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１. はじめに

中国華南の広州、香港、マカオを結ぶ三角地帯は

珠江デルタ（Pearl River Delta）と呼ばれ、改革開放

政策のもと目覚しい経済発展を遂げてきた。1979 年、

香港に隣接する深圳が経済特区に指定され、香港か

らの投資を呼び込む形で発展が始まった。さらに、

1985 年に珠江デルタ一体が沿海経済解放区として開

放され、経済発展は北部、さらに西部へと広がって

いった。

ここでは、成長著しい珠江デルタと、珠江デルタか

らの貨物集積地としての役割を担ってきた香港の主

要コンテナターミナルを取り上げ、その整備・運営

状況について報告する。

２.珠江デルタの概要

珠江デルタの人口は中国全体の 4% に満たないが、

GDP は中国全体の 10% を占め、香港、マカオを含め

た大珠江デルタ（Greater Pearl River Delta）の GDP
は世界第 11 位の国の経済規模に匹敵すると云われて

いる。また、珠江デルタの 2006 年の一人当り GDP
は 5,127 米ドルで、香港・マカオの 2 万 8 千米ドル

には遠く及ばないものの、中国の平均 1,714 米ドルの

約 3倍、さらに上海を中心とする長江デルタの 4,959
米ドルにも勝っている。

表 1　世界のコンテナ取扱量港湾ランキング

世界
ランク

港名 国名
2007 2006 2005

貨物量
（百万 TEU)

［対前年比]
貨物量

（百万 TEU)
［対前年比]

貨物量
（百万 TEU)

［対前年比]

1 シンガポール シンガポール 27.9 [113%] 24.8 [107%] 23.2 [109%]

2 上海 中国 26.2 [120%] 21.7 [120%] 18.1 [124%]

3 香港 香港 23.9 [101%] 2.5 [104%] 22.6 [103%]

4 深圳 中国 21.1 [114%] 18.4 [114%] 16.2 [119%]

5 釜山 韓国 13.3 [110%] 12.0 [102%] 11.8 [103%]

6 ロッテルダム オランダ 10.8 [112%] 9.7 [104%] 9.3 [112%]

7 ドバイ UAE 10.7 [119%] 8.9 [117%] 7.6 [119%]

8 高雄 台湾 10.3 [105%] 9.8 [103%] 9.5 [97%]

9 ハンブルグ ドイツ 9.9 [112%] 8.9 [110%] 8.1 [115%]

10 青島 中国 9.5 [123%] 7.7 [122%] 6.3 [123%]

11 寧波 中国 9.4 [132%] 7.1 [136%] 5.2 [130%]

12 広州 中国 9.2 [139%] 6.6 [141%] 4.7 [142%]

・・・・・

24 東京 日本 4.1 [104%] 4.0 [104%] 3.8 [114%]

・・・・・

28 横浜 日本 3.4 [107%] 3.2 [111%] 2.9 [106%]

出典：Containerisation International 等のデータを元に OCDI 作成
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シンガポールと抜きつ抜かれつのデッドヒートを毎

年演じてきたが、近年は珠江デルタのコンテナター

ミナルの整備が進むにつれ貨物増加率は低迷（1% ～

4%）している。2005 年には世界一コンテナターミナ

ルの地位をシンガポールに譲り、さらに 2007 年には

上海にも抜かれて世界第 3位に落ちた。深圳も迫っ

てきている。

香港の主要コンテナターミナルはクワイチュン地

区に集中しており（シェア：72%）、バース総延長は 8.4
㎞（図 1参照）。ハチソン（HIT）、モダンターミナル

（MTL）、DP ワールドなど民間オペレーターの運営に

よる本船荷役が行われている（表 2参照）。

珠江デルタの経済発展に伴って、部品の輸入や製品

の輸出など、この地域の物流も著しく増大している。

表 1に、2007 年のコンテナ取扱量の世界ランク上位

12 港と日本の上位 2港を示す。香港のコンテナ取扱

量は約 24 百万 TEU で世界第 3位であるが、ここ数

年の増加率は 1% ～ 4% にとどまっている。一方、深

圳が約 21 百万 TEU で 4位、そして広州が約 9百万

TEU で 12 位であり、深圳は対前年比 14% ～ 19%、

さらに広州は対前年比 40% 前後で増加している。さ

らに広州は、2007 年のコンテナ取扱量が中国で第 5

位であったが、2008 年上期（1月－ 6月）には青島、

寧波を抜いて中国第 3位にランクインされている。

先ず香港のコンテナターミナルの整備・運営状況

について概説した後、珠江デルタの主要コンテナター

ミナルの整備・運営状況について、 近のトピック

スも含め紹介したい。

３. 香港のコンテナターミナル整備・運営

状況

クワイチュン地区のコンテナターミナル

自由貿易港香港のコンテナ取扱量は、1978 年以来

の中国の対外経済開放政策とともに増大し、1992 年

にはシンガポールを抜いて世界 1位となった。以来、

表 2　クワイチュン地区コンテナターミナルの概要

ターミナル
名

資  本 岸壁延長 QGC
取扱量
[ 能力 ]

（百万 TEU）

HIT
ハチソン（67%）
PSA（20%）

3,992 ｍ 49 基
8.1

[8.5]

MTL
MTL（68%）
チャイナマーチャンツ

（27%）
2,322 ｍ 30 基

5.8
[4.0]

COSCO-HIT
COSCO（50%）
HIT（33%）
PSA（10%）

1,088 ｍ 9 基
1.9

[1.5]

ACT
PSA（54%）
DPW（46%）

740 ｍ 8 基
1.0

[2.0]

DPW
DPW（67%）
PSA（33%）

305 ｍ 4 基
0.5

[1.2]

出典：MARDEP 資料に一部追記

図 1　クワイチュン地区コンテナターミナルの配置
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香港の荷役形態で特徴的なのは、通常の「コンテナ

ターミナルでの本船荷役」に加え、「バージによる本

船積み替え（リバートレード）」、即ち珠江デルタか

らバージでフィーダー輸送されてくるトランシップ

メント貨物の割合が高い点である。香港の 2007 年の

コンテナ取扱量約 24 百万 TEU の内、三割にあたる

7.5 百万 TEU がこのリバートレード貨物として取扱

われた。リバートレードは、バージ輸送コストの安さ、

そしてサービス便数が圧倒的に多い香港の利点を活

用した荷役形態であるといえる。

４. 珠江デルタの主要コンテナターミナル

整備・運営状況

塩田コンテナターミナル

塩田 CT は、香港資本のハチソン（出資比率：約

70%）と地元資本（同：約 30%）の共同出資で設立

された。1994 年のオープン以降、着実にコンテナ取

扱量を伸ばしており、2007 年の年間取扱量は一千万

TEU に達した。

ガントリークレーンの多数基掛け（通常 4～ 6基）

による荷役時間の短縮が日常的に行われている（写

真1参照）。2006年に世界 大のコンテナ船、エママー

スクが寄港した際には 10 基のガントリークレーンを

同時に投入して荷役を行った。

また、40 フィートコンテナが同時に 2ボックス荷

役可能なガントリークレーン（ツイン 40）の導入が

進められており、既に 66 基中 27 基がツイン 40 対応

になっている。

そして 2007 年の荷役効率の実績は、ガントリーク

レーン 1 基当り平均 35 move/ 基 / 時、1 バース当り

で 121move/ バース / 時であった。

赤湾コンテナターミナル

地元資本（55%）、香港の不動産会社（25%）、こ

れにチャイナマーチャンツと香港モダンターミナル

の合弁会社の共同出資により設立され、1993 年にオー

プンした。2007 年のコンテナ取扱量は、対前年比

20% 増の 6百万 TEU であった。この内、トランシッ

プ貨物は 16%、また、空コンテナ率は 27% であった。

出典：赤湾 CT 資料

写真 2　トリプル 40

写真 1　ガントリークレーン 6基による荷役状況（塩田 CT）

撮影：永田実氏

写真 3　地上給電方式による RTG の駆動（塩田 CT）
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赤湾 CT ではツイン 40 が 5 基投入されており、さ

らに、40 フィートコンテナが同時に 3ボックス荷役

可能なトリプル 40 が、試験的な取組みではあるが世

界で初めて設置されている（写真 2参照）。

また、石油価格の高騰を受け、ヤードクレーン

（RTG）の駆動を外部電源で行う地上給電方式の導入

が進められている（72 基中 36 基に導入済み）。この

方式によりエネルギーコストの低減が図れ、かつ、環

境にも優しいので、さらに導入を進める予定である。

この地上給電方式は、塩田 CT や香港のコンテナター

ミナルでも導入が進められている（写真 3参照）。

蛇口コンテナターミナル

チャイナマーチャンツと COSCO の共同出資によ

り 1989 年に設立され、1991 年供用を開始した。現

在の蛇口 CT の出資比率はチャイナマーチャンツ：

73%、香港モダンターミナル：27% となっている。

2007年のコンテナ取扱量は3.3百万TEUであった。

現在建設中の№ 8、9バースが完成すると年間取扱能

力は 4.5 百万 TEU に増大する。

大鏟湾コンテナターミナル

拡大を続ける珠江デルタのコンテナ貨物に対処す

るため、大鏟湾に新たなコンテナターミナル（Phase1
～ Phase4、図 2参照）の整備が進められている。

Phase1 のターミナル建設は 2005 年に着手され、

2007 年 12 月、5バースの内 2バースが供用を開始し

た。Phase1 の出資者は香港モダンターミナル（65%）

と深圳市（35%）である。

出典：大鏟湾 CT 資料

図 2　大鏟湾（Da Chan Bay）コンテナターミナル計画
 平面図

Phase2 は、AP モーラー・マースク（51%）、チャ

イナマーチャンツ（14%）および深圳市の共同出資

で埋立工事が始まっており、2010 年の完成を目指す。

Phase3、Phase4 の着工時期は未定であるが、すべ

て完成すると、コンテナ取扱能力が一千万 TEU のメ

ガターミナルが出現することになる。

南沙コンテナターミナル

広州には、自動車メーカをはじめ 130 社を超える

日系企業が進出するなど、製造業の進出が目覚しく、

これに伴って物流も著しく増大している。広州港の

2007 年のコンテナ取扱量は、前年比 39% 増の 9.2
百万 TEU に上った。広州港では、珠江の河川港とし

て新港、新沙のコンテナターミナルがシンガポール

資本の PSA と広州港湾局との合弁会社により運営さ

れているが、増大する貨物量に対処するため、広州

赤湾コンテナターミナル

大鏟湾 CT の Phase1 一部オープンの状況
（手前は Phase2、左手は Phase4 建設予定地）



OCDI QUARTERLY 77

31

市中心部および香港からそれぞれ約 70 ㎞に位置する

河口部を埋立てて南沙 CT の整備が進められてきた。

南沙 CT は現在、第 1期ターミナル（NCT）と第 2

期ターミナル（GOCT）が稼働している。

NCT は、広州港集団有限公司（51%）とチャイナシッ

ピング（40%）が主体となって設立され、2004年にオー

プンした。

GOCT は、広州港集団有限公司（41%）と APM ター

ミナル（59%）の共同出資によって設立され、2007

年にオープンしている。

南沙 CT の 2007 年コンテナ取扱量は 4.4 百万 TEU
であった。この内、主に華北および華東との内貿貨

物が 65% を占め、外貿貨物は 35% に止まっている。

今後、国際航路の開設が順調に進めば、大水深バー

表 3　コンテナターミナルの諸元とコンテナ取扱量（2007 年）

港
コンテナターミナル

（CT)
岸壁水深
岸壁延長

ターミナル
面積

ガントリー
クレーン

取扱量
[ 取扱能力 ]
（百万 TEU)

備考（拡張計画、等）

深圳 塩田 CT 14 ～ 16 ｍ
6,092 ｍ

252 ㏊ 66 基 10.0
[8.0]

№ 14、15 バース建設中
（2010 年完成予定）

赤湾 CT 14.5 ～ 16 ｍ
3,400 ｍ

125 ㏊ 37 基 6.0
[6.2]

物流基地建設構想

蛇口 CT 14 ～ 17 ｍ
2,550 ｍ

106 ㏊ 30 基 3.3
[4.5]

№ 8、9 バース建設中
（2009 年完成予定）

大鏟湾 CT（Phase 1） 15.5 ｍ
1,830 ｍ

112 ㏊ 8 基
計画：26 基

-
［2.5］

2007 年 12 月に一部オープン

広州 南沙 CT 15.5 ｍ
3,500 ｍ

405 ㏊ 34 基 4.4
［7.2］

1 期：2004 年 9 月オープン
2 期：2007 年 10 月オープン

第 2期
（GOCT)

第 1 期
（NCT)

出典：南沙 CT 資料

図 3　南沙コンテナターミナル鳥瞰図
南沙コンテナターミナル（GOCT から NCT を望む）

ス（15.5m）を活かした国際コンテナターミナルとし

ての役割を果たしていくものと思われる。

以上述べてきた珠江デルタ主要コンテナターミナ

ルの諸元と取扱量を表 3に示す。

５.おわりに

香港を拠点とするハチソンやモダンターミナル、さ

らに船社系の APM ターミナルなど、経験豊富なター

ミナルオペレーターが珠江デルタに進出して近代的

なコンテナターミナルを整備し、安い労働力を使って

運営を行っている。このような状況の中、労務費の高

い香港で、コンテナターミナルは荷主、船社に対して、

今後どのようなサービスを提供して珠江デルタのコ

ンテナターミナルと競合あるいは連携していくのか、

注目していきたい。

（こかど　たけし　国際港湾政策研究所研究員）




