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OCDI 国際港湾政策研究所では、「海外の港湾の管

理制度、形態の変化」を研究テーマのひとつとして

おります。1980 年代当初から、イギリスなどで通信、

鉄道、港湾などの民営化が進められたことは良く知ら

れているところですが、既に 30 年近く経過して民営

化ならではの問題が起こったり、民営化された会社の

買収、合併などが進んだりしております。オランダで

は、2004 年になってロッテルダム港が株式会社化さ

れました。シンガポールでは、株式会社されたPSAが、

世界の港でターミナル運営をするようになり、韓国の

釜山港湾公社も企業化され世界展開の方向に向かっ

ています。ここでは、「民営化とその後」という観点

から、各国の港湾の動きを追ってみたいと思います。

1. 民営化の流れ

イギリスでは、サッチャー政権の誕生（1979 年）

とともに公共サービスの民営化政策が進められま

した。1982 年からは英国鉄道の地域独占が排除さ

れ、旅客 3部門、貨物 2部門に組み替えられました。

1983 年には英国港湾運輸公社1が民営化され、株式の

売却が行われました。さらに、1984年には、ブリティッ

シュテレコムの株式が売却されています。日本では、

1987 年 3月末、国鉄民営化が行われたところです。

丁度、1983 年から 84 年にかけてのイギリスの港

湾民営化の調査では、ロンドン港やサザンプトン港

は、「自由に運営できるようになる、歓迎だ、港湾労

働規制2が無くなれば港湾労働の効率の悪さ、労賃の

高さに縛られなくなる。」という意見でした。港湾労

働規制というのは、港湾労働者の登録制度です。港ご

とに登録者数の枠の制限があり、新規登録が大変困難

で、港湾労働者の退職時にこの登録が売買されるとう

状況でした。イギリスの港湾民営化は、このような

労働慣行の打破を目的としたものでもあったのです。

1 British Transport Docks Board
2 National Dock Labour Scheme

1.1. Privatization：私有化と民営化

Privatization とは、「公的主体から民間主体へと事

業の所有を移すこと」、広義の意味では、「公共料金の

徴収機能、法律の執行を行う機能など政府の機能の一

部を民間へと移行すること」と理解されています。す

ると、イギリスなどで生じた港湾の Privatization は

「私有化」と訳すのが正確であります。これは、1997

年頃イギリス港湾の Privatization を調査した時、当

時の港湾民営化をレビューする各種レポートを検討

する中で、横浜国大の来生先生3が使われた定義です。

したがって、Privatization を「民営化」と訳す場合、

「私有化」もあれば、事業運営を民間委託するだけの

広義の「民営化」まで含む幅広い概念であるいうこ

とになります。

1.2. ポートオーソリティの形態と Privatization

ポートオーソリティの定義はなかなか難しいので

すが、一般的には、「国、州、県、市などの行政組織

の一部局、またはそれらの設立する公社、あるいは

認定する株式会社などであって、港湾の整備、管理に

責任と権限を有し、場合によっては港湾施設の運営、

荷役作業等も実施する機関である。」と定義4できそう

です。

したがって、各国ともポートオーソリティは公的な

性格を有するのですが、自らが港湾荷役、作業など

を行う部門を持つ「包括型」ポートオーソリティと、

港湾施設を所有し管理するが、荷役作業などのサー

ビス提供は他者に行わせる「家主型（Landlord）」ポー

トオーソリティに分類されます。

この、「包括型」ポートオーソリティであったとこ

ろは、イギリス、シンガポール、タイなどですが、「私

有化」あるいは広義の「民営化」が行われました。欧

州大陸国は基本的には「家主型」ですが、スペイン、

イタリアなどは国の関与の強い形態でした。これら

3 イギリスにおける港湾私有化の現状、OCDI 港湾民営化調査）
（1997）横浜国立大学　来生　新

4 EU 事務局の定義（The Commission of European Union, 1977）
をベースに OCDI 作成
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の国では、ポートオーソリティは、会社化されたり

独立採算の公社化されたりしています。米国も、ロ

サンジェルス港などには直営部隊がありましたので、

100%「家主型」だったとはいえませんが、概ね「家

主型」です。日本は、地方公共団体がポートオーソ

リティなので、 初から「家主型」です。

現在 100%「包括型」で残っているポートオーソリ

ティは少ないと思います。途上国では、まだこの「包

括型」が残っていますが、先進国では何らかの形で「家

主型」か「民間型」に移行しました。「民間型」とい

うのは、各国で法令等に基づき許可、承認あるいは

認定され、港湾の経営を行う会社あるいは公社など

です。

1.3. イギリスの港湾私有化の背景

まず、イギリスの港湾私有化が行われた背景を振り

返ってみたいと思います。そもそもポートオーソリ

ティというのは、政府の支配から少し距離をおいて、

政権にあまり左右されずに港湾を自主運営しようと

してヨーロッパで発生したものです。イギリスでは、

1908 年（明治 41 年）にロンドンポートオーソリティ

法が成立しています。サザンプトン港などは、鉄道

会社によって整備され運営されていた民間港でした。

第二次世界大戦後、イギリスでは経済再建のため

に各種事業の国有化が進められ、1947 年の運輸法5に

よって、鉄道会社の経営していた主要 21 港が国営公

社管理下になりました。経済が復興すると、今度は

規制緩和、小さな政府を目指して港湾の私有化が進

められることになったのです。

まず、国営公社管理下にあった 21 港が ABP6に引

き継がれ、1983 年に ABP の株式の 50％強が売却さ

れました。ロンドン港は国営公社管理ではなく、独自

のポートオーソリティだったのですが、1991 年にティ

ルベリーターミナルを切り離してターミナル運営か

ら離れ、航路の維持管理や船舶の入出港の安全確保、

水域環境の保全に関する業務に専念するようになり

ました。このティルベリーターミナルは、当初独自

の株式会社として設立されたのですが、3年後には別

の会社に売却されます7。このように、ABP 管理の港

5 Transport Act 1947, UK
6 Associated British Ports 株式会社
7 Port of Tilbury London Limited 設立　1992、

Forth Ports PLC へ売却　1995

もトラスト港8も私有化が進められたのです。

1.4. アメリカの港湾の歴史－私有から公有－

アメリカでも、19 世紀始めから 19 世紀末まで、民

間資本による港湾開発、運営が一般的で、公共部門は、

港湾の開発、運営にほとんど関与していませんでし

た。民間資本というのは鉄道会社が多かったようで、

鉄道会社資本の民間港湾は、競争状況にある鉄道系

列の船社は受け入れないとか、料金を高くするとか、

差別的、独占的に営業したようです。これでは、経

済成長の足かせになるとのことで、公共的に港湾を

管理するポートオーソリティの設立が始まりました。

したがって、ヨーロッパとは、ポートオーソリティ

設立の理由が異なります。

1863 年には、サンフランシスコ州立港湾委員会、

1891 年にはポートランド港湾委員会が設立され、こ

の頃から港湾に公共管理が導入されはじめました。

1911 年には、ワシントン州の港湾行政区法が制定さ

れ、シアトルポートが設立され、1921 年には、ニュー

ヨーク・ニュージャジーの二つの州にまたがるポート

オーソリティが設立されています。その設立理由は、

「ハドソン川を挟んで鉄道会社がそれぞれのターミナ

ルを運営しているが、その非生産的競争が激化し、背

後都市の便益を考えると一体的な運用が必要である」

と説明されています。

途上国では民間資本とまでは言えないのですが、ス

リランカのコロンボ港などでは、1870 年代に、現地

総督府が、イギリス本国の了解をとり、ロンドン市場

で債権を発行して資金を調達して、コロンボ港を建設

したのが始まりですので、民間資金による開発となっ

ていました。

2. 私有化・民営化の評価とその後

2.1. イギリス港湾私有化の評価

イギリスの港湾私有化後 10 数年を経た時点の事後

評価9では、プラス面として、1）ポートオーソリティ

がビジネス展開を独自に決定できるようになった。2）

8 トラスト港とは、法令に基づき公的に認定された団体が管理す
る港で、イギリスでは一般的な形態。ABP 管理港を除く主要な
商港に多い。これ以外では、市当局あるいは私企業の管理する
形態がある。

9 Private profit, Public loss: The financial and economnic 
performance of U.K. ports; Richard Saundry, Peter Turnbull, 
1997 あるいは The Comparative Performance of Public and 
Private Enterprises, The Case of British Ports; Zinan Lie, 1995
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港湾労働がポートオーソリティから民間会社に移行

して料金が低下した。3）船社とその関連会社が港湾

投資を行うようになったので、総投資額が増加した。

4）港湾労働者も株を割り当てられたので、利益を得

た。5）港湾会社の株価が上昇し、評価が上がった。6）

港湾に対する国の支出が減少した。7）港湾産業全体

の競争力が上昇した、などが挙げられています。

マイナス面は、1) 港湾会社の株式の売却価格が市

場価格より低く、公共の損失、民間の利益となった。2）

民間港湾会社が船舶の入出港をコントロールする権

限を持ったので、他のサービス会社が参入出来ない。

3）私有化によって港湾間の競争もターミナル間の競

争も促進されなかった。4）公共のポートオーソリティ

の独占は、そのまま民間港湾会社による独占に移行

した。5）私有化された会社は港湾の公共的機能に注

意を払わない。6）私有化された港と従来型の管理の

港で効率に差は無かった、などでした。

港湾私有化は、港湾労働規制の撤廃や民間参入では

効果があったが、港湾の効率を上げるために採った

施策が新たな課題を生んだといえるでしょう。

2.2. 新港湾政策（Modern Ports UK, European Ports 

Policy）

イギリスでは、環境保護団体が反対し長い間懸案

となっていたサザンプトン港拡張事業10 に、2004 年、

運輸大臣が不許可の決定をしました。公共によるマ

スタープランがないと、私有化された港湾会社では

港湾施設整備が円滑に進まないのかもしれません。

港湾私有化から 20 年近く経た 2000 年、イギリス

は、新港湾政策11 を発表しました。これは、1964 年

以降初めての港湾政策とのことで、2007 年にはその

レビューのレポート12 を発表しています。これらの中

では、1）イギリス港湾の退潮が顕著であること、2）

港湾施設の整備が遅れていること、3）国内港湾への

トランシップおよび北欧へのトランシップ機能が撤

退していること、4）欧州大陸の港のフィーダー港の

位置になってしまったことを指摘し新たな政策を樹

立しようとしています。

10 ABP が事業主体となって Dibden 地区にコンテナターミナルを
整備する計画

11 Modern Ports - A UK Policy, November 2000, UK
12 Ports Policy Review Interim Report, 2007, Department of 

Transport, UK

これ以前の 1997 年に、英国政府は、タイン港（ト

ラスト管理の港）を強制的に私有化する方針を撤回し

ました。これ以降、トラスト管理港は、私有化よりも

透明性を高めることが必要との政策をとり、トラスト

管理港のより良いガバナンスのための指針を作成、公

表しています。これも、新港湾政策に含まれています。

EU では、1990 年半ばまで各国の港湾政策には不

介入でしたが、1997 年に政策提言13 を出して EU 内

の沿岸輸送を振興すること、港湾の競争条件を揃え

ること、などを共通政策に掲げました。この一環で、

船社が船員に荷役をさせることを許可する「自家荷

役（セルフハンドリング）」に関する規定が欧州議会

に提案されましたが、各国のスタンスの違い、港湾

労働組合の反対などがあり、2003 年 11 月、僅差で

否決されました。2007 年には、再度、港湾サービス

の自由化、公共の財政支援の透明性の確保、などを

掲げる港湾政策14 を発表しています。

2.3. NZ の港湾民営化とその後

ニュージーランドでは、1988 年、オークランド港

が、地方公共団体の港湾委員会15 による運営から港湾

会社に移行し、オークランド港湾会社が設立されまし

た。この時点では、港湾会社の株式の所有は、ワイカ

ト広域行政区 20％、オークランド広域行政区 80％で

したが、1993 年、ワイカト広域行政区が株式を一般

に売却しました。オークランド港湾会社は、20% 民

間、80％公共のまま 10 年以上運営されて来ましたが、

2004 年、所有するウェストヘブンマリーナを競売に

付しました。これに対し、大事なマリーナを民間売却

しないよう求める世論が沸き起こり、結局、NZ 政府

が落札し、政府からオークランド市へ落札価格より約

4億円安い価格で売却されました。政府による補助が

行われたことになります。

この出来事のあと、オークランド市は、オークラン

ド地域ホールディングス（ARH）16 を使って、民間所

有分の株式 20％を買い取ったので、2005 年には、オー

クランド港湾会社は 100％ ARH の所有する会社とな

りました。これは、一部私有化された港湾を公共が買

13 Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure, 
Commission of the European Communities, 1997

14 Communication on a European Ports Policy, COM (2007), 
Commission of the European Communities, 2007

15 Harbour Board
16 オークランド広域行政区の管理下にある公的投資会社で、イン

フラ等への投資会社
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い戻した事例となりましたが、株式の買い取り価格

が市場価格を大きく上回ったので、その買収をめぐっ

ては批判的な論調もでたようです。

2.4. ロッテルダム港の会社化

オランダのロッテルダム港は、ロッテルダム市港湾

公社が管理、運営していましたが、2004 年 1 月、株

式会社化されました。設立時は、ロッテルダム市が

株式を 100％所有していましたが、マースフラクテⅡ

などの開発が中央政府から承認されたことを契機に、

政府が資本参加することが決まり、2007 年 4 月時点

の株主構成は、ロッテルダム市 75％、中央政府 25％

となっています。ロッテルダム港湾会社の定款では、

株主を公共団体、公共団体の投資会社、あるいは港湾

会社自身の参加する会社のみに限定しており、この港

湾会社の株式の一般売却は禁止されています。イギリ

スなどで進められた港湾私有化とは異なる方式です。

むしろ、国の関与が高まったと考えられます。

3. 港湾民営化後の変化

3.1. コンテナターミナルのフランチャイズ化

シンガポールでは、1996 年に従来のポートオーソ

リティを株式会社 PSA17 とし、港湾行政は政府の一部

門 MPA に移管しました。ただし、PSA の株式は現

在でも政府の投資会社タマセクが 100％所有していま

すので、私有化形式の民営化ではありません。その

後、PSA は積極的に海外展開し、現在では、16 ヵ国

で 28 ターミナルを運営しています。シンガポールの

港湾民営化は、海外展開が狙いであったようです。シ

ンガポール政府 100％出資の海外展開と言えるでしょ

う。今、シンガポール港では、MPA がポートオーソ

リティと称しています。

PSA の他にも世界的に展開しているターミナルオ

ペレータは、DPW18、AP Moller ターミナルズ19、ハ

チソン20、SSA マリーン（米国）などです。このうち、

政府系投資会社が 100％所有しているのは、PSA と

DPW、その他は民間資本です。1990 年代半ば以降、

これらのグローバルターミナルオペレータが、コン

テナターミナルの運営を受託あるいはターミナルを

17 現在は PSA International Pte Ltd とそのグループ
18 Dubai Ports World、アラブ首長国連邦、P&O Ports を買収して

世界展開、31 ヵ国、48 ターミナル運営
19 マースクグループ、本社はオランダ　ハーグ、31 ヵ国、50 ター

ミナル運営
20 Hutchison Port Holdings、香港、24 ヵ国、47 ターミナル運営

自ら建設して運営する方式で参加するようになりま

した。コンテナターミナル運営のフランチャイズ化

です。

3.2. 民間による港湾投資の規模と収入

グローバルターミナルオペレータの規模と、主要

港の財務規模を比べてみます。PSA の 2006 年の収

入は、37.4 億シンガポールドル（2,656 億円）、税引

き後利益は 12.3 億シンガポールドル（870 億円）で

す。シンガポールで 2,400 万 TEU、海外で 2,730 万

TEU（2006）を取り扱っています。ロッテルダム港

の 2005 年の収入は 699 億円、利益 120 億円、取扱

量は 930 万 TEU （2005）でした。東京港の 2007 年

度収入は、は、直営 87 億円、埠頭公社 221 億円、合

計で 308 億円、取扱量は 414 万 TEU（2007）でした。

グローバルオペレータは、ロッテルダム港や東京港

に比べても大変大きなビジネスになっていることが

分かります。

近では、これらグローバルオペレータの間で株

式の買収が行われるようになりました。2006 年に

DPW が P&O を買収した時は、68 億米ドル（7,300
億円）を投資しています。ただし、米国の港湾で

P&O が運営していたターミナルについては買収でき

ず、他へ譲渡されましたのでこの分は差し引く必要

がありますが、巨大な投資です。2005 年には、PSA
が 9.3 億米ドル（1,000 億円）で香港の HIT ターミナ

ルの株式の 20％、COSCO-HIT ターミナルの株式の

10％を取得しました。さらに PSA は、2006 年、44

億米ドル（4,700 億円）でハチソン港湾投資会社21 の

株式の 20％を取得しています。日本の 2008 年度の

港湾投資は、事業費で 3,775 億円ですから、これを優

に超える額の買収が行われるようになって来ました。

3.3. 海外株主の所有する英国港湾

私有化されたイギリスの ABP ですが、株主が変

遷し、現在では、カナダ オンタリオ市の年金投資

ファンド OMERS が 33.3％、シンガポールの投資会

社 GIC が 33.3％、ゴールドマンサックスの投資部門

が 23.3％、プルデンシャルのヨーロッパ投資部門が

10.0％と公表されています。自国の会社のファンドは

入っていません。グローバル化でしょうが、イギリ

スの主要港 21 港を管理運営する会社は、海外株主の

21 Hutchison Port Holdings Ltd の 20％、
Hutchison Ports Investments の 20％
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権利の下に置かれたことになります。

4. まとめ

4.1. 港湾私有化の中止

1980 年代初頭に始まる港湾の私有化、民営化の結

果ですが、港湾の私有化は「包括型」ポートオーソリ

ティの近代化（主に港湾労働制度の近代化）に対して

大きな効果をもった、しかし、港湾施設の適正な供

給、港湾利用の振興の面では後れをとった、と言える

のではないでしょうか。イギリスでは、強制的な私

有化は中止となりましたし、ニュージーランドでは、

買戻し事例が発生しました。 近の EU の港湾政策で

も、港湾の自由化は掲げられていますが、ポートオー

ソリティの民営化は掲げられていません。

4.2.PPP22 の一般化

ただ、広義の民営化という観点では、グローバル

ターミナルオペレータの進出が世界的に進展してお

り、民間投資の規模が拡大していますので、ますます

進展するものと思われます。途上国の港でも広義の

民営化が進んでいます。「包括型」ポートオーソリティ

が、運営（オペレーション）への民間参加を許容し、「家

主型」ポートオーソリティが海外のオペレータ、船社

等の投資、運営参加を招聘したことにより、港湾の開

発にあたっては、PPP が一般的な形態となりました。

その重要性が一層増していくものと考えられます。

海外の民間オペレータ、船社等がターミナル運営に

参加する形態は、現地法人の設立、現地の港湾公社あ

るいは港湾企業と合弁会社の設立、現地の港湾会社へ

の資本参加、などがあります。ひとつのターミナル

への投資規模は 250 億円程度に及び、一般的な公共

投資の規模に匹敵するものです。他の国際的オペレー

タの株式を買収する場合は、5,000-7,000 億円の規模

になっており、これら企業の戦略が港湾整備の方向

を左右する状況になって来ています。

4.3. ポートオーソリティの戦略

ポートオーソリティは、従来、レギュレータ側（行

政）とオペレータ側（経営）の性格を持っていまし

たが、各国ともこれを分離する方向になっています。

シンガポール港、ロッテルダム港、釜山港等の戦略は、

レギュレータ側の機能は政府部門に移し、オペレータ

22 Public Private Partnership

側の機能を強化して海外展開により業務拡大を図る

方向のようです。シンガポールは 1996 年に PSA と

MPA を分離し、PSA は政府 100％所有の株式会社と

して、積極的に海外展開しました。ロッテルダムでも

市営港湾を 2004 年に株式会社化しましたが、株式の

保有は、公共団体およびその所有する会社に限定され

ていますので、株式会社化の狙いは海外展開を含む

多角化にあると考えらます。釜山港湾公社も、2004年、

政府 100％出資の企業体となり、海外展開を開始して

います。

近の海外の港湾政策を見ると、レギュレータ側

は、ターミナル運営に競争原理を導入して、港湾運

営の効率化、港湾整備の促進を図ろうとし、オペレー

タ側は、自分の港以外への国際展開を図って、業務の

拡大を図る方向を目指しているようです。日本でも

ターミナル運営を業務とする株式会社が生まれてい

ますので、将来の海外展開を期待したいと思います。

（本稿は 2008 年 10 月 28 日の OCDI 講演会での発

表を文書化し、加筆、修正したものです。）

（すずき　すみお　前国際港湾政策研究所長）




