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千葉港は、東京湾の最奥部に位置し、北は市川市から南は袖ケ浦市までの６市にまたがり、 
海岸線延長は約１３３ｋｍ、港湾区域面積は約２万４，８００ｈａで日本一広い。 
２００２年の入港船舶総隻数は約６万５，２００隻、 
取扱貨物量は約１億５，９００万ｔで、取扱量は９年連続日本一である。 
臨海部の埋め立てと企業誘致によって発展してきた工業港で、 
主な取扱品目は原油や石油製品、ＬＮＧ（液化天然ガス）、鋼材、重油、化学薬品など。 
工業港として発展してきたため企業の専用施設が多く、 
取扱貨物量の９３％が企業専用埠頭で取り扱われている。 
千葉市中央地区辺りから袖ケ浦に至る京葉臨海工業地帯の中枢部には、 
石油化学工場や製鉄所、火力発電所などが林立している。 
そして、この工業地帯の製油所を中心に石油化学などを組み合わせた石油コンビナートは、 
エチレンの国内需要の約３分の１を生産する能力があり、日本一の産地である。 
沿岸部では、幕張メッセを核にした未来型の国際業務都市・ 
幕張新都心などのビッグプロジェクトが進められている。 
開港５０周年を迎え、発展する千葉港をカメラで追った。 
●撮影については、千葉県千葉港湾事務所の許可と港務艇「けいよう」のご協力を得ました。 

港湾区域面積、取扱貨物量がともに日本一 
エチレン（石油化学）の生産能力も日本一－発展する工業港 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

イラストぎじゅつ入門－◯ 

マイナス４６℃の 
ＬＰＧ（液化石油ガス）を安全に運ぶ 
ＬＰＧ運搬船の構造 
現場を訪ねて 

台湾高速鉄道「７００Ｔ型車両」 
（兵庫工場） 
台湾“新幹線”車両をお披露目 

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯ 

角館町（秋田県） 

万朶のしだれ桜に埋もれる 
武家屋敷 

新製品・新技術 

日本初の洋上風力発電所（北海道・瀬棚町）が完成 
１基の発電能力が日本最大級の 
酒田風力発電所（山形県・酒田市）も完成 
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●表紙説明● 

　作業をする人との比較で分かるように、かなり大
きな物体。溶接の火花が新しい製品の誕生を急
いでいる－実はこれ、兵庫工場で急ピッチで製
作が進んでいる、台湾高速鉄道（台湾“新幹線”）
「７００Ｔ型車両」の先頭車両です。 
　今年の１月３０日に日台双方から多数のゲストを
迎えて、兵庫工場でお披露目された「７００Ｔ型車
両」。川崎重工は、主契約会社として３０編成（３６０
両）を受注。兵庫工場はその製作作業で活気に
満ちています。（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧く
ださい）。 

ばん　 だ  

も　 の 

千葉港の輸出入貨物の構成比 

2002年 
輸　出 
825万トン 

完成自動車 
　　（34.1％） 

鋼　材 
（26.4％） 

化学薬品 
（17.8％） 

金属くず 
（5.3％） 

その他 
（16.4％） 

2002年 
輸　入 
8,744万トン 

石油製品 
（13.3％） 

原　油 
（38.6％） 

ＬＮＧ 
（21.1％） 

鉄鉱石 
（7.9％） 

その他 
（19.1％） 

16 1



東京都 

神
奈
川
県 

千
葉
港
港
湾
区
域 

市川市 

船橋市 

習志野市 
千葉県 

千葉市 
幕張新都心 

千葉ポートタワー 

千葉港 

京葉シーバース 

袖ヶ浦市 

市原市 
東
京
湾
アクアライン

 

海上都市のような幕張新都心。総面積５２２ｈａで、就業者や来訪者など日々約１１万人の人々が活動する街。水際にはきれいな人工海浜が続く。 

千葉港の北の端は市川市。ここから南へ約１３３ｋｍの海岸線が伸び、港湾区域面積約２万４，８００ｈａの広大な港を形成している。 

新都心の野球場・千葉マリンスタジアム。 

国際コンベンションセンター・幕張メッセ。 

製鉄所の岸壁で陸揚げされる鉄鉱石。 
千葉臨海工業地帯発展の原動力となった川崎製鉄・千葉製鉄所（現ＪＦＥスチール・東日本製鉄所
（千葉地区））。中央の水路の手前は東京電力・千葉火力発電所。 

　千葉港は１９５４年７月１日、国際貿易
港として関税法の「開港」に指定された。
今年、開港５０周年になる。１９６５年には
特定重要港湾に指定。また、１９６８年に
は港湾区域拡張によって船橋港が編入
され、現在の日本一広い港になった。 
　この現代的な千葉港の礎となったのが、
１９５３年に操業を開始した川崎製鉄（株）
千葉製鉄所（現ＪＦＥスチール東日本製
鉄所（千葉地区））である。戦後、わが
国で初めて、銑鋼一貫の臨海製鉄所と
して建設された。１９５７年には東京電力・
千葉火力発電所が運転を開始。この製
鉄所と発電所の建設が、千葉港の臨海
地域が東京都の隣接地という好条件と、
用地、用水、港湾などの整備により、１９５５
年以降、この地帯を一大工業地帯に変
えていく原動力となった。 
　工業用地の整備も急ピッチで進み、

主に臨海部の埋め立てが行なわれた。
１９５９年の京葉臨海工業地帯造成計
画では、１９７５年を目標に６，６１０ｈａ、１９６１
年にはさらに大規模な造成計画が立て
られた。千葉県の「臨海地域土地利用
計画表」によれば、臨海部埋立造成の
総面積はおよそ１万８００ｈａで、「造成事
業はほぼ終了」（千葉県商工労働部産
業振興課副主幹の中工一成さん）し、

また、千葉港臨海部の「企業立地も目標
を達成」（同）したという。 

　千葉港も、工業地帯の発展と歩みを
ともにして発展した。 

　千葉県千葉港湾事務所の港務艇
「けいよう」の協力を得て、広大な千葉
港を北から南へ海上から見て回った。 
　千葉港の北端は市川市で、次いで船
橋市、習志野市と続く。市川市の臨海
部には製鋼工場などが多く、鉄鋼団地
が形成されている。船橋市、習志野市
の臨海部にはビールやパン、コーヒー、ハ
ムなどの食品工場が目立ち、京葉食品
コンビナートと呼ばれている一角がある。 
　この一帯は海岸線が入り組んでいるが、
千葉市美浜区に入ると直線の海岸線
が続く。しかも、きれいな砂浜だ。人工海
浜で北から幕張の浜、検見川の浜、い
なげの浜と続き、総延長は４，３２０ｍ。

これも「人工海浜としては日本一の長さ」
（千葉県千葉港湾事務所港営課長の
鈴木郁夫さん）だという。この日本一を
加えると、千葉港は“四冠王”となるわ
けだ。 
　その幕張の浜の陸上部が、特定都
市開発地区。つまり、国際業務都市とし
て発展を続けている幕張新都心で、大
小のビルが立ち並ぶ。中でも幕張メッセ
の大屋根がひときわ目立つ。海岸部に
は千葉マリンスタジアム。 
　長い人工海浜を過ぎると、海岸線は
再び入り組んでくる。千葉中央地区に
入る。 

千葉臨海工業地帯の発展と ともに拡充・発展 

日本一長い直線の人工海浜と幕張新都心 

なか   く 
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レクリエーション・ 
親水緑地 

蘇我駅 

JR外房線 

JR内房線 

商業・業務系施設用地 
住宅系用地 

総合スポーツ公園 

リサイクル系 
企業用地 

JFEスチール 
東工場 

JFEスチール 
西工場 

千葉港のシンボル・千葉ポートタワー。 千葉ポートタワーから北側を見下ろすと穀物サイロが立ち並んでいる。 陽が西に回ったコンテナターミナル。船 は隣接する中央埠頭で作業中の自動車運搬船。 

開設１０年目のコンテナターミナルの活況と将来の発展を千葉ポートタワーが見つめている。 

欧州車を運んできた自動車運搬船。 

中央埠頭の対岸の出洲埠頭に木材が揚がる。 

アミューズメントゾーンの完成予想イラスト。 

　千葉中央地区の千葉ポートパークには、
千葉港のシンボルともいうべき千葉ポー
トタワーが建っている。１９８６年に、県の
人口が５００万人を突破したことを記念
して建設された三角形のタワーで、高さ
１２５ｍ。 
※ちなみに、千葉ポートタワーの建設に当たり、 

川崎重工は総重量１，２００ｔの鉄骨工事を

行なった。柱は最大直径７００ｍｍ、板厚

６０ｍｍの鋼管で、平面に８本配置。瞬間

風速６３ｍ／秒の超大型台風に耐え、また、

関東大震災の２倍の規模の地震に耐え

られる設計になっている。 

　千葉ポートタワーの展望室から千葉
港を眺める。北側の窓から眺めおろすと、
小麦やトウモロコシなどのサイロ群。南
側を向くと中央埠頭で、欧州車などの輸
入、移入の自動車船が着岸する。 
　隣接してコンテナターミナル。１９９４年
の開設で、２００２年の外貿コンテナ個数
は約４万４，７００個（単位：ＴＥＵ、以下同）。
うち、輸出が約２万７，９００個で、輸入が
約１万６，８００個。輸入の主要品目は石
材や化学工業製品、化学薬品などで、
同輸出は化学工業製品や化学薬品、
製造食品など。航路別では東南アジア、
タイ、韓国が上位を占めている。 

　ところで、千葉県が、千葉県とその周
辺地域で貿易を営む事業者を対象にし
て行なったアンケート調査では、現在の
利用港は東京港・横浜港が約８２％を占
めている。しかし、将来の千葉港の利用
意向についての問いには、約３分の１が
千葉港の利用を検討したいと回答した
という。 
※ＴＥＵ：コンテナの個数単位で、２０フィート換算個数のこと。
　４０フィートコンテナ１個は２ＴＥＵとなる。 

　千葉中央埠頭の対岸が、京葉臨海
工業地帯の核となった川崎製鉄（株）
千葉製鉄所（現ＪＦＥスチール東日本製
鉄所（千葉地区））。 
　この地域では、同製鉄所の東工場を
含む千葉市の「蘇我特定地区」整備
計画が２００１年に公表され、一部の工
事が進んでいる。同製鉄所では、東工
場施設の西工場への移設を進めてい
るが、その跡地を含む地域の都市再生
総合整備事業で、対象面積は約２２７ｈａ。 
　この整備計画では、概ね５年ごとに
３段階の整備プログラムが示されている。
第１段階（開始から概ね５年後まで）で
は土地区画整理事業の実施、総合スポー
ツ公園（防災公園）の整備（一部）、街
路事業の実施などが挙げられており、第
２段階（概ね１０年後まで）では総合スポー

ツ公園（防災公園）の整備（完了）、蘇
我駅および周辺の整備などで、第３段階
（概ね１５年後まで）へと続いている。 
　対象面積の大半を占める製鉄所の
空いた土地を大きく生まれ変わらせる計
画で、主に商業地区、住居系用途地区、
千葉市総合スポーツ公園（防災公園）、
蘇我エコロジーパークで構成される。商
業地区では来年、海辺に映画館や温浴
施設を含む新しい複合大型商業施設
が開業予定。千葉市総合スポーツ公園
（防災公園）には全国でも稀な全周屋
根付きの市民球技場（来年夏にオープ
ン予定）のほか、庭球場、陸上競技場、
ウォーキング・ジョギングロードなど。蘇我
エコロジーパークは、循環型社会の形
成に向けたリサイクル施設や研究・学習
施設などで構成される。 

千葉ポートタワーとコンテナターミナル 

製鉄所の空いた土地で都市再生総合整備事業 

2002年 
輸　出 

429,813トン 

製造食品 
（5.2％） 

染料・塗料・合成樹脂 
その他化学工業品 
（78.8％） 

その他（5.3％） 

化学薬品 
（8.4％） 

鉄　鋼 
（2.3％） 

定期コンテナ輸出入貨物の構成比 

2002年 
輸　入 

222,564トン 

化学薬品 
（6.8％） 

染料・塗料・合成 
樹脂・その他 
化学工業品 
（14.8％） 

その他 
（35.8％） 

窯業品 
（5.3％） 

石材等 
（37.3％） 
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旭硝子（株）千葉工場の専用桟橋で、化学製品の原
料になる原塩などの陸揚げに川崎重工製の「バケット
ホイール式連続アンローダ」（１時間当たりの陸揚げ能
力：１，０００ｔ）が活躍している。バケットの付いたホイー
ルを回転させてばら貨物を連続的に荷揚げするが、
垂直アームが中折れ式なので、船倉の隅 ま々できれい
に陸揚げできる。 

石油化学工業の根幹をなす重要物質・エチレンの生産能力日本一を誇っている。 

大型タンカーが着桟した京葉シーバース。日本の原油総輸入量の約１５％を陸揚げしている。 

千葉信号所。 南部の臨海部には石油タンクや石油化学工場などが連なってまさに壮観である。 

「安全第一」で原油の陸揚げを監視する。 

原油がパイプを通って臨海部に送られる。 

　この辺りから千葉港の南端の袖ケ浦
にかけての臨海部には、石油タンクや石
油化学工場などの抽出塔や蒸留塔、火
力発電所の煙突などが、まさに林立といっ
た感じで立ち並んでいる。 
　京葉臨海工業地帯には４つの大手
の石油化学や化学会社の工場、関連
会社の工場などが集中している。有力
な４社もの工場が集まっているのは他に
例がない。 
　ところで、エチレンは、ポリエチレンの原
材料になるなど石油化学工業の根幹を
なす重要な物質であるが、京葉臨海工
業地帯の石油コンビナートの生産能力は
約２４７万７，０００ｔで全国の約３分の１。日
本一の生産能力を有している。（日本の
エチレンの生産能力は約７２３万２，０００ｔ） 
　４社の工場にはそれぞれ別の石油会
社から原材料が供給されているが、各
工場はパイプラインで結ばれており、原
材料を融通し合っている。また、石油化

学の２次製品も融通し合って工場の高
効率運営に役立てているという。 
　４社ではさらに、工場の排熱利用など
の共同研究を進めている。これらは、資源・
エネルギー消費の最小化や環境問題
への対応を一層進めながら、国際競争
に耐えられる最適なコンビナート生産体

制を構築していこうという“コンビナート・
ルネッサンス事業”の一環である。 
　「今後は、より一層世界と競争できる
付加価値の高い製品を、低コストで生
産できる工業地帯に育っていただきた
いですね。そのためには、県も規制緩和
など側面からサポートしていきたいと考え
ています」（千葉県商工労働部産業振
興課主幹の小泉英司さん） 

　これらの石油化学工場へは石油会
社から原材料が供給されているが、海
外からタンカーで運んできた原油を陸揚
げし、海底パイプラインで石油会社の各
製油所に送る施設がシーバース（原油
陸揚げ施設）である。 
　１９６８年、袖ケ浦の沖合い約８ｋｍ、千
葉港湾区域の西端に近い地点（水深
約２１ｍ）に完成した京葉シーバースは、
石油４社が建設した共同桟橋である。
同年８月に第１船の原油を荷揚げして
以来、２００２年６月の通算４，４１７隻目の
荷揚げで揚荷量１０億　を達成した。 
　「日本の原油の年間総輸入量が約
２億５，０００万　で、京葉シーバースでは
多い年は着桟が１４０隻を超え、４，０００
万　近くを陸揚げします。だいたい日本
の総輸入量の１５％を陸揚げしています」
（京葉シーバース（株）業務部長の沖田
義行さん） 
　沖田さんに京葉シーバースをご案内
いただいた。 
　同社の作業船「清澄丸」で走ること

約３０分。海上に巨大な構造物が現わ
れた。全長４７０ｍ、幅５４ｍ。３０万ｔクラス
のＶＬＣＣ（大型タンカー）を２隻、同時に
両側に着桟させて原油の陸揚げができ
るのが特色だ。ちょうど２６万ｔクラスのタ
ンカーが着桟して、原油の陸揚げを行なっ
ていた。 
　「大型タンカーで陸揚げに２泊３日か
かります。年間通常１３０隻ほどなので、
いつもどちらかのバースが稼働して

います」（沖田さん） 
　タンカーが着桟している間、同社の係
員は安全確保に万全を期す。「気象の
把握、特に船の動揺に影響する風には
気を使います。気象データを細かくチェッ
クして船員に伝え、また、厳しい目で安全
パトロールを行なっています」（同社業務
部直主任の黒川利雄さん） 
　人知れず、京葉臨海工業地帯の生
産活動を支えているのが、京葉シーバー
スである。 

　千葉税関支署がまとめた、千葉港の
２００３年（１～１２月）の「貿易概況」によると、
輸入額は前年比１５．９％増の２兆１，８００
億６，７００万円で、２兆円の大台を超えた。 
　輸入品別では、国内の原油備蓄量
の増加を反映して原油・粗油が１８．２％
増だったほか、石油ガス類が２３．４％増、
石油製品が１９．５％となっている。一方、
輸出は１３．８％減の８，５１５億円。中国向

けなどが好調だった鉄鋼が１３．７％増え
たが、乗用車などが不振だったためとさ
れる。 
　こうした数字だけではなく、広大な港
湾の臨海部に立ち並ぶ各種の工場や
石油タンク、サイロ、発電所、船積みを待
つコンテナ、シーバースで原油を陸揚げ
する大型タンカーなどが、千葉港の発展
を何よりも雄弁に物語っていた。 

エチレンの生産能力が日本一の石油コンビナート 

２００３年「貿易概況」が示す、発展する千葉港 

多い年には約４，０００万k の原油を陸揚げ 
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