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昨年は歴代最多の
コンテナ取扱量
TIPC

さらなる港湾機能向上に意欲
台湾の主要港を管理運営する台湾港務（ TIPC）は台湾最大のコンテ
ナ港湾、高雄港で第 7コンテナターミナル（ CT ）の建設を進めている。
高雄港のコンテナ取扱量は昨年 1045 万 TEU に達し、5 年連続 1000
万 TEU を超えた。TIPC によると「昨年、台湾全体のコンテナ取扱量は
1532万 TEUとなり、歴代最多だった。今年 1 〜 5月についても630万
TEUとなっており、今年通年でも昨年から1 〜 2％増加すると見込んで
いる」という。今後は港湾機能のさらなる拡充に加え、物流子会社 TIPL
を通じた物流サービスを強化するなどして台湾港湾を中心とした物流機
能のさらなる向上を進めていくことに意欲を示している。

トランシップ貨物の
取扱拡大目指す
TIPC は台湾内で 7 つの 国際港と
2つの国内港を管理・運営している。
コンテナ取扱量では高雄を筆頭に、

TIPC 本社

イのレムチャバン港やインドネシアの
タンジュンプリオク港など、港湾整備
が進み、北米航路に就航する大型船
が直接、東南アジアの港湾に寄港で
きるようになっている」と指摘する。
また、寄港船舶 の 大型化 が 進 ん
で い ることも 懸念材料 だ。 高雄港
で は 満船状態 で 1 万 1000 〜 1 万

は 米中貿易摩擦 の 駆 け 込 み 需要 も

3000TEU 型船、そうでなければ、

あって増加傾向にある。
「台湾発着の

1 万 6000TEU 型船 の 寄港 に 対応

ローカル貨物はわずかに減少してい

できる。しかし、近年 2 万 TEU 以上

るものの、トランシップ貨物について

の大型船就航が相次いでおり、これ

悪影響は見られない」
（ TIPC）。

に対応する港湾設備の整備が必須と

注視するのは海運アライアンスに

なっている。高雄港でのトランシップ

次いで台中港、台北港、基隆港と続

よる東西基幹航路戦略だ。東西基幹

貨物とローカル貨物の割合は5対5。

く。台北港は対岸中国大陸との距離

航路の再編で台湾と東南アジアを結

ローカル貨物の伸びが難しくなる中、

の近さや台湾船社の取り組みもあっ

ぶ航路に影響が出る可能性が高い。

2 万 TEU 型以上 の 超大型船寄港 に

て、取扱量が増加。基隆港を抜くまで

TIPC は「例えば、東南アジアから北

対応し、東西基幹航路の寄港を増加

になっている。

米に向かう貨物は、高雄港を経由す

させることで、トランシップ貨物の取

るものが多くある。しかし、近年はタ

扱拡大を目指すことが今後も重要と

台湾の港湾全体のコンテナ取扱量

の認識だ。

高雄港、第7CT整備で
ターミナル再編へ
その高雄港では現在、第 7CT の
建設が進んでおり、2023 年の完成
を予定している。第7CT の岸壁の水
深は18メートルで、これにより高雄
港でも 2 万 TEU 以上の超大型船へ
の対応が可能となる。22年6月から
稼働を予定している第 1 期ではまず
年間 100 万 〜 150 万 TEU の 取扱
建設中の第 7CT 完成予想図（中央）

量を目指し、その後、翌年全てのバー
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プロジェクトの協議が進んでいるとい
う。FTZ での利用をさらに拡大して
いくことで、台湾港湾のハブ港利用
を拡大していくことを狙う。
TIPC で は 物流事業強化 の た め、
同社出資によって 14 年に物流子会
社 TIPL を設立した。今後も TIPL の
事業拡大に意欲を見 せる。TIPC は
「立ち上げ時、収支は赤字だったが、
昨年黒字に転換した。今年も3.5 億
円の黒字を見込んでいる。来年は売
り上げを前年比で2 〜 3 倍に拡大し
ていきたい」として、TIPL が軌道に
再開発で観光地化している高雄港の旧倉庫街

スが完成すれば500 万 TEU の取り
扱いを見込む。

物流事業拡大、
日本企業にもアプローチ

乗り始めたことを明かす。
その TIPL は台北や台中、高雄に
計 5 万平方メートルの面積の倉庫を
保有している。倉庫の使用率は95％

第 7CT の完成後、TIPC は高雄港

TIPC は 15 年 に 那覇港管理組合

を超えているが、今後は収益率の向

で大規模な CT の再編を行う予定だ。

と協力協定を結んだことを皮切りに、

上を目指し、FTZ 利用や冷蔵・冷凍

第 7CT の借受者はエバーグリーン。

日本港湾との提携を徐々に拡大して

設備の拡充などを通じた倉庫サービ

エバーグリーンは第 7CT 完成後、機

いる。17 年には神戸港や横浜川崎

スの多様化、高度化を進める。

能を同 CTに集約。現在借り受けてい

国際港湾会社（ YKIP）と、今年 3 月

このうち、台北港では中国大陸の

る第4､ 5ＣＴを返還する。さらにこの

にも大阪港と協定を結んでいる。那

貨物需要を狙う。TIPLでは15年10

ほか、高雄港では OOCL、現代商船

覇港と高雄港の間には琉球海運によ

月から台北港と中国との間で RORO

も各 CTを借り受けている。これにつ

るRORO 船定期航路が就航している

船 を 利用した 海運速達 サ ービスを

いて OOCL を第 4CT に、現代商船

こともあり、沖縄と世界をつなぐハブ

開始。近年増えている越境 eコマー

を第 5CTに集約する考えだ。船社ご

港として台湾の港湾利用が増えてい

ス（ EC）需要の取り込みを進めてい

とにCTを集約することで、港湾内の

くことに期待している。

る。

また、台湾船社を中心に台湾と日

また、台中港では台湾政府が進め

本を結 ぶ 航路 が 数多く運航 される

ている洋上風力発電所建設プロジェ

また、高雄港では交通渋滞対策も

中、TIPC では日本企業に対して台

クトに注目する。台湾政府 は 25 年

進んでいる。第 1 〜第 5CT では11

湾港湾の利用拡大を訴える。1 つが

ま で に5.5GW（ 550 万 kW）分 の

年から一部連絡道路の高架化工事を

FTZを活用した利用だ。郭局長は「日

洋上風力発電設備建設を目標に掲げ

実施。昨年 11月に開通し、一部で発

本から台湾に輸送した半製品を台湾

ている。プロジェクト海域に近い台中

生していた交通渋滞が緩和された。

で保管、その後、加工・製品化し、台

港が洋上風力発電設備の建設やメン

また、第 6および建設中の第 7CTに

湾から輸出することで、日本に倉庫を

テナンス拠点となることから、これに

ついても、国道 7 号線建設によって

置くよりも低コストで物流網を構築す

関連した洋上風力発電関連の需要が

緩和を図るほか、短期的には信号切

ることができる」と語る。

生まれると見ている。
「TIPL の台中

横持ち費用を削減、物流効率を高め
ていく。

り替えや道路幅拡張、一部道路の高

今も日本の物流企業と、複数国か

架化を進めており、渋滞を緩和させ

ら調達した商品を一度、1カ所に集

ている。さらにトラック運転手が交通

約し、それらを必要な量だけ必要な

このほか、高雄港では台湾最大の

渋滞情報を知り、渋滞する時間帯を

時期に再度発送する物流ソリューショ

港湾として、ＣＦＳの拡充に力を入れ

避けることができる交通管理システ

ンであるMCC（マルチ・カントリー・

る。交通渋滞緩和策と合わせ、港湾

ムも普及してきている。

コンソリデーション）による具体的な

物流の効率化を図っている。

港におけるメイン事業となるだろう」
（TIPC）。

Ocean 台湾ハブ特集
台湾ハブ特集

2019年８月７日
（水） 第３種郵便物認可

23

アジア域内航路の
拡充に焦点
各船社、新たな需要取り込みへ

高雄港コンテナターミナル

台湾に拠点を置く各コンテナ船社は、アジア域内航

中国の工場は生産を継続するために他のアジア諸国

路の拡充に力を入れている。米中貿易摩擦によって

へ生産拠点を移し始めている。各コンテナ船社はこう

海上貨物の流れが中国から東南アジアに向かってい

して新たに生まれたアジア域内での輸送需要を積極

る。米中間の貿易が大きな影響を受けている一方で、 的に取り込んでいこうとしている。
エバーグリーンラインはアジア域
内サービス強化のため、フィーダー船

ただ、新造船にはスクラバーを搭載せ

カバーしきれない日系企業とのコネ

ず、低硫黄燃料の使用を予定する。

クションを構築していくことで、同社
台湾航路の周知と利用拡大を目指し

隊の更新を進めている。船隊整では

インターエイシアラインは今年、新

アジア域内航路における将来の需要

造のドライコンテナ4000TEU、
リー

増を見込み、ここ数年で2900TEU

ファーコンテナ600TEUを投入。輸

今後、注目するのは航空便を利用

型船 20 隻、2500TEU 型船 14 隻、

送品質の向上を進めている。昨年は

している貨物で、沖縄・九州と台湾間

1900TEU 型船 24 隻を発注。来年

日本でも新たなサービスを開設した

の輸送需要を狙う。コンテナ船より

から始まる全海域での SOx 規制に備

が、今年は既存サービスの品質を向

も足が速く輸送時の貨物へのダメー

え、新造船および船齢の若い船を中

上させることが必要との認識だ。

ジ、振動が少ない RORO 船の強みを

心にスクラバーの搭載工事を実施す
る考えだ。
さらに TS ラインズも1100TEU

台湾と沖縄を結ぶ航路を見ると、
琉球海運が RORO 船による台湾−沖

ている。

生かしたサービス提供を狙う。
また、南西海運も 180TEU 型船

縄・九州航路を運航。博多、鹿児島、 「せつ丸」を投入してコンテナ定期

型船および1800TEU 型船を新造発

那覇、宮古、石垣と台湾の高雄をウ

航路を運航。台湾では天和船務代理

注。用船から自社船への切り替えを進

イークリーで結んでいる。今年 5月、

を代理店として起用している。台湾

めている。また、
これら新造船にはスク

同社は台湾の台北に駐在員事務所を

ローカルだけでなく、ワンハイライン

ラバーを搭載することを決めている。

開設した。来年創立70周年を迎える

ズと提携することで、高雄港でワンハ

ワンハイラインズも昨年11月、リ

琉球海運だが、同社として海外に駐

イのサービスに接続し、全世界への

プレースのため、3000TEU 型船を

在員を置いたのは今回が初めて。同

輸送にも対応している。

8隻、2000TEU 型船を12隻発注し

社は台湾で現地代理店である永安船

両社ともに台湾を世界につながる

た。新造船によって運航船隊の効率を

務代理を通じて営業活動などを行っ

玄関口、ハブとして活用し、安定した

高め、サービスの競争力を強化する。

ているが、駐在員が代理店だけでは

サービスの提供を行っている。

