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【地域区分】

(億TEU)

世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移

【単位 US$】○２００８年から２０１８年までの１０年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は１．５倍に増加している。

0.0

港湾におけるコンテナ取扱個数の推移
２０１８年

全世界

日本

5億1,615万TEU 7億9,266万TEU

1,894万TEU 2,243万TEU

１．５倍

１．２倍

２００８年

2008～18年
○アジア：韓国、中国、香港、台湾、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア
○北 米：アメリカ、カナダ
○欧 州：イギリス、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、フランス、ギリシャ、

アイルランド、スウェーデン、フィンランド、デンマーク
○その他：上記以外(日本除く)

TEU(twenty-foot equivalent unit)

国際標準規格（ＩＳＯ規格）の20フィート・コンテナを１とし、40フィート・コンテナを
２として計算する単位

出典： THE WORLD BANK Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units)及び
UNCTAD(Container port throughput,annual)より国土交通省港湾局作成 1



出典：2004年以前は海事産業研究所「コンテナ船の大型化に関する考察」等、2004年以降はオーシャンコマース社及び各船社HP等の情報をもとに国土交通省港湾局作成
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コンテナ船の大型化の推移

○スケールメリットによる輸送コスト低減のため、コンテナ船が大型化。現在、世界で就航しているコンテナ船の最
大船型は、24,000TEU積み。

注：TEU (twenty-foot equivalent unit)：国際標準規格（ＩＳＯ規格）の20 フィート・コンテナを１とし、40 フィート・コンテナを２として計算する単位

最大船型の推移
現在就航中の世界最大級船

船名：HMM ALGECIRAS
船長：400m
最大積載量：24,000TEU
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COSCO（中国）

（２０１２年３月よりサービス開始）（２０１５年１月よりサービス開始） (２０１５年１月よりサービス開始)

Ｇ６アライアンス
(船腹シェア17%)

２Ｍアライアンス
(船腹シェア28%)

OCEAN THREE
(船腹シェア15%)

CKYHE
(船腹シェア16%)

OOCL（香港）

APL（アメリカ）

Evergreen（台湾）

Hanjin（韓国）

COSCO（中国）

Yang Ming（台湾）

（２０１４年４月よりサービス開始）

オーシャンアライアンス
(船腹シェア30%)

CMA CGM（フランス）

存続（拡大）

CSCL（中国）

再編

２Ｍアライアンス
(船腹シェア33%)

ザ・アライアンス
(船腹シェア19%)

Hapag-Lloyd（ドイツ）

（２０１７年４月よりサービス開始）（２０１７年４月よりサービス開始）

Maersk Line（デンマーク）

MSC（スイス）

Maersk Line（デンマーク）

MSC（スイス）

Hyundai（韓国）

UASC（UAE）

経営破綻
（2016年8月）

Yang Ming（台湾）

Hapag-Lloyd（ドイツ）

ONE（Ocean Network Express；日本）

川崎汽船（日本）

日本郵船（日本）

商船三井（日本）

協力関係

Evergreen（台湾）

OOCL（香港）

CMA CGM（フランス）

船社間アライアンスの再編

2015年末以降、アライアンスの枠を超えた船社の再編の発表が相次ぎ、2017年4月以降は、３大アライアンスに再編されている。
2017年7月には、邦船三社がコンテナ船事業を統合し、ONE(Ocean Network Express)を設立、2018年4月からサービスを開始。

ZIM（イスラエル） Hyundai（韓国）
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○物流施設の整備（無利子貸付）

○物流施設の再編・高度化（補助）

○物流総合効率化法による流通業務
施設の整備の促進（税制等）

○物流総合効率化法による共同輸配
送の促進（計画策定経費補助）

等

主な施策

「集貨」 「創貨」 「競争力強化」
○高規格コンテナターミナルの整備
（国負担）
・水深１８ｍの大水深コンテナターミナルの整備（横浜港）
・2Mアライアンス、ザ・アライアンスの２大アライアンスに
よるMC1～MC4の一体運用

国際フィーダー航路の寄港便数が
阪神港で4割、京浜港で3割増

○コンテナターミナルの渋滞対策(実証事業等)

○「ヒトを支援するＡＩターミナル」の
実現（実証事業,補助）

○自動運航船の早期実用化（実証事業）

○国際戦略港湾の港湾運営会社への支援(出資)

○とん税・特別とん税等の入出港コストの
軽減（令和2年10月）

等

○国際基幹航路（欧州・北米・中南米・アフリカ等）の我が国への寄港を維持・拡大することにより、
企業の立地環境を改善し、我が国産業の国際競争力の強化等を通じて雇用と所得の維持・創出

政策目的

※政府全体として国際戦略港湾政策を位置づけ（閣議決定）
経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日),成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日),総合物流施策大綱(平成29年7月28日）

神戸港（六甲アイランド）

○国内及びアジア広域からの集貨に
資するインセンティブ（補助）

○内航船の航路拡充・強化への支援
（実証事業、低利資金、税制）

○トラック輸送から船舶輸送への
モーダルシフトの促進(運航経費補助)

○国際基幹航路の維持・拡大に関する
取組の強化（令和元年度港湾法改正事項）

・港湾運営会社の運営計画に国際基幹航路の寄
港回数の維持・増加に関する取組追加

・上記取組に関する、国土交通大臣による情報
提供、指導・助言

等

横浜港（南本牧ふ頭）

神戸港、横浜港において
物流施設を整備

国際コンテナ戦略港湾政策における取組国際コンテナ戦略港湾政策における取組
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ＭＣ３ターミナルに入港する
大型コンテナ船（14,000TEU級）

（写真）横浜川崎国際港湾株式会社HPより

MC-1MC-2

MC-3MC-4

船社が共同で
岸壁を利用

A.P.Moller
Maersk、
日新

A.P.Moller
Maersk、
商船三井
川崎汽船

A.P.Moller Maersk

写真：横浜川崎国際港湾株式会社

南本牧はま道路
2020年5月復旧
（台風15号）

※MC-4は暫定供用中



国際基幹航路の寄港の維持・拡大を図るための特例措置の創設（とん税・特別とん税）

国際コンテナ戦略港湾政策の政策目的である国際基幹航路の我が国への寄港の維持・拡大を実現するため、欧州・北米航路に
就航する外貿コンテナ貨物定期船に係るとん税・特別とん税について、一時納付に係る特例措置を創設する。

施策の背景

要望の結果

○コンテナ船の大型化などに伴い、欧州・北米航路

における寄港地の絞り込みが進行。

○特に、これらの航路に投入される大型のコンテナ船

ほど、国際戦略港湾に入港する際のとん税・特別と
ん税の負担が大きくなっており、この軽減を図る。

○このような中、欧州・北米航路の寄港の維持・拡大

を図るためには、釜山港等と比較して劣後してい
る入出港コストの低減が必要。

※17,000TEUクラスのコンテナ船の入出港コスト

横浜：約530万円＞釜山：約390万円＞上海：約310万円

○欧州・北米航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船が国際戦略港湾（京浜港、阪神港、名古屋港及び四日市
港）に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに１年分を一時に納付する場合の税
率（純トン数１トンまでごと）を次のとおりとする。

納 付 種 別
とん税 特別とん税 合計

現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後

①入港の度に納付する 「都度納付」 16 円 16 円 20 円 20 円 36 円 36 円

②一定額の納付で１年間に何度でも入港できる 「一時納付」 48 円 24 円 60 円 30 円 108 円 54 円

※令和2年10月1日より施行。

とん税・特別とん税

50.0%

34.0%

13.2%

1.3%

横浜港 釜山港 上海港横浜港 釜山港 上海港横浜港 釜山港 上海港横浜港 釜山港 上海港横浜港 釜山港 上海港

（参考）韓国航路
約700TEUクラス

国際基幹航路
約4,800TEUクラス

国際基幹航路
約8,600TEUクラス

国際基幹航路
約23,500TEUクラス

国際基幹航路
約17,000TEUクラス

その他の入出港
コスト

入港料

とん税・特別とん税

とん税・特別とん税
が占める割合（右軸）

（万円）
船舶が大型化するほど競合港との入出港コスト差が拡大
（とん税・特別とん税額の増加による影響が顕著）

コンテナ船の入出港コスト

57.0%
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国際基幹航路の寄港の維持・拡大を図るための特例措置の創設（とん税・特別とん税）



国際基幹航路情報

国際基幹航路に就航する船舶情報等
（国際基幹航路情報）を提出

とん税・特別とん税の特例措置に必要な手続き

船会社（船舶代理店） 港湾運営会社等

国土交通省（港湾局）

船舶基本
情報登録

入港前
統一申請

信号符字、純トン数等を登録

入港届
（国際戦略港湾のみ）

とん税
納付申告

出港届

船舶運航
情報登録

軽減措置を受けたい場合、
「国際基幹航路」
項目を必ず選択

一時納付（減額）を選択し、
軽減措置後の税率でとん税を納付

（２回目以降は申告不要）

NACCSによる入出港関連業務

係留施設使用許可申請
入港通報/航路通報 等

とん税の納付確認後出港許可

軽減措置を受けたい場合、
欧州又は北米の入港前外国
寄港地、出港年月日等を必ず

登録

NACCS上の国際基幹航路情報（信号符字、純
トン数、入港港、入港前外国寄港地）
と対査し、とん税軽減対象船舶かどうかを
判別するとともに、とん税納付状況を確認

相手方 説明内容と反応

船社 ・とん税・特別とん税の特例措置の概要、特例措置の適用を受けるため
に必要な手続きについて説明。

⇒是非、活用したいとの反応。特段の問題なく、国際基幹航路情報を港
湾運営会社等に提供頂いている。

港湾運営会社
等

・とん税・特別とん税の特例措置の概要、特例措置の適用を受けるため
に必要な手続きについて説明。

・国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船情報の収集、整理
及び国土交通省への提供について依頼。
⇒特段の問題なく、国際基幹航路情報を国土交通省に提供頂いている。

（参考）法案成立（３月末）～施行までに行った関係者への説明内容と反応

対差
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特例措置の適用例

マースク社コメント

「トン税等の特例措置により、AE1航路において試算では年間で約2千万から2千五百万円の港

費の節約を見込んでいます。今年はコロナの影響により、日本でも貨物が減少傾向にありまし
たが、この措置が航路維持の大きな支えになると存じます。今後は、その他の航路にも広げて
いただくことを期待しております。」

船社名：Maersk A/S

船 名：Maersk Essen
純トン数：63,729トン
積載量：13,492TEU

航路名：AE1/TP6（欧州・北米）

港湾名：横浜港

出港日：2020年10月5日

納税額：約344万円
写真：横浜港に寄港する大型コンテナ船（マースク社提供）
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国際コンテナ戦略港湾政策推進WGについて
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１．設置目的

国際コンテナ戦略港湾政策の持続的発展に向け、最終とりまとめフォローアップに明記された政策目標の達
成状況及び個別施策の進捗状況を確認するとともに、新たな課題を抽出するために、 「国際コンテナ戦略港
湾政策推進委員会」の下に「国際コンテナ戦略港湾政策推進ワーキンググループ」 以下 、 「 ワーキンググ
ループ 」という 。） を設置するもの 。

２．構成

学識経験者、港湾・海運関連業界団体、荷主企業、国際戦略港湾の港湾運営会社及び港湾管理者
（事務局） 国土交通省港湾局

３．開催経緯

第一回 ２０２０年８月１９日（水）
○ 「フォローアップ」で掲げられた政策目標への取組状況
○港湾・海運を取り巻く近年の状況と変化
○新型コロナウイルス感染症による港湾物流への影響
○今後のＷＧの進め方等

第二回 ２０２０年１１月中旬（予定）
○第１回ＷＧ結果等を踏まえた分析
○今後の新たな課題

国際コンテナ戦略港湾政策推進WGについて



国際コンテナ戦略港湾政策推進WGについて
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主な意見

・ これまでに実施した政策に対して、国際基幹航路の日本への寄港回数や寄港した
船舶の大きさ等にどのような効果があったかを検証することが重要ではないか。

・ 日本は米国との輸出入について、地理的に競争相手である東アジアの港湾と比較
して有利な条件にあり、その条件を生かすためにも、日本の港での積み替えのコス
トが障害とならないような政策の検討が必要ではないか。

・ 船舶の入出港コスト低減に資するとん税・特別とん税の特別措置は良い取組である
が、その他の入出港コストも更なる低減に向けた取組が必要ではないか。

・ 今後の労働者不足を考慮しながらも、ＡＩ等の活用を含め現在の港湾サービスをど
のように維持・向上させていくかという検討が重要ではないか。

国際コンテナ戦略港湾政策推進WGについて
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横浜 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ

ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ

FP2（ザ・アライアンス（ONE/Hapag-Lloyd/Yang Ming/Hyundai）)(令和2年5月開設）
【寄港地】
レムチャバン-カイメップ-シンガポール-コロンボ-ロッテルダム-ハンブルク-アントワープ-サウサンプトン-ジェッダ-シンガポール-レムチャバン-カイメップ-香
港-塩田-ロングビーチ-オークランド-京浜（横浜）-香港-レムチャバン
【船型/隻数】14,000TEU級×18隻

ﾊﾝﾌﾞﾙｸ

ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ
ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑｻｳｻﾝﾌﾟﾄﾝ

ｼﾞｪｯﾀﾞ

ｺﾛﾝﾎﾞ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

○２０２０年５月、ザ・アライアンス（ONE等）により欧州・北米の振り子航路FP2が新たに開設。
これにより、京浜港においては、欧州航路がFP1（ザ・アライアンス）、AE1/Shogun（2Mアライアンス）に次いで、
３サービス目の就航となった。

（写真）横浜川崎国際港湾株式会社HPより

FP2初寄港 14,000TEU級（南本牧）

ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ
ｶｲﾒｯﾌﾟ

香港、塩田

京浜港（横浜港）における欧州・中南米航路の寄港

（写真）MSC提供

ANDES/ALX2 14,000TEU級投入

国際コンテナ戦略港湾政策（集貨事業等）の効果：京浜港（横浜港）における欧州航路の寄港
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横浜港南本牧ふ頭MC４コンテナターミナルの暫定供用

国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大することにより、企業の立地環境を向上させ、我が国産業の

国際競争力強化を図るため、水深18mを有する大水深コンテナターミナルＭＣ４の整備を行い、令和２年８月７日
に暫定供用を開始。

MC-1

A.P. Moller-Maersk A/S

（株）日新

MC-3・MC-4

A.P. Moller-Maersk A/S

MC-2

A.P. Moller-Maersk A/S

（株）商船三井
川崎汽船（株）

延長900m＜水深18m＞

延長350m

<水深16m>

延長350m

<水深16m>
岸壁総延長

1,600m

南本牧ふ頭全景（令和2年2月時点）

南本牧はま道路
2020年5月7日供用再開

・ふ頭背後地に立地する
物流施設の再編・高度化

三井
倉庫

住友
倉庫

三菱
倉庫

写真：横浜川崎国際港湾株式会社

■南本牧MC3,4コンテナターミナル
施設概要：
岸壁(水深18m)(耐震)×2バース
（MC3,MC4）、航路・泊地、荷役
機械（7基(24列対応)）など

整備期間：2007～2020年度

横浜港南本牧ふ頭MC４コンテナターミナルの暫定供用



②トランシップ港湾

○平成30年全国輸出入コンテナ貨物流動調査（2018年11月の１ヵ月調査）結果より、日本発着貨物のうち、８割
は直航航路を利用しており、２割が海外でのトランシップ航路を利用。

〇トランシップ貨物の発着港湾は、三大湾の港湾で５割、地域の港湾で５割程度。海外でのトランシップ港湾は、
釜山港が最も多く（44%）、次いでシンガポール港（26%）。トランシップ貨物の輸送方面は、欧州が最も多く
（25%）、次いで東南アジア（22%）。

③輸送方面

出典：全国輸出入コンテナ貨物流動調査結果より国土交通省港湾局作成。
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※トランシップ率＝
トランシップ貨物量

直航貨物量+トランシップ貨物量

輸送（直航・トランシップ）の概略

輸送量（万FT） 構成比（％）

直航輸送 1,537.0 78.9%

トランシップ輸送 411.3
21.1%

※トランシップ率

合計 1,948.3 100%

※伊勢湾は、名古屋港、四日市港を示す。
※地域の港湾は、京浜港、阪神港、伊勢湾（名古屋港・四日市港）を除く港湾。

注）トランシップ輸送：仕向港・仕出港が全ての東アジア港湾・東南アジア港湾であり、最終船卸港・最初船積港の所在国が仕向港・仕出港の所在国以外の国である貨物の輸送

（海外の港湾）

日本発着のトランシップ貨物の現状
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日本発着のトランシップ貨物の現状



○トランシップ貨物（北米方面）の日本発着港は、三大湾以外の港湾が６割程度を占めているが、三大湾発
着の北米方面のトランシップ貨物も増加している。

○トランシップ貨物（北米方面）のトランシップ港については、釜山港トランシップが８割程度を占める。

海外のどこの港でトランシップしているのか？

日本のどの港から発着しているのか？

万フレートトン

万フレートトン

３大湾以外発着の
トランシップ貨物
が多いが、３大湾

も漸増

８割程度が
釜山港で
トランシップ

出典：全国輸出入コンテナ貨物流動調査結果より国土交通省港湾局作成。

【トランシップ貨物量】 【割合】

【トランシップ貨物量】 【割合】

トランシップ貨物（北米方面）の量・割合
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トランシップ貨物（北米方面）の量・割合
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＜入出港コスト＞
（万円）

◆（一財）国際臨海開発研究センターによる
調査報告書等を元に港湾局試算

国際基幹航路を運航するコンテナ船のコスト（試算）

国際基幹航路
＜約4,800TEUクラス＞

国際基幹航路
＜約8,600TEUクラス＞

国際基幹航路
＜約17,000TEUクラス＞

（参考）韓国航路
＜約700TEUクラス＞

国際基幹航路
＜約23,500TEUクラス＞

50.0%

34.0%

13.2%

1.3%

57.0%

とん税・特別とん税

曳船料

入港料

綱取放料

水先料

○我が国港湾の入出港コストは、国際基幹航路のように船型が大きく、投入隻数が多くなるほど、とん税・特別とん税
が占める割合が著しく大きくなる傾向があり、釜山等の近隣諸国の競合港との比較において劣後していた。

○このため、国際基幹航路のコンテナ船が国際戦略港湾に入港した場合に、とん税・特別とん税を軽減し、競合港と
コスト面での競争条件の改善を図る。

0.7%

20.5%

7.1%

33.3%

39.9%

とん税・特別とん税が
占める割合（特例措
置なし）

とん税・特別とん税が
占める割合（特例
措置適用）
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特例措置により削減
されるとん税・特別とん税



入出港コストの更なる引き下げについて 【横浜港の例】

 山下ふ頭、本牧ふ頭の再編に伴うタグボートの移転・集約を図るため、本牧ふ頭Ａ突堤に小型船だまりを計

画するとともに公共埠頭計画の変更を行うもの。
 本整備は令和２年度から令和４年度を予定。

 タグボート基地の近接化に伴い、料金の算定根拠となる利用時間（基地から作業場所までの移動時間含

む）の短縮により、曳船料の軽減に寄与
（所要２時間で３０分の短縮を想定した場合、２５％程度の低減）。

施設名 変更前 変更後 整備主体

小型桟橋 － 6基 民間企業

岸壁（水深12m） 1,100m 850m 横浜市

変更前 変更後
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