
4

＜研究抄録＞

国際的メガオペレーターの現状
舘野　美久

1. BIG4 の現況（リーマンショックの影響）

2008 年 9月に始まったリーマンショックは瞬く間に

世界経済を席捲し、業界の分野により、その恐慌時期

は多少異なるものの、2010 年の第一四半期～第二四

半期に至る約 1年半に亘って世界経済を大混乱に陥れ

た。世界の海運・港湾の分野では、グラフ1（世界主

要地域コンテナ流動変化％）にあるように、漸く2010

年 6月になってなんとかショック前の水準にコンテナ

流動量が戻ってきた。

このリーマンショックが世界海運及び主要港湾に与

えた影響は激甚であった。海運は世界全体で約 16ヶ

月という長期に亘って約 15% のコンテナ流動量の減少

に見舞われた。海運会社を顧客とする港湾は、当然の

ことながら、激減したコンテナ量により経営を著しく圧

迫されたのであった。然し、この大津波のようなコンテ

ナ量変化の波は、船社や港湾を等しい力で襲った訳で

はなかった。それでも海運については運行するコンテ
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表 1　世界主要地域コンテナ流動変化（対前年変化％）

ナ数に略応じた形で貨物の減少が現出したので、ダメー

ジ率は、大手船社、中小船社平均 15% に近かった。

然し、港湾のオペレーターに与えた影響を分析してみ

ると、海運へのダメージとはかなり異なった形でダメー

ジが及んでいたことが解る。

表 2 は世界のターミナル・オペレーターのビッグ4と

いわれる 4 社について、その取扱コンテナ・スループッ

トの最新実績を纏めたものである。

表２　ビッグ 4 扱いコンテナ・スループット
2009 年実績（万 TEU）

社　名 扱いコンテナ ・ スループット 対 2008 年増減

HPH （ハチソン） 6,530 ▲ 3%

PSA 5,690 ▲ 9.9%

APMT 3,100 ▲ 7%

DPW 2,660 ▲ 7.9%

4 社計 （A） 17.980 ▲ 10.0%

全世界 ( 推計 ) （B） 38,800 ▲ 15.0%

A/B 46.3% ( ビッグ 4 シェア ) 　

資料：OCDI
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表 2 にあるように、全世界のコンテナ・スループッ

トは 15% 減少したにもかかわらず、ビッグ4 の扱いス

ループットの減少は 10% に留まっている。つまり、大

手のビッグ4 は平均で約 10% の扱いコンテナ減となっ

ており、最大手のハチソンは 3%しか減少していない。

これは、経営するコンテナ・ターミナルが25ヶ国51バー

スと手広く、しかも、それらのターミナルが比較的ダメー

ジの少ないアジア全域に展開していたためであったと分

析される。

一方、PSA はトランシップ・ハブとしてトランシップ・

コンテナが取り扱い全体の 80% を占めるため、あらゆ

る航路の貨物減少を一手に引き受ける形となり、ビッ

グ4 の中では最も大きな減少を記録した。APMTと

DPW の 2 社は 4 社中の平均的減少である7～ 8% の

減少であったが、ハチソンと比較してダメージの大きい

北欧、北米にターミナルが多かったことがその主因で

あると指摘できる。

これらビッグ4 の減少が世界平均の15% より低かっ

たことにより、世界全体のターミナル・スループットに

占めるシェアは2008年の約42%から46.3%に高まっ

た。ショック前でも、この 4 社のシェアは約 40% に達

していたが、この大恐慌の間にも、4 社は、そのシェ

アを伸ばしていたのである。つまり、ターミナルの経営

においては、営業規模の大きさは不況ダメージに強い

ことが証明されたのである。

ここで、世界のターミナル・スループットの46%をシェ

アするビッグ4 の最新の概況を纏めておこう。

2. ビッグ4 の最新会社概況

2-1 HPH （Hutchison Port Holdings）

同社は 1866 年（慶応 2 年：薩長同盟成立の年）

香港の会社法人第一号として誕生した Hongkong 
Whanpoa Dock Company（HWDC）である。設立

当初の営業主体は造船、港湾運送であったが、次第に、

その営業の幅を広げ、海運業に進出するようになった。

その営業拡大の手法は、HWDC の存続会社である

Hutchison Whanpoa Ltd.：HWL の子会社を通じて

の進出であった。20 世紀初頭において、同社は、既に、

持ち株会社方式によるコングロマリット経営を志向して

いたのである。

コンテナ化の進展に伴い、1969 年には、のちに

香港の名門ターミナル会社となった HIT（Hongkong 
International Terminals）を創立し、HIT を中心と

するターミナル経営に進出した。HPHはハチソンのター

ミナル・グループを統括する HWL の子会社であり、

2011年 1 月末現在、世界 25 ヶ国 51港でターミナル

を経営している。51港のコンテナ・バースは合計 308

バースで、従業員は約 3万人といわれる。2009 年度

のコンテナ取扱実績は、表 2 にある通り、65.3 百万

TEU であった。

2-2 PSA

世界のコンテナ・トランシップ・ハブ港として有名

な PSA は、1964 年にシンガポール港湾局（Port of 
Singapore Authority ：PSA）という名の公的機関と

して発足した。1972 年には最初のコンテナ船（Nihon 
：当時欧州・アジア航路を経営していたトリオ・グルー

プに属する）が着岸した。

1981年には年間コンテナ取扱 100 万 TEU を達成

し、1984 年には PSA 主導による PORTNET を発足

させ、シングル・ウィンドウの先端を切り開いている。

PSA は 1997年に民間会社として創立され、コンテナ・

ターミナル業に専従することが決定された。その PSA
民営化の準備として、その前年 1996 年に、それまで

PSA の担当業務であった港湾安全管理、港域管理、

港湾計画、入出港船舶管理等の海務関係業務は MPA
（the Maritime and Port Authority of Singapore）
として分離された。1998 年には創業以来延 1億 TEU
の取扱を達成した。2009 年末時点における従業員は

約 9 千名である。

2-3 APMT（AP Moller Terminal）

APMT は 2001年に AP モラー・グループから分離

独立、創業された。本社はオランダのハーグである。

AP モラーはマースクラインの親会社であり、2001年

までマースクラインは自社コンテナを全世界に広がる

航路において取り扱う経験を積んできていた。最初の

コンテナ・ターミナルの経験は 1958 年のニューヨーク

港においてであった。1999 年にはコンテナ革命の旗

手であった米国のシーランド社を買収し、コンテナ・ター

ミナル経営ノウハウを手中にした。

現在、APMT の代表的ハブ・ターミナルとなってい

るオマーン国サラーラ港ターミナルは旧シーランド社
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がその礎を築いたターミナルである。同社の経営する

ターミナルは世界 34 ヶ国、50 ターミナルに及ぶが、

この規模は、マースクラインの航路網を略全てカバー

している。つまり、マースクラインのサービス網で、他

社資本経営によるターミナルを使用している航路は殆

どないということである。経営手法は直営 26 ターミナ

ル（100% 自己資本）、JV（30% 以上）24ターミナル

である。従業員数は APMT 社員約 22,000 名、関係

先を含めると約 110,000 名にもなる。2009 年の取扱

スループットは 31.0 百万 TEU であった。

2-4 DPW（DP World）

DPW の前身である Dubai Port Authority（DPA）

が結成されたのは 1991年 5月のことであった。それま

で、別々に発展してきた Jebel Ali 港と Port Rashid
港が合併され、DPA が発足したのであった。1991年

はコンテナ化の波がいよいよアラビア湾にも及び始め

た年であり、この時点でいち早く湾岸地域におけるコン

テナ化の将来性を見越したアラブ首長国連邦の港湾経

済指導者の慧眼は見上げたものである。

最初、公的な港湾管理組織としてスタートした点は、

PSA の生い立ちに似ている。更に、DPA は、2005

年 9月に民間企業 DP World に変身するのであるが、

この点も PSA とそっくりである。その後、DPW は

2006 年にマースクラインが P&O ネドロイドを吸収合

併したことに伴い、P&O の子会社であった PO ポーツ

を買収した。PO ポーツは、当時ビッグ4と称された世

界の主要ターミナル・オペレーターの一角をしており、

しかも、4 社中最も優れたオペレーターとして、その経

営内容もトップクラスであった。にもかかわらず同社が

売りに出されたことは、親会社 P&O ネドロイドの一存

であり、悲劇であった。同社の悲劇は DPW の幸運で

あり、この買収を機 DPW は新ビッグ4 に名乗りを上

げたのである。DPW は米国 6 港ターミナル経営につ

いて米国政府からクレームを付けられ、結局これらの

営業権を AIG に売却して解決した。

DPW の本社は当然デュバイである。従業員約

30,000 名で、営業ターミナルは 31ヶ国、49 港。デュ

バイはパームアイランドという壮大なプロジェクトを推

進中にリーマンショックに遭遇し、その推進母体であ

るデュバイ・ワールド（DW）との関連で一時経営危機

が伝えられたが、完全無関係が UAE 政府により証明

され、この危機を乗り切った。2009 年度の扱いスルー

プットは 26.6 百万 TEU。

DPW は旧 PO ポーツの伝統を引き継いでおり、今

後のコンテナ化が期待されるインド亜大陸において強

力な営業地盤を有している。インドにおけるコンテナ

化の問題点を知り尽くしている旧 PO ポーツ幹部が、

数多くDPW に移っており、今後の活躍が期待されて

いる。

3 その他の注目ターミナル

3-1 SIPG（Shanghai International Port Group）

ビッグ4 の全世界スループットに占めるシェアが 46%
もあり、今後も 50% に迫る勢いである。このように当

分ビッグ4 時代が続くものと観測されるなかで、この体

制を揺るがす可能性のあるオペレーターが台頭してき

た。それは過去数年、常にターミナル業界の注目を集

め続けてきた上海の SIPG（Shanghai International 
Port Group）である。SIPG は 2003 年に創立された

極めて新しいオペレーターであり、株式会社形態をとっ

てはいるが、その実態は PSA、DPWと同様、国策会

社である。株主は上海行政府 44.23%、チャイナマー

チャント26.54%、その他政府機関 29.23% である。

その業域は上海港の港湾管理と羊山ターミナルを中

心としたターミナル経営である。2010 年における取

扱コンテナ・スループットは、同社速報値によれば、

29.05 百万 TEU である。PSA 速報値によれば、同じ

く2010 年のシンガポールは 28.4百万 TEU であった

ので上海が世界一のコンテナ・ポートとなったことは確

実である。上海港の現在のキャッチ・フレーズは「揚

子江コンテナのトランシップ・ハブ港」であるが、将来

戦略として北東アジアのハブ港を中心とした国際化を

標榜しており、ビッグ4 の一角に食い込むことは間違

いない。

3-2 飛島コンテナ・バース（TCB）

コンテナ・ターミナルの自動化という世界の潮流の

中で遅れをとっている日本のターミナル業界であるが、

その中にあって世界の最先端を行く自動化ターミナル

として注目されているのが TCB である。その自動化は

ガントリー・クレーンを除く全オペレーションに及んで

おり、ヤード内のコンテナ搬送は主として AGV（自動

搬送車）によって実行されている。TCB の特徴は、こ

の他にもある。全世界で 1,000 を越すターミナルの中
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で社長がユーザー（トヨタ）から出ているのは TCB だ

けである。2010 年の扱いコンテナ・スループットは約

440,000TEU であったが、現在の 2 バースが 3 バー

スへと展開できるかが当面の課題である。TCB は、我

国の国際戦略港湾の拠点として最も相応しいものであ

るが、自動化の例にもれず、2010 年３月末累積赤字が

3,308 百万あり、今後の成り行きが注目される。

3-3 本番を迎えるカイメップ（HCMC新港）ターミナル群

カイメップ（HCMC 新港）はいよいよ本年オペレー

ション第一期を向かえて、各ターミナルは活動を開始

する。そのタイム・スケジュールは：

1月： TCIT（Tan Cang Cai Mep International 
Terminal）第一バース

 出資 / ユーザー：Saigon Newport/MOL/
Hanjin/Wanhai

2 月： TCIT 第二バース

3月： CMIT（Cai Mep International Terminal）
第一バース

 出資 / ユーザー：APMT/Vinalines/Saigon 
Port

年後半： SSIT （Saigon Port/SSA International 
Terminal）第一バース

 出資 / ユーザー：SSA/Vinalines/Saigon 
Port

邦船社のトップをきって 1 月からカイメップ寄港を開

始した商船三井の場合、日本発欧州向けサービス船で

投入船は 6,000TEU ～ 7,000TEU 型。従来はフィー

ダーを利用して、シンガポールなどのトランシップで対

応していたが、今回の直接寄港開始によりヴェトナムか

ら欧州向けの輸送日数を改善し、サービスの安定化を

狙う。

TCIT は商船三井も運営に参画しており、HCMC か

ら約 50 ㎞南東のバリア・ブンタウ省カイメップ川流域

に位置しており、水深 14mで 1万 TEU 型の超大型コ

ンテナ船も入港可能である。ターミナルの荷役機器は、

ディーゼルエンジンの代わりに全動力を電気で賄って

おり、ヴェトナムにおけるターミナルとしては初の環境

配慮型ターミナルとなっている。

上記に加えて、かねて設営中であった我国 ODA ター

ミナルも、いよいよ国際入札の運びとなる予定である。

ASEANの核心地域として経済が活況を呈しているヴェ

トナムの最大港湾における主要ターミナル・オペレー

ターが、どのような戦略で臨んでくるのか、今後が見も

のである。

（たての　よしひさ　調査役）




