
港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU

1 NY/NJ 1,947 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 5,220 香港 18,100 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 23,192 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 25,867 上海 29,069 上海 31,500

2 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 1,901 香港 5,100 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 17,040 香港 22,602 上海 25,002 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 28,431 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 29,938

3 香港 1,465 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 3,670 釜山 7,540 上海 18,084 香港 21,040 香港 23,699 香港 24,404

4 神戸 1,456 高雄 3,490 高雄 7,426 深ｾﾝ 16,197 深ｾﾝ 18,250 深ｾﾝ 22,510 深ｾﾝ 22,570

5 高雄 979 神戸 2,600 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 6,280 釜山 11,843 釜山 11,980 釜山 14,194 釜山 16,185

6 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 917 釜山 2,350 上海 5,613 高雄 9,471 広州 11,190 寧波 13,144 寧波 14,686

7 ｻﾝﾌｧﾝ 852 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ 2,120 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ 4,879 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 9,251 ドバイ 11,100 広州 12,550 広州 14,400

8 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 825 ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ 1,970 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 4,601 ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ 8,088 寧波 10,503 青島 12,012 青島 13,020

9 ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ 783 NY/NJ 1,900 ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ 4,248 ドバイ 7,619 青島 10,260 ドバイ 11,600 ドバイ 13,000

10 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ 782 基隆 1,810 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 4,082 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ 7,485 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 9,743 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 11,146 ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 11,900

11 シアトル 782 横浜 1,650 深ｾﾝ 3,994 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 6,710 天津 8,700 天津 10,080 天津 11,500

12 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 724 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 1,600 ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ 3,207 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 6,482 高雄 8,581 高雄 9,181 ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ 9,759

13 横浜 722 東京 1,560 ﾄﾞﾊﾞｲ 3,059 青島 6,307 ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ 7,310 ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ 8,870 高雄 9,636

14 ﾌﾞﾚｰﾒﾝ 703 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 1,550 NY/NJ 3,050 ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ 5,716 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 7,310 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 8,468 ﾊﾝﾌﾞﾙｸ 9,020

15 基隆 660 ﾌｪﾘｸｽﾄｳ 1,420 東京 2,899 寧波 5,208 ﾊﾝﾌﾞﾙｸ 7,008 ﾊﾝﾌﾞﾙｸ 7,900 ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 8,664

16 釜山 634 ｻﾝﾌｧﾝ 1,380 ﾌｨﾘｸｽﾄｰｴ 2,853 天津 4,801
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾍﾟﾗﾊﾟｽ

6,016
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾍﾟﾗﾊﾟｽ

6,530 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ 7,941

17 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ 633 シアトル 1,170
ﾌﾞﾚｰﾒﾝ/ﾌﾞﾚｰ

ﾒﾝﾊｰﾌｪﾝ
2,712 NY/NJ 4,793 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 5,068 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 6,263

ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾍﾟﾗﾊﾟｽ

7,500

18 東京 632 ﾌﾞﾚｰﾒﾝ 1,160 ｼﾞｵｲｱﾀｳﾛ 2,653 広州 4,685 厦門 4,680 厦門 5,820 厦門 6,461

19 ｼﾞｭｯﾀﾞ 563 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ 1,120
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾟﾘｵｸ

2,476
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾍﾟﾗﾊﾟｽ

4,177 NY/NJ 4,562 NY/NJ 5,292 大連 6,400

20 ﾊﾞﾙﾁﾓｱ 523 マニラ 1,039 横浜 2,317 東京 3,819 大連 4,552 大連 5,242 ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 6,061

20港
合計

18,483 43,879 109,031 186,530 218,722 252,001 274,544

2005

順位

2011

世界の上位20港のコンテナ取扱量の推移

1980 1990 201020092000



港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU 港湾 千TEU

2005

順位

20111980 1990 201020092000

大阪 (38) 254 名古屋 (24) 898 神戸 (22)2,266 横浜 (27)2,873 東京 (24)3,811 東京 (25)4,285 東京 (27)4,554

名古屋 (45) 206 大阪 (38) 483 名古屋 (28)1,912 名古屋 (34)2,491 横浜 (37)2,798 横浜 (36)3,280 横浜 (40)3,080

北九州 (92)  83 北九州 (67) 256 大阪 (36)1,474 神戸 (39)2,262 神戸 (46)2,247 神戸 (45)2,556 名古屋 (47)2,549

清水 (139) 42 清水 (88) 164 博多 (91)511 大阪 (41)2,094 名古屋 (50)2,113 名古屋 (46)2,549 神戸 (49)2,470

四日市 (230)  8 博多 (97) 150 北九州 (116)412 博多 (102)744 大阪 (87)1,126 大阪 (86)1,264

清水 (125)362 北九州 (136)484 博多 (122)722 博多 (119)749

苫小牧 (126)356 清水 (150)412 那覇 (158)438 北九州 (159)480

四日市 (231)104 那覇 (151)408 北九州 (161)409 清水 (162)475

仙台 (249)80 広島 (237)190 清水 (165)392 那覇 (171)442

広島 (257)75 苫小牧 (247)171 苫小牧 (197)293 苫小牧 (201)322

下関 (271)65 新潟 (262)157 四日市 (244)197 仙台 (242)216

千葉 (282)58 四日市 (273)145 仙台 (256)180 広島 (247)210

川崎 (307)43 仙台 (302)99 広島 (263)164 四日市 (249)208

伏木 (314)38 水島 (303)98 水島 (279)146 水島 (264)174

秋田 (340)29 下関 (314)85 新潟 (280)143 新潟 (266)169

八戸 (353)26 福山 (322)78 八戸 (385)40 千葉 (320)88

伏木富山 (354)56 千葉 (398)34 八戸 (356)45

三田尻
中関

(363)50 大分 (438)22 大分 (362)40

千葉 (376)45

川崎 (378)44

秋田 (381)43

マニラ (24) 397 バンコク (21)1,018 ﾏﾆﾗ (21)2292 ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ (21)3,766 ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ (21)4,538 ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ (21)5,068
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾟﾘｵｸ

(22)5,800

バンコク (47) 189
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾞﾘｵｸ

(28)  644 塩田 (23)2148 厦門 (23)3,342
ｼﾞｬﾜﾊﾙ
ﾗﾙﾈﾙ

(23)4,112
ｼﾞｬﾜﾊﾙ
ﾗﾙﾈﾙ

(23)4,752 ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ (23)5,731

ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ (67) 127 ﾎﾟｰﾄｹﾗﾝ (37)  497 青島 (24)2120
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾟﾘｵｸ

(24)3,282
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾟﾘｵｸ

(25)3,805
ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾟﾘｵｸ

(24)4,715 連雲港 (25)4,850

ﾀﾝｼﾞｭﾝ
ﾌﾞﾘｵｸ

(87)  87 上海 (42)  456 ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ (25)2105 ｼﾞｪｯﾀﾞ (28)2,836 ﾎｰﾁﾐﾝ (28)3,563 ｺﾛﾝﾎﾞ (28)4,000 ﾎｰﾁﾐﾝ (26)4,674

上海 (164) 30 基隆 (27)1955
ｼﾞｬﾜﾊﾙ
ﾗﾙﾈﾙ

(30)2,667 ｺﾛﾝﾎﾞ (30)3,464 連雲港 (29)3,870
ｼﾞｬﾜﾊﾙ
ﾗﾙﾈﾙ

(28)4,355

ﾎｰﾁﾐﾝ (30)3,856

注１：日本・アジアのその他港湾の（  ）内は順位である。

　２：最新年は速報値、かつ、上位30港のみ掲載。

資料：CONTAINERISATION INTERNATIONAL YEARBOOK 各年版。

　　(2011年はContainerisation Internatinal 2012 March)
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