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China’s MOFCOM Blocks P3 Alliance 中国商務部、P3 ネットワークの結成を阻止 

By Brad Lui and Lei Ouyang 執筆者：ブラッド・ルイ、レイ・オウヤン 

On June 17, 2014, China’s Ministry of Commerce 
(MOFCOM) issued a decision blocking the formation of 
a strategic alliance between three of the world’s largest 
ocean container shipping companies, A.P. Møller - 
Maersk A/S, MSC Mediterranean Shipping Company 
S.A., and CMA CGM S.A. (the “P3 Alliance”). The 
proposed P3 Alliance would have allowed the three 
companies to consolidate their shipping fleets on Asia to 
Europe, Trans-Pacific and Trans-Atlantic routes. 
Authorities in the US and the EU did not oppose the 
transaction.[1] MOFCOM, however, decided that the P3 
Alliance would have reduced competition in the ocean 
container shipping business between Asia and Europe. 
According to MOFCOM’s decision, the P3 Alliance 
would have (i) significantly increased concentration in 
container shipping between Asia and Europe, thereby 
enabling the parties to exercise market power, (ii) 
increased entry barriers and (iii) adversely affected 
competitors. This is only the second time since China’s 
Anti-Monopoly Law went into effect in 2008 that 
MOFCOM has issued a decision blocking a proposed 
transaction in its entirety. 

2014 年 6 月 17 日、中国商務部（MOFCOM）は、コンテナ

海運世界最大手の A･P･モラー・マースク（デンマーク）、メデ

ィタレニアン・シッピング・カンパニー（MSC、スイス）及び

CMA CGM（フランス）間の戦略的アライアンス（｢P3 ネットワ

ーク｣）の結成を承認しない旨の決定を下した。P3 ネットワー

ク案では、3 社がアジア・欧州間、太平洋横断及び大西洋横

断の各ルートにおいて共同で運航管理を行うこととされてお

り、米国と EU の当局はこれに反対を示していなかったもの

の
[1]
、MOFCOM は、P3 ネットワークによりアジア・欧州間の

コンテナ海運事業における競争が阻害されると判断した。

MOFCOM の決定では、P3 ネットワークが成立すれば、(i)
アジア・欧州間のコンテナ海運のシェアが高まり、3 社による

市場支配が進み、(ii)参入障壁が高くなり、(iii)競業他社に悪

影響が及ぶであろうとされている。MOFCOM が取引を全面

的に阻止する決定を下したのは、2008 年に中国独占禁止

法が施行されてからわずか 2 度目である。 

MOFCOM’s decision appears to highlight a significant 
difference in the competition laws of the US, EU and 
China. Unlike the competition laws of the US and the 
EU, China’s Anti-Monopoly Law requires MOFCOM not 
only to assess the potential competitive effects of a 
proposed transaction but also the transaction’s potential 
impact on China’s “national economic development.”[2] 
This assessment adds additional complexity to the 
analysis. 

MOFCOM の決定により、米国、EU 及び中国の反競争法

の著しい相違が浮き彫りになったと思われる。米国や EU の

競争法とは異なり、中国の独占禁止法では、取引が競争に

与える潜在的な効果のみならず、中国の｢国家経済の発展｣

に対する潜在的影響についても評価することを MOFCOM
に求めている

[2]
。このことで審査はさらに複雑化する。 

In the case of the P3 Alliance, it seems that industrial 
policy factors may have had a role in MOFCOM’s 

P3 ネットワークの場合、取引阻止という今回の MOFCOM
の決定にあたり、産業政策上の要因が考慮された可能性が
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decision to block the transaction. In recent years, the 
ocean container shipping industry has faced worldwide 
declines in demand and suffered from significant 
overcapacity. According to its sponsors, the P3 Alliance 
was intended to allow its members to reduce their 
shipping fleets, allow more efficient utilization of their 
remaining ships and significantly reduce costs. 

ある。近年、コンテナ海運業界は、世界的な需要低迷を受

け、輸送能力が著しく過剰となっている。P3 ネットワークの

結成は、その支持者によれば、船舶台数を減らし、既存の

保有船舶の効率的利用と大幅なコスト削減を実現することを

企図するものであった。 

Usually, antitrust enforcers would view the prospect of 
significant cost reductions positively. In this case, 
however, the projected cost reductions were so 
significant that they may have raised industrial policy 
concerns at MOFCOM. In the wake of the 
announcement of the P3 Alliance, a number of ocean 
shipping companies, including major Chinese shipping 
firms, lodged complaints against the proposed alliance. 
There were significant concerns expressed that the P3 
Alliance members would enjoy such a significant cost 
advantage that it would be difficult for other companies, 
including major Chinese shipping lines, to compete. 

反トラスト法当局は通常、著しいコスト削減が見込める場

合、これを前向きに捉えるが、今回の件では、予想されるコ

スト削減額が非常に大きいため、MOFCOM に産業政策上

の懸念が生じた可能性がある。P3 ネットワーク結成の発表

を受け、中国の大手海運会社を含む多くの海運会社が、ア

ライアンス案に対して異議を申し立てていた。P3 ネットワー

クの参加企業がコスト面で優位に立ち、その結果、中国の海

運会社を含む競業他社が太刀打ちできなくなってしまうので

はないかという重大な懸念が示されていたのである。 

MOFCOM’s decision does not explicitly state that 
MOFCOM was concerned that the P3 Alliance would 
have given its members too large a cost advantage vis-
à-vis its competitors. The reasoning of the decision does 
suggest, however, that this was a significant factor. 
According to the decision, MOFCOM was concerned 
that the P3 Alliance would harm the development of 
other competitors. Given the overcapacity of Chinese 
ocean shipping firms and the significant losses they 
have sustained in recent years, increased price 
competition undoubtedly would have made it harder for 
these companies to operate. 

P3 ネットワークによって参加企業が競業他社に対する過大

なコスト優位性を獲得することへの MOFCOM の懸念がそ

の決定に明示されていた訳ではないが、これが大きな要因

であったことが決定理由に示されている。当該決定によれ

ば、MOFCOM は、P3 ネットワークが競業他社の発展を阻

むことを懸念している。中国の海運会社は、近年その輸送

能力が過剰であること及び多額の損失を抱えていることを考

えれば、価格競争の激化により事業の継続が困難となるこ

とは確実である。 

For companies contemplating transactions involving 
operations in China, MOFCOM’s decision reinforces the 
viewpoint that any antitrust analysis of such transactions 
should include the impact that the transaction might 
have on Chinese competitors due to increased 
competition. Especially in cases where significant 
Chinese industries are involved, it is likely that 
MOFCOM will undertake a serious review of any 
potential adverse impacts on Chinese firms. 

MOFCOM の決定に基づけば、中国での事業展開を伴う取

引を検討中の企業は、反トラスト法という側面から分析を行

う際、競争激化により中国の競業他社が受ける影響につい

ても考慮しなければならなくなっているといえる。特に中国の

重要な産業が関わる場合、MOFCOM は中国企業が受ける

潜在的悪影響について厳しく検討するであろう。 
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FOOTNOTES 脚注 
[1]  On March 24, 2014, the U.S. Federal Maritime 
Commission approved the P3 Alliance. On June 3, 
2014, the European Union informed the parties that it 
had decided not to open an antitrust investigation into 
the P3 Alliance and closed its file. 

[1] 米国連邦海事委員会は、2014 年 3 月 24 日、P3 ネットワ

ークを承認した。一方、欧州連合は、2014 年 6 月 3 日、P3
ネットワークに関し反トラスト法上の調査を行わないことを決

定した旨各社に通知し、この件を終了した。 

[2]  MOFCOM also will conduct a national security review 
of foreign investments in Chinese companies where 
national security issues are implicated. In the United 
States, national security reviews of foreign investments 
are conducted by the Committee on Foreign Investment 
in the United States (CFIUS) an executive branch 
interagency committee chaired by the Secretary of the 
Treasury. 

[2]  国家安全保障上の問題が関わる場合、中国企業に対す

る外国投資について国家安全保障の観点から MOFCOM
が審査を行う。米国では、外国投資に関する国家安全保障

の観点からの検討は、財務長官が委員長を務める省庁間

委員会である対米外国投資委員会（CFIUS）が行う。 
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モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に
過去 11 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 
provided herein may not be applicable in all situations 
and should not be acted upon without specific legal 
advice based on particular situations. Prior results do 
not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 
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