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天津港（中華人民共和国）
       Port of Tianjin (People's Republic of China)

國田　治

1. はじめに

中国は、海運において目覚しい発展をとげて

おり、まさに括目という言葉に値する。中国の

海運ブームは巨大コンテナ船時代をいとも簡単

に現実のものとした。それらの業績は上海港が

一手に握っている感がある。

一方、天津港は、わたしの頭の中ではこれま

で地味な存在であった。

思い出せば 1980 年に、日本との経済協力の

第 1 陣として石臼所港（せっきゅうしょこう）、

秦皇島港（しんのうとうこう）を手がけたこ

ろ、中国交通部の案内で天津のコンテナ埠頭建

設現場を見学する機会があった。 案内された

場所は、遠浅の場所に四角い断面のコンクリー

トパイルを打ち込んでおり、上部工のプラット

フォームが出来ているような場所もあった。し

かし、それはどの場所であるか、実はよく分か

らなかった。なぜなら、中国の人から地図のコ

ピーをもらうなどのことは当時不可能であった

し、市販の地図も無く、グーグル・アースも無

かったからである。 中国の人が港の名前でタ

ングに言及したとき、年齢の若いわれわれ 30

代の団員がそれは何処にありますか、と質問し

た。このとき、中国の人が怪訝な様子であったの

を鮮明に覚えている。タングは天津港が河川の内

陸港で浅かったために、日本が開発を手がけたの

が始まりであるとその人から知らされた。また、

筆者は近年になって、港湾の先輩が、タングの港

湾予定地に調査に行ったころの思い出を港湾学術

交流会の会報に載せていたのを見た。

今年、国交正常化３５周年の記念訪中団に加わ

り、天津港を訪問するまでは、天津が発展したと

の認識がありながら、なお、天津港のイメージは

石炭や鉄鋼など黒い貨物に汚れた港、遠浅の埋め

立て地と建設現場などであった。

図 2　天津港の取扱貨物量

2. 天津港の現状

しかし今日の天津港は昔の天津港やタングの港

とは全く異なった姿を見せていた。2005 年を過

ぎた頃から急に天津港の巨大な姿が現れた。いま

や、航空写真でみる天津港は、あまりにも広大で、

気の遠くなる存在である。

天津港は、まさに昇竜のごとき中国の首都・北

京の港であり、北京につながる広大な背後圏を控

えた港としてふさわしい姿を現してきている。

図 1.　日本と天津港の地理的関係

＜海外事情調査＞
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図 3　天津港平面計画図

当時見学した工事現場は、赤いクレーンのある

コンテナヤードであったものと推定される。

3.「京津塘高速道路」

天津港のイメージが変った理由を挙げると、北

京～天津～塘古（タング）間の「京津塘高速道路」

が 1988 年に工事が始められ、1993 年に全線開

通し、天津への接続がよくなった。それだけでも

天津が近代的な都市であるとの印象を訪れる人に

与える。

「京津塘高速道路」も中国経済の発展とともに、

今や通行量もキャパシティーを超え、交通渋滞を

もたらすほどになってきた。

「京津塘高速道路」の 2001 年における日交通量

は約 1.69 万台、その後、2003 年には同 2.08 万

台となり、2004 年は 2.66 万台に達している。

またピーク時には 12 万台にも達するという。

そのため、天津市などでは、2005 年にも全長

146 ㎞に及ぶ上下 8 車線からなる「北京―天津」

間の第 2 高速道路の建設を開始する。さらにこの

図 4　天津港航空写真

図 5　北彊港区のコンテナターミナル（その１）

図 6　北彊港区のコンテナターミナル（その２）
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高速道路に並行するかたちで、「北京～天津」間

を直通 30 分で結ぶ高速鉄道も建設中で、2008 年

8 月の運行開始を目指している。

4. 天津技術開発区

天津港のイメージが良くなったもうひとつの理

由としては、天津技術開発区が整備されたことも

あげられる。

5. 天津港見学

ここで天津港にもどって、見学した場所を紹介

する。グーグル・アースの写真は数年まえの写真

である。そこに「建設中のバース」と注釈がある。

ここが今回見学したコンテナバースの場所であ

る。2007 年 3 月に竣工した。

表－ 1　天津経済技術開発区の概要
地区名 面積 概　　　要

天津経済技術開発区
（TEDA） 33㎢

　「濱海新区」の中でも中心に位置し、基幹的な工業地区として天津市経済のみならず渤海湾経済の発
展を牽引している。
　開発区中央を走る北京－天津－塘沽高速道路の入港延長線を境として、南北に大きく2つの機能に
分けられている。高速道路の南側は金融・貿易・生活区で総面積 8.5㎢、北側は工業区で総面積 24.5
㎢である。

TEDA 逸仙科学工業園 10㎢
　TEDAと北京のほぼ中間に位置し、平坦な地勢はハイテク産業に最適の条件とされ、自動車・電子産
業企業が進出している。この地方は伝統的な教育県であることから高学歴者が多く、また北京とのアク
セスが便利であるため、中国全土から優れた人材が集中するTEDA の新戦力として注目されている。

TEDA 微電子工業区 2.3k㎢
　1996 年設立。市中心部に最も近い工業園である。人工緑化により「緑化環境保護型工業園」の雛型
が形成されている。
　マイクロエレクトロニクス産業の拠点として、「中国のシリコン・バレー」への成長を期待している。

TEDA 化学工業区 30㎢
　同工業区のある漢沽区は以前より中国化学工業基地の一つであり、広大な用地と豊富な水資源に恵
まれている。
　海洋化学工業、石油化学工業、ファインケミカルなど他種類の化学工業を総合的に発展させる。

天津経済技術開発区
（西区） 48㎢

　増加の一方を辿るTEDA への海外資本に対応するため、新たに母区西方に整備されている。天津港
と天津濱海国際空港の間に位置し、面積は 48㎢である。インフラ整備の水準、投資優遇策ともに母区
と変わらない条件整備がなされている。

図 7　高速道路ランプでの重車両の通行状況

図 8　天津経済技術開発区（TEDA）レイアウト

図 9　TEDA 本部
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なお、図では多数の浚渫船が水域を浚渫してい

る様子が観察される。この浚渫土砂はおもに東彊

区に埋め立てられた。記念訪中団に加わって天津

港を訪問したとき（2007.9.1）には、東彊区埋立

地はすでにほとんど陸地化していた。

訪中団が案内された場所では、ちょうど船がつ

いて荷役の 中であった。コンテナクレーンの巻

上げ速度は、高速エレベータのように早い。しか

も 20 フィーターを 2 つも掴んでいる。いわゆる

タンデム型スプレッダだ。日本のメーカーは果た

して価格だけで負けているのだろうか？　もしか

すると技術内容で負けていないだろうか？　そう

いった不安が私の心によぎる。しかし、しばらく

見ていると、トラックのコンテナをなかなか掴め

ない。スプレッダという吊り枠が回転し揺れが止

まらないためにコンテナをうまくつかめないの

だ。私はすこし安心。

つぎにヤードクレーンを見る。すべてレールに

乗っかっている。従来のレールマウント型のク

レーンは如何にも重厚な印象のものだった。そし

て、タイヤ・マウント型のクレーンはスレンダー

な感じであった。従来、タイヤマウントのクレー

ンは、軽量とし、コンテナを吊ったまま走れない

仕様になっていた。しかし、ここではレールマウ

ント型のヤードクレーンがいとも軽快に走ってい

るではないか。おそらくここのクレーンはスレン

ダーであってもコンテナを吊ったまま走行するに

図 10　TEDA の町並み

図 11　北彊区と東彊区の間の水域

図 12　見学した新バース

図 13　見学の様子 2007 年 9 月 1 日

図 14　レールマウント型ヤードクレーン
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違いない。 近では、クレーンの仕様も、種々の

ものが開発され、タイヤマウントでもコンテナを

吊ったまま走ることができるものも配備されてい

るのだ。

Note:
天津港は、中国の北部および北西部地域、具体

的には天津市、北京市、河北省、山西省、きょう

西省、甘粛省、青海省、内蒙古自治区、新疆自治

区、寧夏自治区、河南省および山東省の一部を背

後圏としている。現在、世界約 160 ヵ国、300 の

港と取引があり、60 の国際定期航路がある。また、

コンテナ船航路はアメリカ合衆国、カナダ、オー

ストラリア、日本、東南アジア、香港、ペルシャ

湾等各国、各地域と結ばれている。港湾区域内に

は 5 万㎢の広さを持つ天津港保税区がある。

天津港の主航路は 44 ㎞、航路幅は 260 ｍ、航

路水深 大 -19.5 ｍ、20 万トンクラス船舶が常

時利用でき、25 万トンクラスの船舶は潮位を利

用して入港する。

新港は、「北彊港区」と「南彊港区」と呼ばれ

る 2 つのエリアから構成されており、25 ㎢の陸

地面積を含む 200 ㎢の港域面積を擁する港であ

る。

現在、「東彊港区」の埋め立てが進み、ほとんど

陸地化している。

天津港の現在の陸域面積は 47 ㎢、2010 年には

陸域面積は 100 ㎢になる見込み。

1984 年、政府の認可を経て、天津市政府は新

港に天津経済技術開発区を設立した。新港埠頭区

の後方 2 ㎞のところ、新港 4 号道路の北側に位置

する。その機能は、世界各地に設立されている輸

出加工区と類似している。中国政府は、外国企業

が開発区で合弁、合作、100％出資企業を設立す

ることを奨励している。

6. 天津港についての話題

天津港連盟国際集装箱碼頭有限公司が 8 月 16

日オープンした。同社は 7 ～ 10 万トン級のコン

テナ船停泊スペースを 4 ヵ所所有し、第 6 代以上

の船舶（全長 290 ～ 340 ｍ、幅 42 ～ 44 ｍ、搭

載数 7500 ～ 8500TEU の超大型船舶）が停泊で

きる。同社の登場で天津港の貨物取扱量の能力が

170 万 TEU（標準コンテナ）増加した。「人民網

日本語版」2007 年 8 月 17 日

天津浜海新区の重要な機能となる天津東疆保税

港区一期工事、天津輸出加工区 B 区が 6 日、共

に国務院連合検収チームの検収を終え、運営条件

が整った。

税関総署および国家発展改革委員会、財政部、

国土資源部、商務部、交通部、税務総局、工商総局、

質量監督検験検疫総局、外国為替局などが参加し

た国務院連合検収チームは、天津東疆保税港区の

第一期 4 ㎢、天津輸出加工区 B 区の 0.435 ㎢に

ついて、隔離施設やその他関連施設を視察、評議

し、規定を満たしたと判断した。

国務院が天津東疆保税港区の設立を提起したの

は 2006 年 6 月。この年の 8 月には、計画面積を

10 ㎢として同保税港区の設立に正式な認可が下

りた。現時点では中国 大の保税港区。「人民網

日本語版」2007 年 12 月 7 日

（くにた　おさむ　調査役）

表 2　将来取扱貨物量予測
年 2007 2010 2010

取扱貨物量（億トン） 2.5 3.0 4.0
コンテナ取扱貨物量
（万 TEU）

650 1,000 1,800 ～ 2,000

出典：天津港ホームページ

図 15　天津港連盟国際集装箱碼頭




