、中欧班列を利活用するにあ

たって、現時点で懸念される課題（仮説）も示された。  

 

 

シンポジウムでは、中欧班列を利用した鉄道輸送に携わる事業者である、日通

国際物流（中国）有限公司、西安国際陸港投資発展集団（西安国際陸港多式聨運

有限公司の親会社）、KTZ Express（カザフスタン鉄道の子会社）からの講演もあ

った。  
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日通国際物  流（中国）有限公司による「中国における鉄道輸送事業の状況につ

いて」と題した講演では、日数を例示した鉄道コンテナの受託から列車発車まで

の作業の流れや、鉄道輸送における衝撃や温度など品質に関する計測実績の発表、

鉄道輸送と海上輸送や航空輸送など他の輸送モードとの比較によるサービスの特

徴などの説明があった。また、中国発着の中欧班列と日本を接続するルートや、

今回の調査で実施するトルコ向けの新ルート開発に関する説明があった。  
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西安国際陸港投資発展集団による「一帯一路構想における西安港と中欧班列

「長安号」の取組みについて」と題した講演では、西安陸港の鉄道インフラ状況

や、西安からの中欧班列「長安号」に関する説明があった。また、西安陸港では、

「Internet+」というコンセプトを掲げており、インターネットを通じて鉄道輸送

のブッキング、必要書類の確認、運賃決済などができる情報プラットフォームを

整備していることや、情報プラットフォームを通して国内外の鉄道関連事業者と

情報連携することで鉄道運送状情報の交換や貨物のトレーシングが可能であるこ

とが示された。  
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KTZ Express による「カザフスタンを経由するユーラシア・トランジット輸送

モードの開発」と題した講演では、カザフスタンにおける鉄道インフラ投資の動

向や鉄道輸送実績の推移、カスピ海を鉄道フェリーで横断するトランス・カスピ

海ルートなどの説明があった。また、日本から中国を経由してカザフスタン鉄道

に連結する拠点として、連雲港のポテンシャルが示された。  
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シンポジウムの最終公演は、日本財産保険（中国）有限公司による「中欧鉄道

輸送における輸送リスクと保険サービスについて」であった。保険会社の立場か

ら想定する中欧班列における鉄道輸送に関するリスクとして、爆発・転倒・脱線

等の事故、自然災害、道路や鉄道閉鎖、通関手続きの遅延・停滞、ターミナルの

混雑・混乱、誤積み・誤配、ストライキ・暴動、取引相手の破産・倒産、盗難、

などが列挙された。また、輸送遅延リスク対策の一つとして、遅延損害を補償す

る保険商品を提供する準備があることが説明された。  
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6.2 欧州 

6.2.1  シンポジウム概要 

欧州におけるシンポジウムは、2019 年 2 月 20 日（現地時間）にドイツのデュ

ッセルドルフにて開催した。  

 

 

タイトル： 中国欧州間鉄道利活用促進に向けたシンポジウム      

～日中第三国市場協力の推進～ 
 
開催日： 2019 年 2 月 20 日 
 14：00～17：00 
 

開催場所： インターコンチネンタルホテル・デュッセルドルフ 

主催： 日本通運株式会社、ジェトロ・デュッセルドルフ 

協力： デュッセルドルフ日本商工会議所 
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 シンポジウムには、日系の製造業、流通業、金融・保険業、ビジネスサービス業、

報道関係者など、合わせて約 100 名の参加があった。シンポジウムは、次のような

議事次第で開催された。 
 

 
 

「中国欧州間鉄道利活用促進に向けたシンポジウム  
～日中第三国市場協力の推進～」議事次第 

 

1. 開会の挨拶 ジェトロ・デュッセルドルフ 

2. 主催者挨拶 日本通運株式会社 

3. 講演 ①中欧鉄道事業の概況説明（㈱日通総合研究所） 

  ②中国・欧州間鉄道輸送の現況とその手配について（欧州日

本通運有限会社） 

 ③日通専列（日通ブロックトレイン）の試験運行について（日

本通運株式会社） 

 ④中欧クロスボーダー鉄道輸送における輸送リスクと保険

サービスについて（損保ジャパン日本興亜株式会社） 
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6.2.2  講演要旨 

 
 日通総合研究所による「中欧鉄道事業の概況説明」と題した講演では、中欧鉄道

と呼ばれる輸送ルートや、鉄道貨物輸送における国際ルールの概要、貨物輸送の現

況と主な利用事業者の状況、中欧班列各ルートの国境における積替え施設などの説

明があった。また、中欧班列を利活用するにあたって、現時点で懸念される課題（仮

説）も示された。 
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  欧州日本通運による「中国・欧州間鉄道輸送の現況とその手配について」と題

した講演では、欧州地域における鉄道輸送の状況、欧州・中国間の鉄道輸送におけ

る主な貨物、リードタイム、主な出発地、輸送途上の品質や貨物を輸送する際の注

意点、などが示された。 
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 日本通運株式会社による「日通専列（日通ブロックトレイン）の試験運行につい

て」と題した講演では、2018 年 12 月 20 日に西安からデュイスブルクに向け運行

した、日本通運のブロックトレインによる中国・欧州間鉄道輸送の詳細が発表され

た。ブロックトレインを仕立てたことにより、遅延を避けるためにルートを変更で

きる、従来は搭載が難しいとされていた貨物もしかるべき手続きにより搭載できる、

日本発の貨物も接続できる、といった内容が確認できたとのことである。 
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 損保ジャパン日本興亜による「中欧クロスボーダー鉄道輸送における輸送リスク

と保険サービスについて」と題した講演では、中国・欧州間鉄道輸送において欧州

側の重要拠点であるマラシェビチェの鉄道インフラの状況や、マラシェビチェにお

ける自然災害リスクの可能性とリスク評価、アジア側の積替えポイントとなるモン

ゴルのザミンウデやカザフスタンのアルティンコールといった鉄道ターミナルのリ

スク分析内容が説明された。 
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6.3 日本 

6.3.1  シンポジウム概要 

日本におけるシンポジウムは、2019 年 3 月 12 日東京にて開催した。  

 
 

 
 
 シンポジウムには、製造業、流通業、金融・保険業、ビジネスサービス業、報道

タイトル： 中国欧州間鉄道利活用促進に向けたシンポジウム      

～日中第三国市場協力の推進～ 
 
開催日： 2019 年 3 月 12 日 
 14：00～17：00 
 

開催場所： WTC コンファレンスセンター（世界貿易センタービル 38 階） 

主催： 経済産業省、日本貿易振興会、日本通運株式会社 
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関係者など、合わせて 114 名の参加があった。シンポジウムは、次のような議事次

第で開催された。 

 

 

  

「中国欧州間鉄道利活用促進に向けたシンポジウム  
～日中第三国市場協力の推進～」議事次第 

 

1. 主催者挨拶 経済産業省 

  日本貿易振興機構 

  日本通運株式会社 

2. 来賓挨拶 中華人民共和国駐日大使館 

3. 講演 ①日中第三国市場協力について（経済産業省） 

  ②中欧鉄道事業の概況説明および経済産業省委託事業結果

報告（日本通運株式会社／株式会社日通総合研究所） 

 ③中欧クロスボーダー鉄道輸送における輸送リスクと保険

サービスについて（損保ジャパン日本興亜株式会社） 

 ④パネルディスカッション 

 モデレーター： 日本貿易振興機構 

 パネラー： ①経済産業省 

   ②日本通運株式会社 

   ③株式会社日新 

   ④損保ジャパン日本興亜株式会社 
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6.3.2  講演要旨 

 
 
 経済産業省による講演「日中第三国市場協力について」では、日中第三国市場協

力の背景や、本委託事業の意義などが示された。日中両政府は、2017 年 11 月の首

脳会談以降、経済関係の発展を重要な基盤の一つと位置づけ両国の関係性強化を図

っており、その実行方針ともいえる「第三国における日中民間経済協力に関する覚

書」を 2018 年 5 月 9 日に締結している。当該覚書に基づき 2018 年 10 月に開催さ

れた第一回日中第三国市場協力フォーラムでは、日中の政府関係機関・企業・経済

団体等の間で、具体的に協力可能なプロジェクトとして 52 件の覚書が締結されて

おり、その中の 1 件が中国欧州間鉄道活用であることが確認された。 
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 「中欧鉄道事業の概況説明および経済産業省委託事業結果報告」では、まず株式

会社日通総合研究所から、中欧鉄道事業の概況説明があった。概況説明では、本委

託事業において輸送を行ったルートや、中国における国際鉄道輸送サービスの現状

および過去からの推移、日本企業の中欧鉄道輸送に対するニーズ、中国・欧州間で

鉄道により貨物を輸送する際の制度などが報告された。 



第 6 章 シンポジウム 

6-20 
 

 
 続いて、日本通運株式会社からは経済産業省委託事業「チャイナ・ランド・ブリ

ッジの利活用促進に向けたハード・ソフト面の改善のための調査」に関する結果報

告がなされた。実務面からみた中国欧州間鉄道輸送の特徴として、使用する機材や

スケジュール、輸送中の品質、他モードとのコスト比較などが示された。また、複

数回、複数ルートで貨物を輸送した実際の輸送についての検証結果も報告された。 
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 「中欧クロスボーダー鉄道輸送における輸送リスクと保険サービスについて」で

は、特に、中国・欧州間の鉄道輸送で発生する積替え時のリスクに関して、各積替

え施設のリスク評価が示された。また、保険会社の立場からは、①輸送用具等への

火災、落雷、爆発、転倒、脱線、衝突、②天候事情（暴風雨、洪水、雪、地震等）

等の自然災害、③ 道路もしくは鉄道閉鎖または封鎖、④通関手続きの遅延、遅滞、

⑤ 鉄道ターミナルのオペレーション混雑や混乱、⑥輸送人の過誤による誤積みや誤

配、⑦ストライキ、暴動、騒じょう、⑧輸送人、輸送代理人または下請けの破産、

倒産、⑨盗難、などを中欧鉄道輸送におけるリスクとして想定していることが示さ

れた。 
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 最後に、パネルディスカッションにおいては、政府機関、フォワーダー、損害保

険会社、それぞれの立場から、中国・欧州間鉄道輸送の利活用に関する活発な意見

交換が行われた。 


