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上昇を続け7年ぶりの高水
米国の経済成長鈍化
準となった。
OECD（経済協力開発機
2019年は米中貿易摩擦の
影響で荷動きが鈍化する 構）は米国のマクロ経済
一方で新造船の竣工が減 政策による景気の下支え
るとともに老朽船の解撤 が弱まる中、成長は今後2
（スクラップ）率が上昇す 年の間に低下すると予想、
ることで船腹量の伸びも 雇用の伸びが鈍化する一
緩やかになる見通しで、運 方、労働市場が一いっそ
ピークシーズンに入ると 賃水準は上半期に2018年 うひっ迫し、賃金の伸び
北米航路
コンテナ船が満船状態と より下降曲線を描くもの が高まることにより、消
荷動き鈍化で運賃下降か
なり、コンテナ船社が燃 のの夏場のピークシーズ 費の堅調な増加が持続す
2018年は米国の景気回 が、燃料油価格の値上が 料油価格の値上がりに採 ンに入り反発すると予想、 るとし、GDP成長率は2018
復でアジア／北米航路の りで採算が悪化する中、 算悪化をカバーするため、 船社は荷動き動向を注視 年が2.9％、2019年が2.7％、
往航コンテナ荷動きは1～ 米中貿易摩擦回避へ中国 緊急燃料割り増し料の導 しつつ臨機応変な需給均 2020年が2.1％と予測、IMF
10月累計で過去最高を記 荷主が出荷を前倒し、米 入や、ピークシーズンに 衡を維持するための船腹 （国際通貨基金）は米国が
録、新造船のデリバリー 国の小売り業者も輸入貨 異例の減便策を打ち出し、 調整が重要課題となりそ さらに自動車の追加関税
を発動した場合、相手国
が引き続き増加している 物の在庫積み増しを図り 秋以降もスポット運賃は うだ。
2018年はコンテナ船業界は海外船社のM&A（企業の合併・買収）による合従連衡、
アライアンスの再編が一段落、邦船3社のコンテナ船事業を統合したONEも船出したが、
当初の混乱や燃料油上昇などで業績は伸び悩み、コンテナ船業界全体でも北米航路の好
調を除き、低調だった。2019年は世界的に経済成長が鈍化し荷動きも昨年より減速す
る一方で船腹量の伸びも鈍化することで需給は安定が予想。ただ、昨年から引き続く燃
油価格の上昇、硫黄酸化物（SOx）規制などの環境規制や米中貿易摩擦や英国のEU離
脱の行方などのリスクが高まり、さらには本格的なデジタル化時代の到来への対応に迫
られ、思わぬ逆風に襲われる可能性もあり、かならずしも楽観はできない見通し。

からの報復も含め2017年
比で2019年は中国が1.0％、
米国は0.6％押し下げとし、
米国の実質DGP成長率は
2018年が2.9％、2019年が
2.5％を予測する。
18年の東航荷動き最高
米国経済が好調に推移
するなか、米国の調査会
社Descartes Datamyneが米
国税関のACE・B/Lデータ
をもとにまとめたアジア
から米国向けコンテナ荷
動きも2018年1～10月累計
で 前 年 同 期 比 7.1％ 増 の
1,385万9,551TEUで過去最
高を更新した。また、日
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本 海 事 セ ン タ ー が JOCPIERSデータをもとにまと
めた1～10月累計のアジア
18カ国・地域から米国向
け往航コンテナ荷動きは、
前年同期比5.4％増の1,452
万4,234TEUで、単月、累
計ともに過去最高を更新
した。
一方、米国小売業協会
（ NRF） と 調 査 会 社 の
Hacket Associatesが毎月の
米国小売業向けコンテナ
荷動きをまとめて6カ月先
まで予測するPort Tracker
の最新レポートによると、
2018年の小売り向け輸入
コンテナ荷動き量は米国
内の堅調な消費需要や、
米中貿易紛争による関税
の引き上げを見越した駆
け込み輸入を反映し、上
半期（1～6月）で前年同
期比5.1％増の1,030万TEU

を記録。7月も前年同月比
5.6％増の190万TEUと過去
最高を更新、8月は189万
TEUと前月比0.6％減少し
たものの9月も前年同月比
4.3％増の187万TEUと高水
準を維持、10月も13.6％増
の204万TEU、2019年1月に
予定されていたトランプ
政権による中国発貨物へ
の関税引き上げの延期を
発表する前の駆け込み需
要により、11～12月は異
例の輸入増を予測、11月
は前年同月比14％増の201
万TEU、12月も6.1％増の
183万TEUで2018年は前年
比6.5％増の2,180万TEUに
達するとみる。
一方、2019年に入って
輸入量は減少し、1月は前
年同月比2.1％減の172万
TEU、2月も1％減の167万
TEUと低迷するが、3月が

IMFの世界経済見通し（2018年10月）
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1.7％増の157万TEU、4月
は3.7％増の170万TEUと回
復、緩やかな伸びを見込
んでいる。
コンテナ船社の積み高を
みても、COSCO（中国は1
～ 9月 累 計 で 前 年 同 期 比
3.92％増の217万1,078 TEU、
OOCL（香港）は9.9％増の
147万2,609TEUと堅調な伸
びを記録している。
運賃も7年ぶり高水準
日本郵船調査グループ
がまとめた2018年8月末の
コ ン テ ナ 船 腹 量 は 365万
TEUと1年前により11％増
加、隻数も11隻増え441隻
となり、パナマ運河拡張
で8,000～12,000TEU型が21
隻増えたことなどが要因。
船腹増が市況に圧力を
かけ続ける中で、2018年
に入ってからのアジアか
ら北米向けスポット運賃
の推移を代表的な指標で
ある中国の上海航運交易
所（SSE）が公表している
上海輸出コンテナ運賃指
数（SCFI）は、1Qが春節
後に値下がり、2Qから緩
やかに上昇、3Qに入り需
要増で急上昇、7月から夏
場のピークシーズンに入
り、アジアから北米向け
荷動きが活況を呈し、コ
ンテナ船も満船状態が続
き、SCFIは3月下旬の約2
倍、2017年2月以来の高水

り、8月に入ると一段高を
記録、9月も上昇が続いた。
4Qは10月入り北米西岸航
路は国慶節の影響もなく、
上昇したが北米東岸航路
は小幅下落した。

北米航路荷動き推移

荷動き、船腹とも伸び鈍化
みずほ銀行産業調査部
がまとめた「日本産業の
中期見通し｝によると、
米国の堅調な景気拡大を
背景に荷動きは好調であ
り、米国による対中制裁
関税の影響によって荷動
きの伸びは鈍化が見込ま
れるものの、引き続き増
加基調で推移すると予測、
2018年は6.0％増の1,752万
9,000TEU強含んだ着地を
見込み、2019年以降は米
国の制裁関税の影響が通
年に及ぶことから、北米 （KMI)の2019年海運市況見 7,000TEU型が縮小する影
東航の荷動きは0.6％増の 通しによると、北米航路 響で2.7％の伸びに鈍化、
1,763万2,000TEUと伸びが 荷動き量は米中貿易摩擦 運 賃 水 準 は 今 年 1.618ド
大幅に鈍化したあと、今 の影響で米国の中国から ル／FEUの高値を付けたあ
後5年間でも年率2.4％と穏 の輸入増加傾向が鈍化す と年平均で1,400～1,500ド
やかな伸びにとどまる見 ることで3.5％の伸び、船 ル／FEUで推移すると予測
腹量は主力である4,000～ する。
通し。
一方、西航は中国の古
北米航路運賃推移
紙輸入の規制で2018年は
1.3％減の670万7,000TEU、
今後5年間でも年率0.3％増
加と低調な推移を見込み、
東航と西航の荷動きイン
バランスの拡大を懸念す
る
韓国海洋水産開発院

欧州航路

荷動き減速で運賃横ばいも

1.5%を予測する。

往航荷動き最高、運賃上昇
ユ ー ロ 圏 全 体 で は 、 2018年（1.3％の見込み）
こうした経済情勢のも
2017年に好調だったがユ 並みの緩やかな伸びが継 と、アジアから欧州向け往
ーロ高の影響や中国向け 続する見通し。雇用増加 航 の コ ン テ ナ 荷 動 き は 、
輸出の減速により増勢が の持続や賃金上昇率の高 2018年1～10月累計で往航
鈍化しているものの、内 まりが引き続き個人消費 が 前 年 同 期 比 1.7%増 の
需は底堅く推移、実質GDP を支えると予想。ロシア 1,216万3,000TEUと統計を
成長率は2018年が1.9％、 は良好な雇用・所得環境 開始してからの最高、復
2019年が1.6％とやや減速 を背景とした緩やかな景 航は3.4%減の565万6,000
するが、潜在成長率（同 気拡大シナリオに著変は TEUで2017年の最高値だっ
1％台半ば）並みの拡大ペ 見込まれない。IMF（国際 た585万6,000TEUに次ぐ高
ースは維持する見通し。 通貨基金）は2018年10月 記録となった。地域別構
英国は「合意なしの離脱」 時点で実質GDP成長率でユ 成比は2014年以降、大き
が回避されるのを前提と ーロ圏は2018年が2.0%、 な変化はなく、2018年10
した場合、2019年の実質 2019年 が 1.9%、 英 国 は 月ベースで往航は西・北
GDP成長率は1.4％となり、 2018年が1.4%、2019年が 欧州揚げが73.4%、地中海
西部・北アフリカ揚げが
欧州航路荷動き推移
10.4%、地中海東部・黒海
沿岸揚げが16.2%、復航は
西・北欧州積みが77.0%、
地中海西部・北アフリカ
積 み が 8.6%、 地 中 海 東
部・黒海沿岸積みが14.4%
と往復航とも西・北欧州
地 域 が 7割 強 を 占 め て い
る。
往航の主な積み国・地
域は中国が1.1%増の868万
5,000TEU、日本が7.1%増
の34万1,000TEU、韓国が
0.3%増の83万7,000TEU、
台湾が横ばいの29万1,000
TEU、ASEAN10は合計で
5.4%増の183万9,000TEU、
揚げ地国・地域別では
EU27カ国合計で1.2%増の
949万4,000TEU、トルコが

〈第三種郵便物認可〉

が穏やかに回復、6月も輸 月は小幅に反転して推移
送需要が穏やかに回復し した。
上昇が続き、第3四半期は
7月が欧州の経済回復が加 供給過剰が運賃の重石
速し輸送需要が増加し高
韓国海洋水産開発院
水準を維持、8月も輸送需 （KMI）は2019年の市況見
要が高水準に推移すると 通しで、アジア／欧州航
同時に引き続く大型船の 路は1万5,000TEU超型の新
投入の影響でスペースタ 造船が20隻・44万TEUに達
8.2%減の62万7,000TEUと け輸入の30%、欧州向け全 イトが一定程度緩み、8月 し供給過剰が続き、船腹
落ちだが、ロシアは9.1% 体の6%を占め、第1四半期 も輸送需要が高水準に推 供給量が6.7%伸び、輸送
増の56万8,000TEUと好調 は12%増加したが、第2四 移、上昇したあと、9月に 儒需要の伸び6%を上回る
半期には7%増へ減速した。 入り需要が減退し大幅下 ことで、運賃が反発する
だった。
復航の積み地国・地域 一方、アジアから地中向 落、第4四半期に入り、10 のは難しく、年間平均で
はEU27カ国合計で5.2%減 けの船腹量は安定、7月時 月は国慶節の影響で需要 750～850ドル／TEUで2018
の475万6,000TEU、トルコ 点で前年同期比5%増にと が減退し下落が続き、11 年から横ばいを予想する。
が3.5%減の32万7,000TEU どまり、3大アライアンス
の伸びをみせたが2013年の
と落ちこんだが、ロシア が週24便を運航している。
南北航路
水準には20万TEU及ばなか
は17.2%増の22万9,000TEU
った。
と好調な復調ぶりをみせ コンテナ船腹量6％増加
中南米航路
た。アジアの揚げ地国・
一方でアジア／欧州航
船腹量は31％増加
地域別では、約5割を占め 路の船腹量は2018年3月下 荷動き鈍化で運賃下落
日本郵船調査グループの
る中国が10.7%減の291万 旬から5月初旬にかけて約
国際通貨基金（IMF）は
TEUと大きく落ち込み、日 8%増加した。韓国船社の 世界経済見通しでアルゼン 資料によると、2018年8月
本 が 4.3%減 の 46万 TEU、 現 代 商 船 が 4月 か ら AEX チンでの予想より深刻なリ 末時点のアジア／中南米航
ASEAN10の合計は15.6%増 （Asia Europe Express）と セッション（景気後退）と 路の船腹量は133万TEUと1
の144万TEU1と好調だっ 呼ぶ4,600TEU型10隻を導 ブラジル経済の成長鈍化が 年前に比べ31%もの大幅な
た。アジアの揚げ地国・ 入した単独配船を開始し 2018年と2019年の中南米経 増加、隻数も39隻増えて
地域別では、約5割を占め たことも要因。7月に入っ 済の重しになるとの見通し 158隻となった。欧州航路
る中国が10.7%減の291万 ても新造大型船の就航が を示した。中南米地域の経 からのカスケーディング
TEUと大きく落ち込み、日 相次ぎ、前年比10%増加し 済成長率は2017年の1.3%か （転 配 ） で 8,000〜 13,999
本 が 4.3%減 の 46万 TEU、 たが、船社の努力で消席 ら2018年は1.2％、19年は TEU型の投入で積極的な船
ASEAN10の合計は15.6%増 率は向上し、運賃回復の 2.2％で推移、世界経済の 腹拡充が図られたことが要
の144万TEU1と好調だっ 兆しをみせた。日本郵船 緩やかな拡大が持続するほ 因とみる。
これによりスポット運賃
た。
調査グループのまとめに か、インフレ率の安定も見
地中海航路の往航荷動き よると2018年8月末のコン 込まれるため、景気は力強 も上海→サントスのSCFIで
は、アジアから欧州向け テナ船腹量は465万9,000 さを欠きつつも循環的な回 第1四半期、第2四半期、第
コンテナ荷動き量で6番目 TEUと1年前より6%増加、 復を続ける公算が大きいと 3四半期、第4四半期と下落
が続き、2018年1-11月平均
の上位にあるルトルコの 隻 数 も 4隻 増 え 340隻 、 みる。
実質GDP成長率が2017年の 18,000TEU型超が24隻増え
2018年はもっとも成長が
7.4%から2018年は3.8%、 た。
期待、とくにアジア発中南
運賃動向は（SCFI）の 米向けは2ケタ前半の伸び
2019年は2.3%へ減速、ア
ジアから地中向けコンテ 動向でみると、第1四半期 になると予想された。石油、
ナ荷動きは2018年第1四半 は1月が欧州航路は欧州経 商品価格の上昇で経済が急
期に7%近く増加したが、 済が回復軌道に乗り、2月 回復し需要の拡大が見込ま
トルコの経済危機で減退、 も需要好調でスペースタ れるとし、非主要航路は向
東地中海向けは2018年第1 イトとなり上昇したが春 こう数年間、堅調を維持が
四半期の9%増から第2四半 節 後 の 3月 は 大 幅 下 落 し 見込まれている。Drewry
期には1.3%増に低下した た。第2四半期は4月が輸 （英国）の調査では、2017
ものの依然としてプラス 送需要の増加で上海出港 年のアジアから南米東岸向
で推移している。トルコ 船の消席率が週を追うご け荷動きは前年比15.5%増
はアジアからの東地中向 とに上昇、5月も輸送需要 の130万TEUと2013年以来
欧州航路運賃推移
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また、みずほ銀行産業調
査部は日本産業の中期見
通しの中で、海上コンテ
ナ荷動き量は中期的に総
じて堅調な推移が見込ま
れるとし、欧州航路は欧
州の景気拡大ペースが鈍
化した影響により足下低
調に推移しているが、中
期的には欧州経済の緩や
かな成長を背景に荷動き
は堅調に推移する予測。
2018年は景気拡大ペース
に一服感がみられ、西航
に荷動きは1.5%増の1,598
万TEUで微増にとどまり、

(3)

2019年は2.1%増の1,631万
TEU、 今 後 5年 間 も 年 率
2.1%伸びを見込み、東航
は2018年が中国における
古紙や廃プラスチックの
輸入規制の影響を主因と
して足下で前年を下回る
荷動きとなっており、通
年 で 3.6%減 の 756万
2,000TEUと マ イ ナ ス 、
2019年以降も中国の輸入
規制は強化されると考え
られることから2019年も
0.3%増の758万4,000TEU、
今後5年間でも年率1.5%の
低調な伸びを予測する。

中南米航路運賃推移

で1,808ドル／TEUと20017
年平均の2,676ドル／TEUに
比べ32%も落ち込んだ。こ
うした中、Ocean Network
Express（ONE）、HapagLloyd（独）
、MSC（スイス）
とMaersk Line（デンマー
ク）
、Hamburg Sud（独）は
2019月中旬に極東／南米東
岸航路で、スロット交換で
2ループ体制に合理化し、
運賃回復を図る計画を打ち
出している。

中東航路
2018年は下半期に運賃下落
世界銀行の経済見通しに
よると中東・アフリカ地域
の成長率は、改革と石油価
格の安定化により2017年の
2％から2018年は3.1％に上
昇する見込み。ただ、域内
最大の経済大国トルコが、
為替相場急落で経済危機に
陥りつつあり、産油国の雄
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サウジアラビアは2014年の
原油価格暴落の後遺症で景
気が低迷、2018年5月に、
米トランプ政権がイラン核
合意からの離脱と対イラン
制裁再開を発表し、イラン
経済の行方には暗雲が立ち
込め経済の先行きに不透明
感が漂う。
Drewry（英国）の調査に
よると、2018年第1四半期
のアジアから中東向けコン
テナ荷動き量は前年同期よ
り26%もの大幅な伸びを示
し、少なくも過去5年の最
高を記録した。
一方で4月の中東・南ア
ジア航路のコンテナ船腹量
は前年同月より10%増加、
荷動き増で中東向け消席率
は約5%上昇したものの65%
と低調だった。しかし、第
2四半期のコンテナ荷動き
量は前年同期比5.7%減の85
万TEUと減速、7月も1%減

〈第三種郵便物認可〉

年以降電力産業など主要国 （デ ン マ ー ク ） が セ ネ ガ
の南アフリカは2015年以降 ル・モーリタニア・ベナン
豪州航路
電力産業などの構造的なボ 向けのFEW7を休止して以
Supply
トルネックが問題となり経 降、8月までで約8%減少し 経済成長で荷動き増加
豪州は26年間GDPが増え
済成長は停滞。2017年は 年間を通じても安定する見
1.3%の安定成長でしたが、 込み。船社が昨年の船腹過 続けている唯一の先進国で
2018年前半は2四半期連続 剰による運賃下落を招いた 2017年の実質GDP成長率は
Demand
でのマイナス成長に失速、 教訓を学んだもので、6、7 2.0%、経済は2018年に入る
2018年は0.6％へ低下、2019 月の消席率は過去5年間で と外需寄与度の改善によっ
て、2四半期連続で年率3％
には452ドル／TEUと22.7% めの成長が続き、その後は 年に1.4%へ持ち直しを見込 最高水準となった。
急騰、6月もラマダン（断 ベース効果の剥落によって んでいる。
運賃動向はSCFIの推移で を越える高い成長となっ
ケニアの2018年の実質 春節後に下落したあと5月 た。しかし、7-9月期は内
食月）の影響で輸送需要が 成長率が低下。しかし、来
低調を続けたが、船社の大 春に総選挙を控えるなかで GDP成長率は5.5％見込むナ にいったん2,000ドル／TEU 需寄与度が大きく低下し、
規模な船腹抑制措置の助け 公共投資と農村部の消費が イジェリアは原油の価格お 台へ乗せたが、ピークシー 予想外の低い伸びとなり、
で需給はやや変動したもの 拡大して成長ペースは7％ よび生産双方の回復を受 ズンを迎えた夏場に下落、 実 質 GDP成 長 率 は 3.5%、
の良好を維持、528ドル／ 台半ばで堅調を維持、IMF け、2017年の実質GDP成長 9月に再び2,000ドル／TEU 2019年は3.25%、2020年も
TEUと16.7%上昇し500ドル （国 際 通 貨 基 金 ） は 実 質 率は1％未満、25年ぶりの を突破しｍCrewry Maritime 3.0%と伸びを続ける見通
台を回復した。
DGP成長率は2017年の6.7% マイナス成長だった前年を Research（英国）の調査に し。
Drewry（英国）がCTS
しかし、7月は輸送需要 から2018年は7.6%、2019年 底に、緩やかな回復基調に よると、2017年のアジアか
転じ、2018年はさらに2.1% ら西アフリカ向けコンテナ （英国）の統計をもとにま
が低迷、一部船社が船腹削 も7.4%を見込んでいる。
減を図ったが上海出港船の
Drewry（英国）の調査に に加速した。
荷動き量は前年比9.6%増の とめた2017年のアジアから
Drewryの調査によると、 120万TEUと過去5年で最高 豪州向けコンテナ荷動き量
平均消席率も低調でで推移 よ る と 、 今 年 第 1四 半 期
し 市 況 も 引 き 続 き 下 落 、 （1-3月）のコンテナ荷動き アジアから南アフリカ向け の伸びを記録したものの、 は 前 年 比 1.1%増 の 260万
426ドル／TEUと19.4%下 量も9%増の115万TEUに達 荷動きは2017年が5.6%増の ナイジェリアなど地域の主 TEUと2016年の7.2%増から
落、8月も375ドル／TEUと した。一方でコンテナ船腹 77万2,000TEU、2018年も堅 要石油輸出国に打撃となっ 過去5年間でもっとも低い
量は前年同月より10%増 調に推移し、船腹量も1月 た石油価格下落前の2014年 伸びとなった。うち東南ア
アジア→中東運賃対消席率推移
加、1Qの平均消席率が68% に3便、2月と3月には各6便 の水準を13%下回り、一方 ジア出しが6.3%減の75万
と低水準だった。第2四半 が運休、4月、5月も一段の で船腹過剰によって輸送需 TEUと落ち込んだ半面、北
期（4-6月）は前年同期比 運休で5〜10%の減少する 要の急増が運賃上昇に結び 東アジア出しは4.1%増の
190万TEUと堅調だった。
1.4％減のマイナスに転じ、 などの傾向をみせたが、運 つかなかった。
2018年上半期（1-6月）
1-7月累計で250万TEUと前 賃水準はSCFIで下落傾向が
2018年も1〜7月累計で75
年同期比0.4%増とほぼ横ば 続き、4月に1,000ドル／ 万TEUと前年同期比6.1%増 のアジアから豪州向けコン
TEUを割り込み、1-11月平 加した。主要国であるナイ テナ荷動きは134万TEUと
いに推移した。
均で893ドル／TEUと2017 ジェリア、アンゴラが石油 前年同期から8%増加し、
年の年間平均1,155ドル／ 収入の増加で経済が活気づ 昨年の1.2%の低調な伸びか
アフリカ航路
TEUから約30%も落ち込ん いていることが要因で、年 ら回復した。豪州向け荷動
少、一方で船腹供給量も8 11.8%下落し軟化を続けた
だ。
月に5%減少した。
が、9月は382ドル／TEUと 2019年の経済持ち直し
間で前年比5〜6%増加し きの70%を占める北アジア
日本郵船調査グループの 1.9%上 げ 、 10月 も 404ド
IMFは世界経済見通しで
2014年以来の140万TEUを からの輸出が中国の春節に
資料によると、2018年8月 ル／TEUで5.7%上昇、11月 サブ・サハラアフリカの実 西阿向け運賃アップ
突破する勢いとなった。一 よる変動にもかかわらず
一方、Crewry の調査に 方、船腹供給は2018年2月 9.5%も増加したことが要因
末の中東・南アジア航路の には518ドル／TEUと28.2% 質GDP成長率を2017年の
船腹量は174万2,000TEUと 上昇した。
2.7%か ら 2018年 は 3.1%、 よると、2017年のアジアか にMaersk Line（デンマーク） で、東南アジア出しは40万
ほぼ前年並み、隻数も2隻
2019年は3.8%と予測した。 ら西アフリカ向けコンテナ がセネガル・モーリタニ TEUで 4%の 増 加 だ っ た 。
増の305隻にとどまった。
主要国の南アフリカは2015 荷動き量は前年比9.6%増の ア・ベナン向けのFEW7を 一方、船腹供給は7、8月で
南アジア航路
2018年の運賃動向はSCFI
休止して以降、8月までで 船社が東南アジアからの船
西アフリカ運賃対消席率推移
の推移で、中国の春節前の 成長率鈍化見通し
約8%減少し年間を通じて 腹を減らす一方、成長が加
貨物ラッシュで1月は495ド
2018年のインド経済は高
も安定、運賃動向は春節後 速する北アジアの船腹が増
ル／TEUと前月比36.8%上 額紙幣の廃止や物品・サー
に下落したが5月に上昇、 えた。こうした中、6月以
昇、2月は591ドル／TEUで ビス税（GST）導入による
2,000ドル／TEUを突破した 降運賃水準はSCFIの推移で
19.5％上昇したが3月は春節 景気停滞局面から脱し、消
が、夏場のピークシーズン 下降傾向を続けたが1-11月
後の輸送需要減退で415ド 費主導の力強い成長軌道に
に再び下落、秋になって回 平 均 で 855ド ル ／ TEUと
ル／TEUと29.7%下落、4月 戻ってきている。経済の先
復、1-11月平均で1,865ド 2017年 の 年 間 平 均 675ド
も369ドル／TEUと11.2%下 行きは、7-9月期までは昨
ル／TEUと2017年の年間平 ル／TEUに比べ約27%アッ
落し下降が続いたが、5月 年の景気低迷の反動から高
均1,775ドル／TEUに比べ プしている。
120万TEUと過去5年で最高 10.5%アップした。
の伸びを記録、2018年も1
豪州・NZ航路運賃推移（SCFI）
〜7月累計で75万TEUと前
年同期比6.1%増加した。主
要国であるナイジェリア、
アンゴラが石油収入の増加
TOKO KAIUN KAISHA, LTD.
で経済が活気づいているこ
とが要因で、年間で前年比
5〜6%増加し2014年以来の
140万TEUを突破する勢い
となった。一方、船腹供給
は今年2月にMaersk Line
船腹需給推移

TOKO LINE

東興海運株式会社

の台頭で底堅く推移する
ASEAN・インドと、製造業
2019年は運賃水準小幅上昇も
依存からの脱却ができず減
IMF世界経済見通しで中 ーシア、フィリピン、タイ、 速する中国・NIEsで微妙に
国については2018年の成長 ベトナム）も同様。これは、 明暗が分かれ、AEAN5の
予 想 を 6.6%に 据 え 置 き 、 アジアでは他の新興国より 2018年の実質GDP成長率は
2019年を0.2ポイント引き下 も経常収支が健全で、資金 5.3%が見込まれ、2019年も
げて6.2％とした。米中貿 流出が比較的抑えられてい 5.3%の成長を維持する見通
易摩擦の影響は、2018年で ることが背景にあるとみて し。
はなく2019年により強く表 いる。アジア景気は総じて
日本海事センターがCTS
れると予測、ASEAN主要5 みれば堅調に推移するもの （英国）の集計をもとにま
カ国（インドネシア、マレ の、インフラ投資や中間層 とめた2018年のアジア域内
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航路のコンテナ荷動き量
は、中国の春節前の貨物ラ
ッシュで1月は前年同月比
10.4%増の344万400TEUと2
カ月ぶりのプラスに転じ、
2月 も 9.3%増 の 297万
9,800TEUと好調を続けた
が、春節後の3月は2.6%減
の364万500TEUに落ち込ん
だ。しかし、4月は6.9%増
の331万9,800TEUへ回復、5
月が4.5%増の400万8,500
TEU、6月が3.1%増の360万
1,700TEU、7月が5.8%増の
351万1,900TEU、7月が1.9%
増の368万900TEU、8月が
1.9%増の368万900TEU、9
月も4.4%増の332万4,200
EU、10月が1.2％増の351万
7,600TEUと7カ月連続のプ
ラスで推移した。
一方、日本郵船調査グル
ープの資料によると、2018
年8月末の船腹量は220万
3,000TEUと1年前より17%
増加、隻数は80隻増えて
1,153隻となり、北米航路か
らのカスケーディング（転
配 ） を 含 み 3,000〜 4,000
TEU型が37隻増加した。
運賃は上海→シンガポー
ルのSCFIで1-11月平均が
146ドル／TEUと2017年の
年間平均148ドル／TEUか
らほぼ横ばい、近海船社の
業績は振るわず、市場への
参入船社も多く、サービス
の新増設も相次ぐ中で、韓
国では韓国海運連合（KSP）
を発足、アジア域内市場の
船腹過剰構造を改善し、新
たな活路を模索する動きが
具体化している。
韓国海洋水産開発院
（KMI）は「世界の海運問
題と2019年海運市況見通
し」の中で、アジア域内航
路は中国の荷動きが鈍化す
るものの、インド、ベトナ
ムなどが5%台の伸びを維
持することで5.2%の伸びを
見込む。一方、船腹量は
2018年より船腹供給量の増
加傾向が鈍化、約110隻・
20万TEUが新規に供給され
る一方で20〜30隻が解撤さ
れることで全体で4.8%の伸
びを予測、船腹供給増加が

鈍化し今年に比べ運賃が小
幅上昇し今年の146ドル／
TEUから年間平均で150〜
165ドル／TEUを見込んで
いる。
また、みずほ銀行産業調
査グループは「日本産業の
中期見通し」の中で、アジ
ア域内航路の荷動き量は域
内の経済成長を背景に、
2018年は4,261万2,000TEU
と前年比4.4%増を見込む。
中国とASEAN諸国の経済成
長および相互の経済的な結
びつきが強まることから、
2019年以降も荷動き量は増
加することが見込まれ、
2019年は4,426万7,000TEU
で前年比3.9%増、今後5年
間も年率4.3%の伸びを予想
している。
日中航路
荷動き、運賃とも安定
日本貿易振興機構（ジェ
トロ）がまとめた2018年上
半期の日中貿易（双方輸入
ベース）は、総額が前年同
期比9.6％増の1,703億1,895
万ドルと、半期ベースでは
4期連続での増加となった。
輸出（中国の対日輸入）は
13.2％増の869億8,260万ド
ル、輸入は6.2％増の833億
3,635万ドルだった。
日本海事センターが財務
省の通関統計を基にまとめ
た2018年の日中間コンテナ
荷動き（トン数ベース）は、
往航が第1四半期で前年同
期比20.9%減の239万6,946
トン大きき落ち込んだ後、
第2四半期が3.3%増の308万
3,385トンと回復、第3四半
期 も 2.7%増 の 286万
9,831TEUとプラスで推移し
た。
2018年の日中航路(上海
〜東京・横浜間）の運賃推
移 を Drewry Container
Freight Indexでみると、往
航は360〜380ドル／TEUの
間で推移、復航はおしなべ
て610〜650ドル／TEUと
600ドル台で推移したが、9
月だけは590ドル／TEUに
落ちている。また、SCFIの
1-11月の平均値で上海→関

アジア各国・地域の成長率予測

一般社団法人

新年あけましておめでとうござ
います。
2019年の年頭にあたり一言ご
挨拶申し上げます。
昨年は、記録的な豪雨や台風、
地震など、日本各地が多くの自然
災害に見舞われた年であり、物流
の寸断が国民生活や企業活動に大
きな影響を及ぼした年でもありま
した。被災者の方々にはあらため
て心よりお見舞い申し上げます。
昨年の世界経済は緩やかな回復
がみられ、これに支えられて海運
市況においてもドライバルクなど
で回復傾向がみられましたが、他
方では、米国の保護主義政策に伴
う米国・中国間での貿易摩擦の深
刻化、目前に迫ってきた環境規制
の厳格化など、先行きが不透明な
状況にあります。
このような状況下ではあります
が、日本の海運が国民生活や産業
活動を支える使命を果たすことが
できるよう、当協会は引き続き
様々な重要課題に取り組んでまい
ります。
中でも、国際社会での主要な関
心事となってきた地球環境保全に
取り組むことは、海運業界にとっ
て重要な責務の一つです。バラス
ト水処理に関する規制、船舶燃料
油の硫黄分濃度規制に続き、昨年
には船舶起源の温室効果ガスの規
制に関しても海運界に目標が示さ
れました。
当協会は差し迫った問題への対
処とともに、社会全体の未来を守
るべく、環境対策全般において自
助努力に努めてまいりますが、こ
のような環境対策への取り組みに
おいては、広く国民の皆様にご理

西は222ドル／TEUと2017
年の年間平均値214ドル／
TEUから小幅ながら上昇、
上海→関東は1-11月の平均
値は223ドル／TEUと2017
年の年間平均値215ドル／
TEUを上回った。
2019年は中国の環境規制
が強化、硫黄酸化物（SOx）
規制による低硫黄燃料使用
によるコスト増をどう補て

武藤

解をいただくことが重要です。関
係の皆様のご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
次に、海運税制への取り組みで
す。昨年は平成31年度税制改正
に向け、本年3月末に期限を迎え
る「外航船舶の特別償却制度」の
延長・拡充について、国土交通省
と緊密に連携し、関係方面へ要望
した結果、ほぼ要望通りの内容で
認められました。ここに改めまし
て、国会の諸先生方、国土交通省
および関係の皆様のご支援に厚く
御礼申し上げます。
厳しい国際競争の中、同じ条件
で競争できる経営環境の整備は、
極めて重要な取り組みの一つで
す。本年もわが国海運のさらなる
発展に貢献すべく、イコールフッ
ティングの実現を目指して取り組
んでまいりますので、引き続き関
係の皆様のご支援を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
他方、航行安全の確保に目を向
けますと、各国政府による海賊対
処行動により、ソマリア沖・アデ
ン湾におけるハイジャック等の事
案は沈静化しつつありますが、依
然として世界各地において海賊事
案の脅威は残っています。
昨年11月には、自衛隊の海賊対
処行動の活動拠点であるジブチに
当協会より訪問団を派遣し、猛暑
と砂塵の過酷な環境の中で任務に
あたる現地の皆様のご尽力に対し
感謝申し上げました。海運業界で
の自衛措置は当然のことではあり
ますが、各国部隊におかれまして
は、協調して海賊の根絶に向けた
活動を引き続き実施していただき
たいと願っております。

んしていけるのが配船社の
採算を大きく作用しそう
だ。
日韓航路
荷動き量200万TEU超も
日韓航路のコンテナ荷動
き量は2017年が往復航の総
合計で192万4,631TEUと前
年の182万5,986TEUに比べ
5.4%増の順調な伸びを示
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日本船主協会

会 長

日中アジア運賃推移

（資料）IMF、各国統計を基に日本総研作成
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光一
これら海運業界特有ともいえる
重要課題の解決に向けては、国民
の皆様に海運のことを理解してい
ただくことが不可欠です。当協会
は、「海運の重要性に関する認知
度向上」を主要課題として掲げて
おり、商船の一般公開をはじめ、
海運に親しんでいただくイベント
を全国各地で開催しているほか、
教育現場で海運を取り上げた授業
が実施されるよう、教育関係の皆
様の海運への理解促進に向けた活
動を行っております。
特に昨年は、このような取り組
みの成果として、数多くの小学校
から授業の題材としての海運に関
する様々な問い合わせや、海事関
連施設の見学希望、資料の提供の
要請を頂き、当協会としても、見
学や取材、授業づくりに協力して
まいりました。次世代を担う子供
たちが海運の重要性を理解できる
よう工夫しながら、海運業界を挙
げて広報活動を展開してまいりま
す。
「平成」の30年間を振り返り
ますと、好況に沸いた時期もあり
ましたが、総じてみれば円高、長
期不況などによる厳しい経営環境
の中、会員各社はこれらを必死で
乗り越えながら企業活動を継続し
てまいりました。5月からは新し
い元号となります。新たな課題に
も取り組みつつ、安定的な海上輸
送を通してわが国の経済社会全体
の発展に寄与することができるよ
う一層努めてまいります。最後に、
この一年の皆様のご多幸とご発展
を祈念いたしまして、新年のご挨
拶とさせていただきます。

し、韓国から日本向け往航
は 前 年 比 4.5%増 の 108万
4,370TEU、復航も6.5%増の
84万261TEUといずれもプ
ラス成長となった。
2018年も上半期（1〜6月）
ベースで100万3,363TEUと
前年同期比6.2%増加、上半
期 と し て は 初 め て 100万
TEUを突破し、勢いが続け
ば年間で200万TEUを超え

る見通し。上半期実績のう
ち韓国からの往航は57万
2,303TEUで7.1%増、復航は
43万1,060TEUで5.4%増とい
ずれも堅調だった。ローカ
ル貨物は輸出入合計で36万
9,026TEUと1.4%増と伸び悩
み、韓国出しの輸出は19万
8,743TEUで4.5%増加した
が、輸入は17万283TEUで
1.9%減少した。
韓国では一昨年8月にア
ジア域内市場で活動する韓
国船14社が船腹過剰構造を
改善し、新たな活路を模索、
競争力の強化と採算改善す
るためKSPを発足、日韓航
路でも航路再編を図ってい
る。今年は長錦商船と興亜
海運がコンテナ船事業統合
会社を下半期に発足、定期
船部門でシナジー効果の最
大化を目指す動きが注目
だ。
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安全で迅速な手続きが可
能になるという。
またネットワークを介
することで送付処理が迅
速、記載事項の変更、修
正、再送付も瞬時に可能
となる。
多くの種類の書類を処
理できるのも強みでマス
ターB/L、ハウスB/L、スイ
ッチB/L、原産地証明書な
どの授受に対応しており、
利用者はCargoXのシステ
ムに登録するだけで自前
のインフラを構築せずに
システムを利用すること
ができる。

最近、物流・海運会社の首脳はこぞって「2019年はIoTの年といわれるほど、大きな変革がやってくる」と発言している。確かに、船積
み書類、さらに保険、銀行などを取り込んだ包括的な貿易書類の手続きの電子化や、荷主のサプライチェーン全体を一括で管理するプラッ
トフォームの開発が海運、物流業界のいたるところで進んでいる。海運業界では船社の総合物流会社化が進展、Maersk Line（デンマーク）
は年明けからA.P.Moller Maerskグループの物流会社のDAMCOを取り込みMaerskブランドでドアツードアのサービスを開始するほか、
CMA CGM（仏）もCEIVA Logistics（スイス）など欧州域内の物流会社の買収に躍起だ。また日本でも2017年末に日本郵船が郵船ロ
ジスティクスを完全子会社化し、ロジスティクス事業をグループの中核事業にする方針を明かしている。そんな中、急速に進みつつあるの
が、海運物流の「見える化」と紙ベースから電子ベースへの転換による業務効率化だ。特に効率化は顧客、運送業者、物流業者、フォエワ
ーダー、さらには船社の船員管理や船上で勤務する船員の業務まで広い範囲で、同時並行的に進んでいる。急速に、見える化、効率化、そ
れに伴う迅速化が進む海運・物流業界の取り組みを紹介する。

済ソリューションを公開
船積み書類の交換を安全、迅速に すると発表した。
CargoX は2018年2月、ブ
海運・物流会社のプラットフォーム
ロックチェーン技術を基
Bitcoinに代表される一部 指し、システムを試験し、 盤としたスマートコント
仮想通貨の基幹技術とし ドキュメントのエラー、 ラクトハウスB/Lを導入し、
て注目されるブロックチ 送信の遅延などのエラー 旧来の紙によるやり取り
ェーンを物流業界に応用 解決に取り組んでいる。
なしに貨物の所有権の移
しようという動きは2018
Maerskはすでに2018年5 動を可能とするプロジェ
年下半期にさらに加速し 月からブロックチェーン クトをスタート、ブロッ
た。常時、多数のコンピ を活用した、船隊の海上 クチェーン上でNVOCCや
ューターに取引情報の断 保 険 運 用 管 理 シ ス テ ム フォワーダーが発行する
片を分散して保存し、取 Insurwaveの本格的な導入 ハウスB/Lの所有権移転を
引履歴の参照や不正の防 を開始している。
可能するシステムを構築、
止をはかる分散型台帳技
Insurwaveは会計・保険 すでにInitial Coin Offering
術（DLT）、さらに特定の などプロフェッショナル （デジタル通貨の発行によ
管理者を排除し、ネット サービス事業を手がける る資金調達）で700万ドル
ワーク化したコンピュー Ernst & Young（英国、EY） を調達した。コイン（ト
ター間のなかで取引の安 とITソリューション開発を ークン）はCargoXのスマ
全性を実現するブロック 手がけるGuardtime（蘭） ートコントラクトの取引
チェーン技術を貿易関連 が合弁で開発した、ブロ に使用される。
書類の収受や決済の確認 ックチェーンを用いたク
また3月にはオンライン
に応用しようという動き ラウドプラットフォーム 貨物ブッキングプラット
はすでに多くの企業や団 のMicrosoft AzureとACORD フォームのHK45.COMと共
体の間でトライアルが進 Data Standardsをベースと 同で、CargoXが開発した
み、2019年から物流の様々 した海上保険用ソリュー ブロックチェーン技術を
な現場で実際に本格的な ション。現在、保険会社 ベースとした仮想通貨、
導入が予定されている。
大手のWillis Towers Watson CXOトークンによる決済
（英国）
、XL Catlin（バミュ の受付を開始した。CXO
Maersk、IBM提携
ーダ）、MS Amlin（英国） はCargoXがサービスする
Trade Lensを発足
とA.P. Moller-Maerskが商業 オンラインスマートB/L、
Maersk Line（デンマー 利用をはじめ、Maerskの保 スマートL/Cなど、同社の
ク）は2017年3月に米国の 有コンテナ船隊350隻の海 プラットフォーム上で使
大手コンピューターメー 上保険の管理にかかるリ 用でき、継続的に貨物を
カーのIBMと提携し海運、 ソース軽減と業務効率化 収受する企業を対象に、
物流などグローバルサプ を は か っ て い る 。 銀行を介した決済手数料
ライチェーンを一括で管 Insurwaveは初年度に50万 よりも格安でより迅速な
理するデジタルプラット 件以上の取引を分散型台 決済処理を可能とする。
また、仮想通貨だけで
フォームを構築すると発 帳技術によりサポートし、
表し、2018年1月にブロッ 1,000隻以上の船舶のリス なく、8月には書類授受の
クチェーンを活用した貿 ク管理を効率的に処理で トライアルとして、中国
易の安全なプラットフォ
ーム構築を目指す合弁企
業を設立、8月には国際物
流プラットフォーム
TradeLensを発表した。
の 衣 料 品 メ ー カ ー
TradeLensはIBMのブロ きるという。
Hangzhou Doko Garmentsの
ックチェーン技術をベー
スとしたプライバシーや 香港のCargo XがBCで
衣料品を上海港からスロベ
機密性を保ったまま、安 決済ソリューション開発
ニアのコペル港へ、スマ
全、確実、迅速に電子船
一方、物流ソリューシ ートB/Lを用いた海上輸送
積み書類の授受が可能な ョン開発を手がける香港 に成功し、従来のクーリ
プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で 、 のCargoXもブロックチェ エサービスを利用したB/L
ICTSI（フィリピン）
、ロッ ーンを活用した海運・物 の移動に比べ85%の費用を
テルダム港湾公社（オラン 流ソリューションの開発 削減できることを実証し
ダ）
、シンガポール船社の を進め、2018年10月には た。この決済ソリューシ
PILなど港湾運営会社、船 これらの取り組みや知見 ョンは関係者間でマスタ
社、3PL業者など世界の94 を習合し、2019年第1四半 ーB/Lを交換できるシステ
企業・団体が参画し、年 期にブロックチェーン技 ムで、11月には物流、船
内に商業利用の開始を目 術を活用した物流向け決 積み書類を、ブロックチ

写真:11月6日、CMA CGM（仏）、COSCO Shipping Lines（中国）、Evergeen（台湾）、OOCL（香港）、
Yang Ming（ 台 湾 ）、 タ ー ミ ナ ル 会 社 の DP World（ UAE）、 Hutchison Port（ 香 港 ）、 PSA
International（シンガポール）、上海国際港務集団（中国、SIPG）がCargoSmartと共同で新プラットフ
ォーム構築を目指すコンソーシアム、Global Shipping Bussiness Network（GSBN）を設立すること
で覚書（MoU）を締結

ェーン技術を用いた分散
型台帳上で授受、確認す
るプラットフォームを公
開した。
このプラットフォーム
は CargoXの Blockchain
Document Transaction
System（BDTS）をベース
に貿易、荷主、フォワー
ダー、輸送業者など物流
の全ての関係者が同一の
システム上で書類手続き

を完了させることができ、
ブロックチェーン技術を 物流、海運、貿易、税関
活用することで偽造や改 などBCで手続き効率化
ざん、成りすましなどの
一方、物流会社や税関
不正をほぼ完全に防ぎ、 なども独自に貿易書類の
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手続き円滑化へ向け、
各々新たな取り組みを始
めている。
韓国でも海運・物流企
業、IT企業や関係官庁、政
府機関が合同で物流産業
の発展を図るための「海
運・物流ブロックチェー
ンコンソーシアム」を発
足し、技術的な問題や法
制度などの共同研究をは
じめている。また現代商
船もコンテナ船業界では
初めてクラウドベースの
次世代基幹業務システム
を導入すると発表し、
2020年を目標に業務プロ
セスの革新を並行し次世
代システムのクラウド適
用の効果を最大化する計
画を進めている。
日本ではNTTデータと日
本郵船、商船三井、川崎
汽船ら邦船3社、それに商
社、銀行、保険会社など
14社がコンソーシアムを
組み、2017年夏から2018年
3月までブロックチェーン
活用によって貿易活動に
かかわる企業をまたいだ
書面手続きや情報連携の
効率化、迅速化、利便性
の向上を検証している。
どのプラットフォームが
標準になるかまだ不透明
3月にはベルギーの酒造
会社AB InBevとAPL（シン
ガポール）、Kuehne+Nagel
（スイス）
、経営コンサルテ
ィ ン グ 会 社 の Accenture
（アイルランド）が欧州税
関機構と提携し、ブロッ
クチェーン技術を活用し
た貨物輸送実験を実施し、
データの再入力作業を
80％以上削減、年間数億
ドルのコスト削減が確認
できたと発表している。
Kuehne+Nagelは2014年
から海運共同ポータルサ
イト大手の、GT Nexus Inc.
（米国、本社：オークラン

一般社団法人

加藤

泰彦

明けましておめでとうございま が続き、受注量は一昨年に比べ僅 これを支える「優秀な人材の確保
かに増加はしましたが、思うよう と育成」については、最重要課題
す。
新しい年を迎えるにあたり、謹 に受注が進まない一昨年同様我慢 と捉えると共に、わが国造船業の
の 一 年 で し た 。 し か し 今 年 は 、 競争力を維持していくためにも、
んでご挨拶申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、 2020年からSOx（硫黄酸化物）と 「技術の更なる進歩」と「優秀な技
世界経済は概ね堅調に推移して参 CO2（二酸化炭素）の排出規制が強 術系人材の育成と確保」に向けた
りました。その一方で、米国と中 化されることを踏まえた船主の対 努力を続けて参りました。
さらには、わが国の強みである
国という世界２大経済大国間の貿 応が本格的に始まり、改造や代替
易紛争は予断を許さない状況が続 建造の需要が増えてくるものと期 海事クラスターとの連携を深化さ
せ、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒
いております。この紛争の直接的 待しております。
な影響はまだ顕在化していません
しかし、懸念されるのが、公正 素酸化物）及びSOx（硫黄酸化物）
が、世界の貿易、ひいては海上荷 な競争条件を歪曲する政府助成で の排出規制強化に対応した高環境
動きに大きな波及効果をもたらし あります。本会としては、かねて 性能船の開発、LNG燃料船、更に
ますので、今後も注意深く見守っ より造船業における公正な競争条 は自律運航船など新たな船舶の開
ていく必要があります。
件の確立と市場原理による過剰能 発を加速させ、わが国造船業が誇
わが国においては、昨年は企業 力淘汰の動きを阻害する政府助成 る先端技術の革新を続けて参りま
収益が過去最高となり、労働市場 の廃止について主張して参りまし す。
も有効求人倍率や失業率が大幅に た。昨年日本で開催されました
また、ASEF（Active Shipbuilding
改善し賃金の上昇が続くなど、景 JECKU造船首脳会議では、一昨年 Experts’Federation）の活動を通じ
気の拡大が続きました。昨年9月の の議長声明で合意された「公正な て、IMO（国際海事機関）等にお
自民党総裁選挙では、安倍総裁が 競争に向けた商業的慣行に係る世 ける国際的な基準・規格に対する
再選され安倍政権が今後3年間継続 界的な規律が不可欠である」こと 戦略的な対応、ＪＥＣＫＵ造船首
することとなり、デフレ脱却を目 を韓国・中国を含めた参加各極と 脳会議を通じた国際協調の推進な
指したアベノミクスの諸政策が、 改めて確認することができました。 どにつきましても、より一層努力
今後も力強く推進されることと思
一方、昨年11月6日、日本国政府 して参ります。
います。今年も、わが国経済が安 が、韓国の自国造船業に対する大
現在、AI・IoTといったデジタル
定した経済成長を遂げ、景気の好 規模金融支援等の公的助成につい 技術の導入とビッグデータの活用
循環が続くことを期待したいと思 て、WTO補助金協定に違反する疑 によって、従来の「ものづくり」
います。
いが強いとして、WTO協定に基づ の常識が覆され、その革新のスピ
一方、昨年の海運市況は、世界 く紛争解決手続きを開始しました。 ードは今後さらに加速していくも
経済の拡大により海上荷動量の増 本会も公正な競争条件の確立に向 のと思われます。今後もわが国造
加が続いたことで、明るい兆しが けて国と連携を密にして協力して 船業が魅力ある「ものづくり産業」
見え始めてきました。しかし、海 いく所存です。
として、未来に向けて持続的な成
運市況の本格的な回復には、今後
一昨年、日本造船工業会の会長 長を続けていくためにも、これら
も海上荷動量が堅調に増加すると に就任した際、わが国造船業が取 新技術を積極的に活用することで、
ともに、老齢船・不採算船のスク り組むべき重要課題として、「経営 生産性革命を進めるとともに、世
ラップが一段と進むことで、依然 基盤の強化」、「技術基盤の強化」、 界をリードする先進的な船舶の開
として存在する船腹過剰が解消さ 「国際協調の推進」の3つのテーマ 発に取り組んでいくことが重要と
れる必要がありますので、今しば を掲げて、業界としての施策を着 考えております。国土交通省と共
らく時間がかかるものと思います。 実に実行して参りました。その中 に、i-Shipping等の海のデジタル革
造船市況につきましては、船腹 でも、わが国造船業の競争力の源 命を推進し、業界一丸となって最
過剰に起因する新造船需要の低迷 泉である「技術優位性の向上」と、 大限の努力を行っていく所存であ

International Surveyor & Inspector

ります。
わが国造船業は、商船、艦艇及
び巡視船艇などの建造を通じ、日
本の経済、安全保障はもとより、
地域密着型の産業として、多数の
関連産業とともに地域の経済・雇
用を支えております。今後も「も
のづくり」で地方創生に貢献し、
わが国を地方から元気にして参り
たいと思います。
地域に貢献できる企業としてあ
り続けるためには、「社員が安全で
健康に働ける職場環境づくり」が
重要であります。これまでも職場
における安全衛生対策の強化を鋭
意進めて参りました。安全確保は
企業経営の第一の責務であり、今
年も気を引き締め、労使一体とな
って「事故を起こさない、起こさ
せない」という固い決意で、全力
で取り組んで参ります。
最後に「海の日」固定化につき
まして述べさせて頂きます。「海の
日」は1876年（明治9年）7月20日、
明治天皇が灯台巡視船「明治丸」
に乗船され北海道・東北ご巡幸か
ら無事横浜にお帰りになられたこ
とを記念したものです。ただ単に
船でお帰りになられた日を記念し
たのではなく、御召し船となった
船が灯台巡視船であったことに重
要な意味があります。灯台を巡視
するということは、わが国固有の
領土や領海を確認するということ
であり、こうした歴史的経緯から
も7月20日を「海の日」として固定
化する意義は大きいと思います。
今後も海の日の固定化を関係方面
へ働きかけて参りたいと思います。
引き続き関係各位の、なお一層
のご理解とご支援をお願いしまし
て、新年の挨拶とさせて頂きます。

輸出入貨物の検数・検量及び検査に関する証明業務
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ド）と共同で物流部門の
デジタル化に取り組んで
おり、革新技術によるコ
スト削減や効率化により
競争力の強化を進めてい
る。
特に顧客向けに、サプ
ライチェーン管理や支払
いなど独自のシステムを
暫時更新してサービス強
化をはかっており、3月に
は顧客や関係者が調達、
品質管理、購買発注の交
渉の管理、請求書の処理、
バイヤーの統合、輸送、
配送まで、製品のライフ
サイクル全体を一括管理
し、AIや予測分析を活用し
た受注の最適化、輸送の
優先順位の確定などサポ

ート機能によりリアルタ
イムの物流最適化が可能
となるサプライチェーン
管理用の統合プラットフ
ォ ー ム KN Enterprize
Solution Platform（KN ESP）
を公開。９月には、海上
人命安全条約（SOLAS）改
正に伴うコンテナ総重量
検査（VGM）証明を電子
的に送付できるVGMポー
タルを発表、このシステ
ムは本格的にブロックチ
ェーン技術を導入し、月
間80万件のデータ交換を
記録することで、顧客ら
関係者は同ポータルを介
して信頼性の高いVGMの
交換履歴を永続的に参照
することができる。今秋
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には海上貨物用プラット
フォームSea Explorerの強
化を進め、定期船社のサ
ービスに対応した経路探
索、貨物追跡アプリのSea
Explorerの機能を強化し世
界1,200港のルートをカバ
ーし、コンテナ船社によ
る750サービスの6万3,000
港のルートや米国、中国、
欧州の主要内陸地のデー
タから現実的なリードタ
イムを荷主に通知し、船
社ごとの輸送オプション
を比較し、貨物のリアル
タイム追跡が可能になっ
た。これらのツールやシ
ステムは同社の顧客向け
オンライン窓口となる
myKNにアクセスすること

高麗海運株式会社

イチェーン全体の関係者
で簡単に利用することが
Maersk・IBM連合に
が参加しデジタルトラン
できるという。
スフォーメンションをは
PILもシンガポール海事 対抗した勢力も台頭
CMA CGM（ 仏 ） 、 かる業際的なシステムを
港湾庁（MPA）
、シンガポ
ール税関などの支援を受 COSCO Shipping Lines（中 目指し、書類交換や確認、
け 、 2018年 11月 に IBM 国）、Evergreen（台湾）、 危険品貨物の申告などを
Singaporeと共同で船積み OOCL（香港）、Yang Ming ペーパーレスに処理、物
、ターミナル会社の 理的時間的制約なく手続
書類B/Lの電子化と船積み （台湾）
書類交換の円滑化、安全 DP World（ UAE） 、 きを完了できるアプリケ
化へ向け実証実験し、ブ Hutchison Port（ 香 港 ）、 ーションで、2018年末ま
ロックチェーン技術を活 PSA International（シンガ での利用開始を目指して
、上海国際港務集 いる。
用した電子B/L（e-B/L）に ポール）
同じ月には大手海運会
よる貨物の試験輸送を実 団（中国、SIPG）など大
施すると発表した。PILと 手船社やターミナル会社8 社のMaersk Line（デンマ
IBMはサプライチェーン効 社とマルチキャリア海運 ーク）、CMA CGM（仏）、
率化のため、ネットワー 情 報 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム Ocean Network Express
、Hapag-Lloyd（独）
、
クを介した電子的なB/L交 CargoSmart（米）は2018年 （ONE）
換システムを実現し、文 11月、サプライチェーン MSC（スイス）の大手コン
書の郵送や書類管理のコ の船積み書類の交換や貨 テナ船社5社が、コンテナ
ストを削減し、偽造や詐 物追跡、税関申告、物流 船産業のデジタル化、標
欺などを防止するシステ のデジタル化や効率化を 準化、相互運用実現へ向
ムを構築しており、試験 実現するブロックチェー け中立・非営利な団体を
ではe-B/Lによる貨物輸送 ンを活用した新プラット 設立し、2019年1月から本
をリアルタイムで検証し、 フォーム構築を目指すコ 格的な取り組みを開始す
貿易書類の完全電子化を ン ソ ー シ ア ム 、 Global ると発表した。
Shipping Business Network
目指す。
現在、各社のIT担当者が
船社、物流業者など、 （GSBN）を設立すること 集まり、共通のIT基盤構築
様々な主体が独自のプラ で覚書（MoU）を締結し へ向け協議中で、コンテ
ットフォームを構築し、 た。
ナ船産業全体のITシステム
参加企業は共同で、サ を標準化し利用者へ開放
関係者の囲い込みをはか
るなか、最終的にどのプ プライチェーン上で細分 することで、多くのステ
ラットフォームがシェア 化した全ての書類手続き ークホルダーに多大な利
を確保し「標準」となる や送付を単一プラットフ 益をもたらすとしている。
のか、先行きはいまだはっ ォーム上で管理、記録す
新組織は中立・非営利
き り し な い 状 況 だ 。 るシステムの実現を目指 な開放的組織として、新
TradeLensはすでに多く主 す。GSBNがカバーするコ たな船社の参画も受け入
体が参画しているソリュ ンテナ船腹量は世界全体 れる方針で、商業的な協
ーションだが、Maersk傘下 の3分の1に達する。
議や取り組みだ。共通のプ
CargoSmartの開発したプ ラットフォーム構築を想
のソリューションに参画
することに抵抗感を抱く ラットフォームは、Oracle 定したものではないとし
船社もあるといわれ、ど （米 ） が 開 発 し た Oracle ているが、各船社、コン
こまで成長できるかはいま Cloud Blockchain Serviceを ソーシアム間の連携・接
だ未知数だ。一方で、こ ベースに荷主、船社、タ 続の在り方にどう影響を
の秋からシステム統合へ ーミナル会社、税関、物 与えるのか来年以降の動
流業者、銀行などサプラ きが注目される。
向けた動きもみられる。

KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.
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Tokyo: 03-3500-5051
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KMTC(JAPAN)’s homepage: http://www.kmtcjapan.com

ン技術を用いたオンライ
ンによる船員の海技証明
書手続き実現へ向けたコ
書類交換や認証手続き 拠点（海外クレーム代理 ンソーシアムを設立した。
だけでなく、ある目的に 店）が保険金を支払う場
従来、船員の証明手続
特化した仮想通貨や社内 合、事故報告書や貨物の きは紙ベースの手続きに
の船員管理に活かそうと 損傷写真、Invoiceなどの貿 よるもので、船社や船員
易関連書類や保険証券を 配乗会社は船員管理のた
いう動きもある。
香港を拠点としたブロ 収集する必要がある。ま めの煩雑な証明手続きを
ックチェーン事業者の300 た保険会社へ保証内容を 強いられてきたが、ブロ
Cubitsはコンテナ船の船腹 メールなどで連絡しあい、 ックチェーンを用いたシ
ブッキング専用の仮想通 鑑定会社との事故情報の ステムにより、安全で確
貨「TEU Token」を開発し、 共有も必要になるため煩 実な書類手続きを実現す
今年から運用を開始した。 雑な作業が求められてき るため、近く実証実験に
300 Cubitsによれば、予約 た。世界中に点在する貿 取り組む計画。
保証金に仮想通貨を用い 易関連書類と最新の保険
2019年はブロックチェー
ることで、これまで無断 証券の収集、関係者との ン技術の本格的な活用が
キャンセルやオーバーブ 迅速な情報共有するため 広がるとともに、新たな
ッキングによって発生し 保険金請求プロセスにブ 課題や運用方法が広がり、
てきたコストを大幅にお ロックチェーン技術を応 多くの関係者の予言する
さえられるほか、保証金 用し、円滑な情報共有を 通り、
「業界に大きな変革
の支払いによる運転資金 はかるという。
がおこる」年となるだろ
ま た 12月 に は Lloyd's う。海運物流業務のスタ
負担の軽減につながると
Register財団とブロックチ ンダードが生まれる年に
いう。
東京海上日動とNTTデー ェーン技術とガバナンス なるかもしれない。洋上
タはこのほど外航貨物海 の知見を持つBLOC（デン の通信環境が向上してい
上保険の保険金請求への マーク）が共同で設立し くについて、貨物追跡や
ブロックチェーン技術を たMaritime Blockchain Labs 管理はコンテナの場所を
適用する実証実験を実施 （MBL）が、Maersk、不定 選ばず可能になり、荷主
した。
期船社のHeidmar（米）な の業務自体にも多くの変
海外で貨物事故が発生 どの海事関連企業などと 化が起こることは間違い
し、事故対応を実施する 共同で、ブロックチェー ない。

社内業務の円滑化や目的特化型の
ブロックチェーン技術利用例も
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とも含め、港湾諸手続
き・取引を電子化しデー
タ連携を標準とする事業
環境を形成し、あらゆる
事業者が柔軟に利活用で
きる環境を構築する。そ
れによって港湾物流の生
産性や国際競争力の向上、
港湾行政を効率化するの
が目的で、港ごと、事業者
ー・通関業者・保税蔵置 ごとの電子化・情報連携
場・陸運・ターミナルオ を効果的に推進。荷主、
ペレーター（T/O）・税 海貨・通関業者、陸運、
関・港湾管理者・関係省 ターミナルオペレーター、
庁が各港湾、事業者ごと 船社の各民間とNACCS／
に個々の電子化（紙手続 税関、港湾管理者、関係
きも存在：一部非電子化） 省庁がデーターを利活用
なのに対し、将来は全国 する仕組みをつくる。
統一したデータ連携基盤
を構築しデータ共有による 全国統一した連携基盤へ
全体最適で港・事業者ご のコンセプト
との電子化・情報連携を
データ連携基盤側で港
効果的に推進することで、 湾 ・ 物 流 関 係 者 が 横 断
データを活用し港湾物流 的・共通的に利用可能な
の生産性向上につなげる。 「データモデル」を定義／
たんなるペーパーレス 各プレイヤーは業種毎に
化だけでなく新たなビジ 用 意 さ れ た API
ネスモデルの創出につな （Application Programming
げる（国交省港湾局）こ Interface：ソフトウェアコ

「港湾関連データ連携基盤」構築へWGが実作業に着手

内閣府（官房情報通信技術：IT総合戦略本部IT戦略室）と国土交通省（港湾局）は、官民連携の「港湾の電子
化（サイバーポート）推進委員会」のもとに具体的な検討の場となる「サイバーポート検討WG（ワーキンググ
ループ、港湾・貿易手続）」を暮れも押し迫った昨年12月20日に立ち上げ「港湾関連データ連携基盤」構築へ
実作業に着手した。WGは国交省港湾局とIT総合戦略室が設置し同委からの付託を受けて港湾・貿易手続きの実
態把握（調査結果）をもとに連携基盤の方向性を取り上げ、連携基盤の要件、機能、仕様などの具体的な検討に
あたる場で、2020年の基盤構築に向けて今年度内に連携基盤の基本仕様を固め、19年度にはプロトタイプ
（試作システム）作成に向け作業に取り組んでいく。

同委員会は昨年11月2日
に関係者の共通理解を図
りつつ電子化に向けた連
携基盤の基本的な構造や
展開戦略の検討、既存の
情報システムとの連携確
保策といった技術的検討
を効果的に進めるのを趣
旨として立ち上げた。現
状では複雑な貿易港湾の

行政・民間手続きなど情
報面で世界に遅れをとっ
ており、港頭エリアの渋
滞問題解消への一助とと
もに港湾物流のスムーズ
な遂行への方策として官
民連携して横断的で、文
字通りのワンストップ化
を狙う。
海外港湾では、すべて

の手続きを統一のプラッ 貨 ・ フ ォ ワ ー ダ ー
トフォームで処理できる （NVOCC）、陸運（トラッ
ようIoT技術を活用したサ ク運送）
、船社、ターミナ
プライチェーンの電子化 ルオペレーター（T/O）が
への取り組みが急速に進 個々のシステムでバラバ
行するなかで日本でも入 ラに運用しているのが実
出港届などがEDI化され 態。
NACCSに統合されるなど
現状はNACCSシングル
で電子化も進んできたと ウィンドウがあるものの
はいえ、荷主をはじめ海 荷主・海貨・フォワーダ
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港湾関連データ連携基盤の概念図

ンポーネントが互いにや
りとりするのに使用する
インタフェース仕様）・
スクリプトにより連携基
盤に接続／これによって
各社の既存システムを改
変することなく関係者間
のデータ連携を実現する
こととしている。
（ 1） デ ー タ モ デ ル 構

築：各手続きのデータセ
ットを定義、これをとり
まとめたデータモデルを
構築／情報入手のタイミ
ングやデータアクセス権
を個別に定義（2）API作
成：各社ごとにデータフ
ォーマットなどが異なる
自社システムを連携基盤
に接続させる（3）NACCS

荷主から港湾物流、行政
機関の官民約30人で構成
委員会そのものの構成
は船社（日本船主協会、
外国船舶協会、外航船舶
代理店業協会、全日本内
航海運組合総連合会）
、荷
主（日本経済団体連合会、
日本貿易会、日本機械輸
出組合など）
、海貨／フォ
ワーダー（日本海運貨物
取扱業会：JFFF、国際フ
ォワーダーズ協会：
JIFFA）、ターミナルオペ
レ ー タ ー （ T/O）、 陸 運
（全日本トラック協会、ト
ラック運送）
、港運（日本
港運協会）
、港湾（横浜市
連携:NACCSで提供の全手 港湾局、神戸市みなと総
続きをデータ連携基盤を 局、阪神国際港湾、横浜
通じて行える連携機能を 川崎国際港湾）
、NACCSセ
構築（4）簡易連携・スク ンターと有識者、経産省、
リプト作成（5）データ出 農水、財務などの行政機
力機能作成:手続き状況進 関からの約30人で、座長
捗（見える化）／行政へ は村井純慶大環境情報学
の報告、届出／AI活用のた 部教授（内閣官房情報通
めのビッグデータなど、 信技術（IT）総合戦略室長
としている。
代理）
。

湾物流に関係するあらゆ タイム短縮、港湾の渋滞
る事業者が柔軟に利活用 緩和などの官民協議会での
できる仕組みを実装。基 結論の実施状況の定期的
盤の活用によって港湾間 な検証と検証結果に基づ
の情報連携で港湾物流の く対応、AIターミナルの実
生産性向上、国際競争力 装 ス ケ ジ ュ ー ル 明 確 化
向上、港湾行政の効率化 （ビッグデータとAI活用の
や災害対応力を高める。
オペレーションの最適化
さらに同じタイミング 実証事業とシステム構築、
で政府の経済財政諮問会 遠隔操作RTG実証事業・本
議／未来投資会議合同会 格導入）や＜重要物流道
議でも経済財政運営・改 路制度＞で特車通行許可
革基本方針と「未来投資 制度見直しと同制度運用
戦略2018」も決め、その中 もとりあげており、その
で＜貿易手続き・港湾物 取り組みの一環にも組ま
流等の改善＞でCYカット れている。

WGは港湾・貿易手続きと港湾管理
行政、港湾インフラ情報の3つ

、阪
これを受けて港湾情報 （5大港と博多、清水）
処理効率化や情報の利活 神国際港湾、横浜川崎国
用を促進する環境を整備 際港湾などで構成してい
し港湾物流の生産性向上 る。
につなげるべく政府とし
て官民横断で一体・連携 各WGの取り組み概要
して推進する受け皿を設
＜サイバーポート検討
けたもので、WGは港湾・ WG（港湾・貿易手続）＞
化・データ連携を標準と 貿易手続きと港湾管理行 情報収集項目：当該事業
19年度国交省予算案でも関連予算化
する事業環境を形成し港 政、港湾インフラ情報の3 者における業務フロー／
湾物流の生産性向上、国 つを設ける。同委員会の 各業務における電子化状
際競争力向上を図るため、 活動は、2月のWGで検討 況／情報の提出、受領の
新規で電子化・データ連携基盤やAIターミナル
全国の物流事業者や港湾 内容を報告し、3月に第2 手段、形式（紙、FAX、メ
一方、政府が昨年12月 の形成支援や産業集積の
さらに新規事業として港 管理者が保有する港湾情 回本委員会を開き連携基盤 ール、PDF、CSV、XMLな
21日に閣議決定した19年 ための戦略港湾背後地立 湾の完全電子化の推進を 報や貿易手続き情報を取 仕様に関する当面の結果 ど）
、割合、様式および記
度予算案のうち国土交通省 地物流施設の整備を支援 掲 げ 、 す べ て の 諸 手 続 り扱う港湾関連データ連 をとりまとめ報告。
載内容／品目による情報
（公共事業関係）関係のな すると同時に競争力強化 き ・ 取 引 に つ い て 電 子 携基盤を構築する。
本委は年2-3回開催し、 内容の差異／情報を関係
かで港湾の公共事業関係 へ大水深コンテナターミ
残 る 2つ の WGも 19年 度 者に受け渡すタイミング
費 は 前 年 度 比 2.5％ 増 の ナル（CT）の整備やCTに
早々に立ち上げる。
「港湾 （分散しているか、段階的
「世界最先端デジタル国家創造宣言
2,386億円を組み、国際コ おける荷役能力向上や労
関連データ連携基盤」に に 情 報 が 出 来 上 が る
ンテナ戦略港湾の機能拡 働環境改善のため遠隔操
よってコスト削減／デー か）／電子的な情報共有
・官民データ活用推進基本計画」
充の加速へ3.2％増額の790 作 自 動 ク レ ー ン
タとAI活用での新たなサー をしている場合の内容◇
億円（非公共含むと3％増 （RTG:Rubber Tired Gantry
港湾の電子化はいぜん 進基本計画」がある。こ ビス創出や港湾物流業務 検討事項：各事業者の情
の874億円）を計上、戦略 Crane）の導入と、それに から唱えられてきた久し のなかで世界最高水準の の効率化、国際競争力向 報項目、受け渡し方法、
港湾の京浜港、阪神港で 必要な設備の整備に対す いテーマ。今度の動きは 生産性を有する港湾物流 上へのツール、行政サー タイミングを網羅的かつ
の集貨・創貨・競争力強 る支援制度を創設、AI、IoT、 実現に向けた政府がかり の実現をうたい＜港湾の ビスのデジタル化、農水 相対的に整理／システム
化 で 基 幹 航 路 の 寄 港 維 自働化技術を組み合わせ での“本気度”の高いも 完全電子化と港湾関連デ 産物輸出など分野連携型 の構成に必要となるデー
持・拡大へ港湾運営会社 た世界最高水準の生産性 のということになるが、 ータ連携基盤の構築＞とAI デジタル改革プロジェク タセット、EDI、API、シ
が行う国内外からの集貨 と労働環境を備えたAIター その背景には昨年6月に政 ターミナル実現を掲げた。 トの促進といった効果を ステム要件など＜同WG＞
活動の支援、環境負荷の ミナル（オペレーション 府が閣議決定した「世界 基盤は必要なセキュリテ 見込む。暮れに発足した （港湾関連データ連携基盤
小さいLNG燃料船の増加に の効率・最適化）を実現 最先端デジタル国家創造 ィや情報の秘匿性を確保 WGは関係省庁および関係 構築に係る仕様検討、関
対応したLNG燃料供給拠点 することとした。
宣言・官民データ活用推 しつつ中小企業を含む港 荷主・物流団体や主要港 係 者 間 調 整 な ど ） 第 1回

戦略港湾の機能拡充で3.2％増の790億円
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（12月）／第2回（2月頃）
港湾・貿易手続きに係る
現状、課題／港湾関連デ
ータ連携基盤が具備すべ
き要件、機能、仕様／対
象業務の範囲（詳細）
＜サイバーポート検討
WG（ 港 湾 管 理 行 政 ） ＞
（港湾行政諸手続きに係る
簡素化、電子化、データ
利活用の検討）＜サイバ
ーポート検討WG（港湾イ
ンフラ情報）＞（港湾施
設情報＝i-Constructionな
ど、維持管理および防
災・災害復旧情報の電子
化、データ利活用の検討）

用いて操作のタイミング
など熟練技能者の荷役ノ
ウハウ継承・最大化実証
事業、突発的な荷役機械
故障での港湾物流への影
響を最小化するためビッ
グデータやAIで異常傾向や
故障予兆の事前把握へ予
防保全的維持管理の実証
事業も行う。

食品などの輸出で「スマ
ートフードチェーンシス
テム」
さらに農業データ連携
基盤の機能を拡張し、産
地・港湾の連携による農
林水産物・食品のいっそ
世界最高水準の生産性 う の 輸 出 促 進 な ど （ 産
を持つAIターミナル
地・港湾連携プロジェク
一方、港湾関連データ ト ） に 絡 め て 農 林 水 産
連携基盤の構築に先行し 物 ・ 食 品 の 生 産 か ら 販
て19年度（平成31年度） 売・消費・輸出（コンテ
以降、国際コンテナ戦略 ナ混載／拠点：フードポ
港湾で遠隔操作RTGなどの ート／高機能冷蔵冷凍機
導入を促進する。さらに 能）に至るまでの様々な
連携基盤の構築を見据え データを収集・活用し、
てコンテナ貨物情報など 国内外の市場や消費者の
をもとにAIなどを活用して ニーズに機動的に応える
最適化したコンテナ蔵置 「スマートフードチェーン
計画の提案といった各種 システム」を構築する構
ビッグデータのAIによる分 想にもつなげる。
析手法を構築、世界最高
政府（国土交通省と内
水準の生産性と良好な労 閣官房情報通信技術：IT総
働環境を有するAIターミナ 合戦略室／内閣府／農林
ルをつくる。
水産省）は昨年9月に農林
AI、ビッグデータを活用 水産物・食品のいっそう
したターミナルオペレー の 輸 出 促 進 に 向 け た 産
ションの最適化実証事業 地・港湾連携プロジェク
としてコンテナ貨物の品 トへの取り組みを発表。
目、コンテナ引き取りま 18年度から港湾でITを活用
での日数などのビッグデ し産地と連携した農林水
ータをもとにAIを用いて荷 産物・食品の輸出拠点機
繰り回数を最小化したコ 能の強化を図り、さらに
ンテナ蔵置計画を提案す は内閣府戦略的イノベー
るシステムの構築に向け シ ョ ン 創 造 プ ロ グ ラ ム
実証する。また、AIなどを （SIP）における国内外の市
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取り組みの例としてま
ず輸出に積極的に取り組
む産地づくり（グローバ
ル産地形成支援）を推進
し、一方では産地と連携
して戦略的に輸出に取り
組む拠点港湾（フードポ
ート）を設定する。
農水産品・食品の輸出
促進基盤（市場近傍のコ
ンテナ混載施設やリーフ
ァー対応のコンテナ詰め
施設：小口貨物積み替え
円滑化支援施設や冷凍・
冷蔵コンテナ電源供給設
備など）としての物流拠
点（産地近傍／インラン
ドポート）を整備し、高
機能冷凍・冷蔵コンテナ
を活用した輸出促進をバ
ックアップする体制づく

りと同時に港湾関連デー 携を図ることを骨子に掲
タ連携基盤も構築する。
げている。
港湾関連データ連携基
総重量確定の品質確保
盤は農業データ連携基盤 については、重量確定業
との連携も考慮しつつ構 務を実施する者の取り組
築、農業データ連携基盤 みが様々で、その状況把
を核としたスマートフー 握のための情報不足、ま
ドチェーンによる生産・ た制度内容を理解するた
流通改革（内閣府SIP）な めの教育・訓練を受けて
どに取り組む。具体的な いない者が存在する点を
取り組みにあたってはIT総 課題とした。
合戦略室、内閣府、農水、
このための施策として
国交の両省が密接に連携 重量確定業務者の取り組
を取り、連絡・調整し、 み状況の収集および公表
必要に応じて関係者の参 （重量確定方法、内外監査
加を求める。国交省では、 状況など）／教育・訓練
同システムによる流通の の実施状況の手順書への
最適化、農水産物・食品 明記などガイドラインの
場や消費者のニーズに機
の信頼性確保などでジャ 充実などで品質管理に取
動的に応える世界初のス
パンブランド確立などに り組む。
マートフードチェーンシ
つなげる。
一方で電子的情報の利
ステムの構築に向け連携
活用方策については、荷
して強力に取り組む方針を
送人が船社、港湾ターミ
輸出海コン重量確定ガイドライン改訂 ナルに提供すべき標準的
打ち出している。
現在、政府をあげて農
港湾関連データ基盤」との緊密な連携 な伝達項目やルートが未
林水産物・食品輸出促進
定のほか、総重量確定制
を進める中、高品質な農
国土交通省（海事局） 行へ17年秋に設置した検討 度だけでなく貿易手続き
林水産物や食品の価値を は昨年11月に国際海上輸 会で「総重量確定の品質 に関する全般の電子化手
損なわず、低コストかつ 出コンテナの安定的な輸 確保」や「国際的に通用 続きの検討と併せて行う
大容量での海上輸送の実 送に必要な重量確定・情 する標準的な電子的情報 べきとの課題を指摘。
このための施策として
現が喫緊の課題とされて 報伝達等のあり方に関す の利活用」などの課題へ
いるため内閣IT総合戦略 る検討会の取りまとめを の対応策を議論した結果 は関連省庁・機関との連
室、農水省、国交省が相 公表し周知と実行に動いて とパブコメを経て国交省が 携強化を唱え、貿易関連
互に連携しあって横串し いる。
取りまとめたもので、そ 全体の電子化を目指す内
で対応に乗り出すもので、
16年7月施行の「国際海 こでも今後の施策の方針 閣府主導による「港湾関
農業データ連携基盤の機 上輸出コンテナ総重量確 として、総重量確定方法 連データ連携基盤」の関
能を拡張し、農水産品・ 定制度」で荷送人は法定 のガイドライン改訂と、 連省庁・機関へのこの検
食品の生産から販売・消 の計量器でコンテナ総重 電子的情報の利活用促進 討会のアウトプットなど、
費 ・ 輸 出 に 至 る ま で の 量を確定し船社への重量 へ「港湾関連データ連携 その情報の提供によって
様々なデータを収集・活 情報提出が義務付けられ 基盤」構築に向けた関連 検討を促進させることと
用する仕組みを構築する。 ているが、その確実な履 省庁・機関との緊密な連 している。

一般社団法人 日本物流団体連合会
会長
世の中の変化を力に変え、
物流業の更なる発展を
平成31年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げま
す。
昨年は、世界経済が安定した回復基調を辿る中、米
国の通商政策が一層の保護主義色を強め米中貿易摩擦
に進展する一方で、TPP11が年末に発効し、日EU経済
連携協定もこの2月に発効の見通しとなったほか、東ア
ジア地域包括的経済連携の早期妥結に向けた共同首脳
声明が昨年11月に採択されるなど、多国間の連携によ
る自由貿易を促進する動きが加速しました。また、国
内に目を向けると、北陸地方豪雪、大阪北部地震、西
日本豪雨、台風21号・24号の上陸、北海道胆振東部地
震の発生と、これまでの想定を上回る自然災害が相次
いで発生し、企業の経済活動や国民生活に多大な影響
を及ぼした1年でした。
物流連では、昨年１年間を通じ、様々な活動を実施
してまいりました。
「物流を等身大で見ていただき、そ
の重要性を認識していただく」活動として、会員企業
のご協力のもと、大学寄附講座、学生を対象とした物
流業界研究セミナー・インターンシップ・物流見学ネ
ットワーク等のほか、昨年度からの取組みである教科
書に物流を多く取り上げて頂く働きかけを継続して行
いました。
「社会インフラとしての物流機能強化」の取組みで

田村

修二

は、女性・高齢者の働き方改革による物流人材確保の
検討を行ったほか、自然災害による道路、鉄道、港湾、
空港等の物流関連基盤インフラが被災し、物流が寸断
される事態が多発したことに鑑み、昨年10月に「物流
関連基盤インフラの防災機能強化について」の要望書
を石井国土交通大臣宛に提出しました。
「国際的な課題への取組み強化」については、海外
物流戦略ワーキングチームにおいて行ってきた過去６
年間のアセアン各国の調査が一巡したことから、昨年
はインドの現地実態調査を行いました。インドでは、
国内流通の障壁であった州単位の間接税を国税に一本
化したGSTが7月に導入され、進出先として日本企業の
期待が高まっているため、引き続き情報収集等に努め
てまいります。
本年の物流業界を取り巻く環境は、労働力不足の深
刻化により一層厳しくなると予想されますが、一方で、
荷主の理解や社会的な評価は近年大きく変化しており、
技術革新も目覚ましいものがあります。この変化を自
らの力に変えることが出来れば、大きな発展の原動力
となります。物流連としても、業界の発展に寄与する
ため、官民連携、他産業との連携を強化するとともに、
物流業界からの発信力を高めるなど一層充実した取組
みを行ってまいりたいと考えています。新しい年を迎
えるにあたり、本年が物流業界にとり飛躍の年となる
ことを祈念し、皆様のご支援とご協力をお願い申し上
げ、新年の挨拶とさせて頂きます。
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好調な流れをそのままつな
いでいる。最大の貿易相手
国の中国向けは前年同期の
マイナスから一転、8％増
の481.4万トン、2位は韓国
が1ランクアップで74.8％増
の325万トン、米国は3位で
3.7％減の305万トン、欧州
は5.5％増の212.8万トンと
200万トン台を回復し4位、
日系物流企業の国際化、つまり海外展開は日本通運が米国ニューヨークに駐在員を送り込んで昨年でちょうど60年、日本のコンテナ化
5位はタイで3％増の142.5万
50年の節を刻んだのも昨年で9月。外航船社はともかく、海貨／フレイトフォワーダーを中心にとした物流業界の海外展開は60年前に実質
トンと堅調を保った。
始まったといわれるが、もともとの米州地域OB会を世界全地域海外OB会として集いの場を持っていた日本通運は昨年10月に「海外交友会」
一方で輸入は17年度のや
と改称し組織展開し始めた。日本の物流業界はこの間、時間の流れとともに確実に海外進出が増え、折から国際フレイトフォワーダーズ協
やスローダウンから上向き
会（JIFFA）が18年1月時点のわが国フォワーダー（会員約500社）の海外進出状況を調査した結果（昨年9月公表）
、52カ国にまたがり
加減で9.5％増と2ケタ近い
現地法人の数が1,094社と1,000社を大きく超え、駐在員オフィスは184カ所、これを合わせた自前の海外拠点は1,278カ所に及ぶ。さ
伸びに転じ3,896.6万トン。
らには現地法人などによる支店や営業所などを含めた、進出先での拠点（その他拠点）は2,593カ所を数え、現法・駐在員事務所と合わせ
やはり最多の中国は前年同
たネットワーク（拠点）総数は3,870カ所と世界の片隅まで広がり、グローバル化を極めているが、今年19年は米トランプ政権の保護貿易
期のマイナスから9.3％増
の台頭、米中貿易摩擦、英国のEU離脱（Brexit）、一方でTPP11/2月発効の日EU・EPAといった貿易の包括協定などで不透明とはいえ
に転じ1,847.6万トンと順
世界貿易とサプライチェーンの変化でフォワーディング展開、海外ロジスティクスが大きく転回する可能性もある。
調、2位には前年同期と同
、 275カ所、日本人駐在221人、 続で1億トン台を維持した。 様でベトナムが25.7％の高
JIFFA調査によると、会 通運が米国日通を通じてパ が多く現法31社（同3カ所）
さらに昨年11月にまとま い伸びで320.7万トンと300
員のうち海外現法か駐在員 ナマ支店を開設し拠点が復 その他拠点201カ所、日本 従業員総数1万1,822人で、
事務所をもっている会社は 活している。駐在員事務所 人駐在88人、従業員総数1 うちオランダが欧州最多の った18年度上期（18年4月 万トン台に乗せた。
3位 も 欧 州 で 変 わ ら ず
現法21社（同3カ所）
、その ～9月）の取扱実績（会員
195社（うち現法設置会社 はアジアで34カ所減った 万330人も数える。
アジアは全体で現法841 他拠点51カ所、日本人駐在 有効回答477社）は輸出入 20.8％増の312万トンと上位
は171社で進出先は51カ国） が、それだけアジアでの営
、その他拠 68人、従業員総数2,217人、 合わせた総取扱量が前年同 3カ国地域に加え3ランクア
で、たしかに会員全体、あ 業活動が盛んになって現法 社（同144カ所）
るいは日本の物流業界全体 に格上げでの対応に移って 点拠点1,804カ所、日本人駐 独は現法17社（同3カ所）、 期比10％増の6,350.8万トン ップの韓国も4位で54.8％増
在2,431人、従業員総数は実 その他拠点59カ所、日本人 と半期で初めて6,000万トン の276.6万トンと高水準だ
のなかで一定の範囲にとど いったということだ。
に10万7,833人と10万人を突 駐在57人、従業員総数2,060 を突破。輸出は過去最高だ が、米国は順位を5位に一
まっているとはいえ日本の
人、いま注目の英国は現法 った前年同期をさらに更 つ 上 げ た も の の 5％ 減 の
物流企業のネットワークは アジアは現法841社／駐 破している。
16社（同1カ所）
、その他拠 新、輸入も16年度下期の過 223.7万トン。
広範囲に根を張っている。 在144カ所／10万人超
米中貿易摩擦で牽制が続
拠点数は、単一国で最多 北米が現法82社、欧州は 点49カ所、日本人駐在31人、 去最高の記録を更新、9％
JIFFAは14年1月に実施した
従業員総数3,593人と少なか 増の2,329万トンと絶対量を くが、日本発着でのこのデ
前回調査時点と比べ4年間 の 中 国 が 現 法 で は 332社 同104社
誇る首位・中国の好調が大 ータで見る限り中国優位、
米州では米国が現法72社 らず存在感がある。
で合弁を含む現地法人が94 （駐在事務所73カ所）と14
きく支え、韓国も601.6万ト 米国不安で明暗分けてい
社増え、逆に地ならしとも 年比で15拠点減り、その他 （同12カ所）でその他拠点
いえる駐在員事務所は現法 拠点拠点691カ所、日本人 が366拠点、日本人駐在418 NVOCCサービス／日本 ンと65％も増え2ランク上 る。ただし、米中貿易摩擦
はもとより、この貿易の有
昇の2位につけている。
への昇格を中心に38カ所減 駐在1,018人と1,000人を超 人、従業員総数1万3,327人 発着の複合輸送貨物好調
為転変で日本へのとばっち
そうした日系物流企業の
ったが、総拠点数は369拠 え 従 業 員 総 数 は 実 に 3万 で北米が現法82社（同12カ
点増えていることがわかっ 6,672人と圧倒しており、揺 所）、その他拠点409カ所、 海外展開とともにNVOCC 中国伸びて全体で過去最 りもあり得ることだけに半
期6,000万トンで過去最高ペ
るがぬ中国といった感が強 日本人駐在430人、従業員 サービスとして、進出各地 高も米国は低調で明暗
た。
輸出は10.6％の2ケタ増で ースに酔ってはいられな
4年間での現法はアジア い。インドネシアは現法で 総数1万4,904人、中南米地 と結ぶ国際複合輸送の取り
、その他拠 域はメキシコが現法29社 扱 い 動 向 は 、 JIFFA集 計 2,452万トンと前年度からの い。
地区で74社、中南米で11社 62社（同9カ所）
増え、デンマーク、レバノ 点拠点101カ所、日本人駐 （同2カ所）、その他拠点数 （会員有効回答464社）で17
ン、パキスタン、ペルー、 在 261人 、 従 業 員 総 数 は 63カ所、日本人120人、従 年度下期（17年10月～18年
3月）の複合輸送貨物が5期
ウガンダで新設もボリビ 6,957人、タイは現法125社 業員2,655人。
アジアにおけるコールドチェーンと混載輸送
欧州は全体で現法104社 ぶり減り5,797万トンと低下
ア、パナマは拠点から消え （同8カ所）、その他拠点拠
た。ただし18年後半に日本 点179カ所、日本人駐在359 （同16カ所）、その他拠点 したが、17年度通年の合計 ASEANで日本型コール 外展開と荷動き動向をとり
は輸出が9.3％増の4,415.9万 ドチェーン物流展開
人、従業員総数は2万3,069
あげたが、ネットワークに
トンで過去最高を更新、輸 ガイドラインを各国が承 おいても、取り扱いの物量
人、ベトナムが現法では67
入が0.3％の微減で7,156.9万 認し普及・促進へ
社（同22カ所）、その他拠
からいっても断然アジアと
トン、輸出入合計で前年度
点拠点223カ所、日本人駐
前出の話は日系物流企 いうのは一目瞭然。そのア
比3.2％増の1億1,572.8万ト 業、その多くは海貨系のフ ジアは国も後押しして、展
在 182人 、 従 業 員 総 数 は
ンで過去最高となり4年連 ォワーダー／NVOCCの海 開力を強めており、とりわ
9,459人で、意外にもインド

進出60年経て現法が1,000社超でグローバル化極まる
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け、されど中国の存在が大
きく東アジアとのかかわり
は大きい。とはいうものの
経済統合（AEC）を掲げる
ASEANも重視し、政策的対
応も進んでいる。そうした
動きの一つとして日系物流
事業者の進出と相まって
ASEANをターゲットとした
コールドチェーン展開が進
んでいる。
「ガイドライン」承認受け
普及とシステム展開
国土交通省は極々直近の
暮れ12月25日に「日ASEAN
コールドチェーン物流ガイ
ドライン」の正式承認を発
表した。昨年の11月にタ
イ・バンコクで開いた「日
ASEAN交通大臣会合」でこ
のガイドラインが正式承認
され、これを受けて国交省
はASEAN各国でこのガイド
ラインを普及させ、日本型
コールドチェーン物流シス
テムの展開を図っていく方
針という。
ガイドラインは、ASEAN
各国におけるコールドチェ
ーン物流のレベルと特徴を
考慮したうえで「倉庫事業
者 」「 輸 送 事 業 者 」 が 冷
蔵・冷凍保管と保冷輸送を
する際の留意事項および
「各国物流担当省庁」がコ
ールドチェーン物流に関す
る制度立案やインフラ整備
などを行う際の考慮すべき
事項を盛り込んでいる。ガ

イドラインでは各国で冷
蔵、冷凍、定温に区分され
た低温帯による温度管理が
必要な食品類を対象とし、
また、倉庫事業者と輸送事
業者による「Business to
Business (B to B)輸送」を対
象とする。
食生活の多様化などで消
費生活様式が変化しつつあ
るASEANではコールドチェ
ーン物流の重要性が高まり
つつある一方、現状は、多
くの国で安価ながら粗悪な
物流サービスが提供されて
おり、結果として、コール
ドチェーン物流の需要の高
まりを阻害することとなっ
ておりASEANでの日本の物
流事業者のビジネスチャン
スが制限されている。
こうした状況に対応する
ため国交省は日本の物流事
業者とともにASEANでのコ
ールドチェーン展開へガイ
ドライン案を作成しASEAN
各国の行政官と議論を重ね
たうえで昨年11月の大臣会
合でASEAN当事者からガイ
ドラインとして正式に了解
を取り付けた。今年早々か
ら国交省は英語で作成され
ているこのガイドラインを
日本語に翻訳、今後さらに
ASEAN各国の言語に翻訳し
たうえで、ASEAN各国のガ
イドラインあるいは国家規
格へのカスタマイズ化に向
け支援していくつもりだ。
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日本海運貨物取扱業会
会 長
平成31年の年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を申
し上げます。
平素より私ども日本海運貨物取扱業会の諸活動
に、格別のご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼
申し上げます。
さて、昨年の我が国の景気状況は、世界経済の回
復に支えられ輸出なども順調に推移し日本経済は安
定的に拡大したとされております。
しかし米国トランプ大統領の米国第一主義による
関税引き上げなど世界貿易に少なからず影響を及ぼ
し今後の先行きに不安を覚えるものです。
このような情勢の中、国際競争力強化策として昨
年6月政府の「世界最先端IT国家創造宣言・官民デ
ータ活用推進基本計画」が閣議決定され、その重点
取組の一つとして「世界最高水準の生産性を有する
港湾物流の実現」が取り上げられ、その具体的検討
委員会として内閣官房情報通信技術総合戦略室が主
催する「港湾の電子化（サイバーポート）推進委員
会」が11月に設置され、当会からも委員として参画、
協力しているところです。

り組みを進めている。
◎ここ1年でのいくつか
の新たな例を拾うと、ユニ
エツクスは昨年半ば前に新
たに神戸発シンガポール向
けリーファー（冷蔵）混載
サービスを開始。その前か
らの香港向けサービスに続
くものでウイクリー体制で
引き受け中。輸送対象品目
は青果物・日本酒・味噌・
加工食品などの食品（動物
検疫対応倉庫）で、設定温
度は+1℃。同社ではこれま
での青果物輸送の知見を生
かし青果物の適温、梱包方
法についての情報提供とと
もに同社の食品物流のネッ
トワークで現地での保管、
仕分け、ラベル貼付、ホテ
ルやレストランへのカート
ン単位での配送まで一貫輸
送する。また、シンガポー
香港をターゲットに冷凍冷蔵混載サービスで動き ルからマレーシアへ陸路で
セイノーロジックスや信永海運、ユニエツクス、
のクロスボーダー輸送サー
日新、IECなど続々
ビス（保冷）も利用でき
そうした行政と物流事業 ックスは食品類の物流を担 る。
すでに実施中の香港向け
者がASEAN諸国の中での物 い、リーファーコンテナで
流／ロジスティクスの一環 のLCL輸送で日本酒や調味 リーファー（冷蔵）混載は、
としてコールドチェーンに 料などを7℃の定温で冷蔵 同社の「日本食輸出に貢献
取り組みを強める一方で、 輸送する“ひんやり混載” する神戸発リーファー食品
NVOCC／フォワーダーの をドイツや英国、韓国、香 輸送サービス」として国際
間では、昨年来、香港、シ 港向けなどに展開中のほ 物流戦略チーム（関西）か
ンガポール、とくに香港を か、釜山では現地の有力 ら17年度の「関西総合物流
ターゲットとした複合輸 NVOと合弁の冷凍・冷蔵倉 活性化モデル」の認定を受
送、それもリーファー（冷 庫を運営中なのに加えて昨 けており、星港向けはそれ
凍冷蔵）混載サービスの開 年夏には、食品貨物の仕向 に続く新サービスで同社で
拓にいそしむ傾向が出てい け地としてさらに有望な香 展開中のSEAFRIGOサービ
る。香港は日本の食品・食 港で現地企業との契約で冷 スの一環。今後さらに日本
材（農水産品）に人気があ 凍・冷蔵の「温度管理庫」 産農林水産物・食品の輸出
り、昨年の日本からの輸入 を設置し対応を強化し、こ 拡大と冷蔵小口輸送のニー
規制緩和もあり、それらの うした海外現地ハード展開 ズに対応してサービスを拡
ニーズを踏まえた輸送モー とともにソフト面でも日本 充する。
◎インターナショナルエ
ドとして新サービスが増え 料理店など海外店舗向けバ
ており、19年の今年はさら イヤーズコンソリデーショ クスプレス（IEC）では昨
に活発化が見込まれる。
ンの設定といった物流の企 年9月に東京港発の香港・
◎従来からセイノーロジ 画／ソリューションへの取 台湾向けに海上輸送の冷蔵

石黒

明博

現在は、輸出入貿易手続きはNACCSが稼働してい
る中、全てが電子化されていないところから、2020
年までにデータ連係基盤を構築し全てを電子化する
ことを目標としています。
また、国際海上輸出コンテナ総重量の確定方法ガイ
ドラインの改定によるトラブル防止、
国土交通省港湾局が昨年7月公表した港湾の中長期
政策「PORT 2030」への対応、昨年9月の台風21号
による関西港湾地区の高潮、強風による被害など自
然災害対応等々、このように、海貨業界を取り巻く
課題が山積しておりますが、海貨業界においては,
物流の高度化を図る一方で、物流の安全とコストの
低減、さらには情報化などの課題に応えるため、港
湾物流に関わられる皆様の的確なご意見ご指導を頂
きながら、関係団体、関係機関、関係官庁の皆さん
と連携を図り、諸課題に取り組む所存でありますの
で、本年も何卒よろしくお願い申し上げますととも
に、関係各位の益々のご繁栄とご健勝を祈念申し上
げまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

混載サービスを開始。海外 で貨物を受け取る。香港側 那覇港（国際コンテナター
では日本食がブームで香 は物流の経験豊富な香港日 ミナル）出港からT/T2日。
港・台湾でも多くの日本の 新が窓口となり、荷受け側 基隆向けはCNCを起用し那
食材に対するニーズが高ま と荷渡し側の両端のCFS業 覇出港から基隆までT/T1
り日本各地から冷蔵輸送を 務を自社で行うことできめ 日。同サービスでのCFS倉
希望する顧客の多様なニー 細かな物流サービスを手が 庫は「サザンゲート」を利
ズに応えるため海上輸送で けている。引き続き日本産 用する。香港経由では同社
の小口LCL冷蔵混載サービ 食品の海外輸出事業を積極 のNet Bookingの際の接続船
スを構築、コールドチェー 的にサポートすべく混載サ （Second Vessel）の確認と
ンによる徹底した品質管理 ービスメニューを拡充す 船積み後の情報提供サービ
スも手がける。
とサービス体制のもと商品 る。
◎日本郵便は12月中旬か
◎信永海運の場合はこの
を現地まで届けられるよう
年明け1月から那覇発で香 ら「ゆうグローバルエクス
にした、としている。
IEC冷蔵混載は、航空輸 港および台湾・基隆向けに プレス」(UGX、国際宅配
送と比較して輸送コストを 自前の新たな海上混載サー 便サービス）のオプション
安価に抑えられ、香港へは ビスを開始する。香港を経 サービスとして日本発の海
毎週（CFSカット水曜、本 由してワールドワイドの仕 上輸送を行う「UGX海上サ
船出港金曜/香港着翌週水 向け地をカバーするかたち ービス」を開始し取扱国・
曜）、基隆へは隔週（CFS で、沖縄の食品や農水産品 地域として米国、中国とと
カット木曜、本船出港日曜 など幅広く集貨する。信永 もに香港を対象に着手して
/基隆着翌週水曜）で、よ 海運は“Diversify”化を推 いる。越境eコマース市場
り安定したサービスの提供 進中で、ローカル港発およ の拡大に伴い、あらかじめ
を可能とした。東京CFSか び海外仕向け地／取り扱い 海外の倉庫に輸送した日本
ら基隆CFSへは最短で7日、 アイテムの拡大に取り組む の商品を、顧客から注文を
香港CFSには8日で輸送と 一環で、同社の場合は食品 受けしだい、該当する倉庫
類にこだわらず多様な貨物 から配送するB to B to Cの
いう。
◎大手総合物流の日新も をCo-Loadも含め香港スイ ニーズが高まっている。同
昨年11月下旬から関西発香 ッチで東南・西アジアはも 社は、これまでUGXで航空
港向け海上冷凍混載サービ とよりオセアニア、北米・ 輸送による小口宅配サービ
スに着手。おととしに阪神 中南米、欧州（北欧・東欧） スを手がけていたが、より
国際港湾による阪神港を仕 中東、アフリカまで引き受 低廉な運賃で大量発送が可
出し港とした海上冷凍混載 ける。香港向けはHASCO 能な船舶輸送による海上版
事業の認定を受けて以降、 （上海海華輪船）を起用し UGXを展開する。
台湾・台北向けに海上
コールドチェーン物流のパターン
冷凍混載輸送を手がけ
【B to Bの場合】
同サービスが好評とな
るなかで香港向けのニ
ーズも高まり新たにメ
ニューを拡充したとい
う。
香港向け冷凍混載は
食品に特化、日本側
CFSはHACCP（危害分
析／重要管理点継続監
視・記録管理システ
ム）対応の摩耶冷蔵・
冷凍倉庫（自社施設）
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山 田 雅 重

「猪突猛進」ということば 丹」（ぼたん）と呼ばれ美 「猪」を含む最も有名な諺 のけ姫』に出てくるナゴの
を連想する方が多いはずで 味で、万病を防ぐといわれ、 は「猪突猛進」ですが、英 守は猪神、すなわちイノシ
猪（イノシシ）と豚
十二支の動物の最後に登 す。このことから、猪が猛 「無病息災」の象徴でもあ 語でいえば、reckless rush シでした。ベトナムでも
場するのが亥（猪）です スピードで突進する様子が ります。ちなみに、brawn です。「猪突猛進する」は 「猪」の代わりに「豚」が
（以下、便宜上、
「猪」を使 伺えますが、十二支（the には、（雄）豚肉：筋力、 rush ahead recklessly, make a 入っています。そして、ベ
います）
。
「猪の年」を英語 twelve horary signs）の動物 腕力、という意味もあり、 headlong rush などといいま ラルーシにはモンゴルと同
ではThe Year of the Wild の中で、猪がいちばん最後 brain before brawn は「力よ す。「彼は猪突猛進型だ」 じように、2種類の十二支
は He is a reckless person.や があり、両方とも日本の十
Boar といいますが、とくに になっているのはなぜでし り頭」という意味です。
仏教思想の影響で、江戸 He is a foolhardy person. と 二支と異なります。一つは、
日 本 産 の 猪 は white- ょうか。実は、中国では、
whiskered boarと呼ばれて 「猪」は「豚」のことで、 時代には四足の動物の肉を いいます。最近は飲酒運転 「猪」の代わりに「豚」が
います。直訳すれば、白い 干支が日本に伝わったころ 食べることは禁止されてい や無謀運転による交通事故 入っていますが、もう一つ
ほおひげのある猪、という 日本には豚がいなかったの ました。そこで、庶民は知 が増えていますが、無謀運 の方では、「兎」が「猫」
意 味 で す 。 こ の よ う に 、 で、当時の日本人はなじみ 恵を絞り、兎を鳥の「鵜 転に当たる英語は reckless に、「猪」が「豚」になっ
boarだけで猪を表すことも のない「豚」の代わりに、 （う）」と「鷺（さぎ）」に drivingです。ついでにいい ています。これでお分かり
「猪武者」
（向こう のように、「豚」が「猪」
ありますが、厳密にいいま 親しさを覚える「猪」を起 分け、四足の動物ではない ますと、
すと、wild boar が猪の正確 用したようです。既述のよ ことにしました。「ぼたん 見ずに突進する侍、無鉄砲 の代役を務めているケース
な英訳名です。boar は元来、 うに、猪を家畜化したのが 鍋」は、既述の猪の肉の別 な人）は英語で foolhardy が多いようです。とにかく、
去勢された（食用の）雄豚 豚ですから、動物学的には 名「ぼたん」に由来します。 warrior, daredevil といいま 「猪」だけでは話が続きま
せんので、「猪」のピンチ
に対して去勢されてない雄 同じ動物です。豚でも猪の なお、「ぼたん鍋」の発祥 す。
「猪（しし）食った報い」 ヒッターとして同類の「豚」
豚、および、その肉を意味 どちらでもほとんど問題な 地は兵庫県篠山町です。余
談ですが、江戸時代、馬肉 という諺もあります。悪い に登場してもらうことにし
します。wild boar の wild いでしょう。
は「さくら」、鹿肉は「も ことをしたために受ける報 ました。
（野生の、という意味）が
みじ」と呼ばれていまし い、という意味です。いま
とれたのが boar です。つ ぼたん鍋
までの長い人生の中で、程 いろいろな豚
猪は古く縄文時代にすで た。
まり、「野生の豚」が家畜
度の差はあるものの、悪い
豚を表す英語としては、
化されたのが豚です。それ に日本にいたようです。実
ことをしなかった、とはい 通常、hog やpig が使われま
は、約8,000年前（紀元前 際、縄文人は猪の犬歯から 「猪」を含む諺と慣用句
猪は野生動物で家畜では えません。あれこれ「報い」 すが、主に米国で使われ、
6,000年）です。なお、後で 装身具や矢じり、きりなど
触れますが、豚を表す英語 を作ったようです。猪の肉 ないので、人間との接触が を受けたことは確かです。 やや改まった用語として、
としては、むしろboar以外 も食べました。その料理が、 少ないこともあって、猪を その反省は後ですることに また、動物学用語として
の pig, hog, swine などが多 「ぼたん鍋」として現在に 含む諺や慣用句はそれほど して、この諺に相当する英 swine も用いられます。そ
多 く あ り ま せ ん 。 ま た 、 語の諺を下記に紹介しまし して、この swineには「猪」
引き継がれています。
用されます。
という意味もありますの
猪の肉（brawn）は「山 wild boar や boar を含む英 ょう。
猪は通常、勇気と冒険の
It is dear-bought honey で、広い意味では、豚の英
象徴とされ、猪といえば、 鯨」（やまくじら）や「牡 語の諺もなさそうです。
that is licked off a thorn.
語は猪の英語でもある、と
｛いばらをなめて得た蜜の いえそうです。上記以外に、
ために、高い犠牲を払う｝ boar（去勢されていない雄
豚）
、sow（雌豚）
、gilt（子
ピンチヒッター「豚」
を産んだことのない若い雌
これまで、十二支の動物 豚）やpork pig（食肉用の
に因んだ英語や日本語の表 豚）などもあり、とくに若
現を紹介してきましたが、 い食肉用の豚は porker とい
日本語でも英語でも猪に因 います。以下、hog, pig,
んだ諺や慣用句が極めて少 swine, sowを含む諺や慣用
ないことに気づきました。 句などを個々に紹介します
世界の十二支に登場する動 が、gilt, pork pig, porker な
物の数はすべて12で同じな どを含む諺や慣用句は筆者
のに、国や地域によって一 の調べた範囲ではありませ
部の動物が他の動物に入れ ん。
替わっています。「所変わ
「豚が鳴く」は、Pigs
れば品変わる」（Different grunt [squeak, squeal, oink]
places have different のようにいいます。豚の鳴
customs.）といわれるよう き声そのものの間投詞的表
に、実は、十二支の動物も 現 と し て は 、 GRUNT,
例外ではありません。中国 OINK, HOINK, HOOGH,
では「亥（猪）」は豚を指 HRONGK などが用いられ
し、その十二支の猪は豚を ます。
東進エージェンシー株式会社
DONGJIN Agency Co., Ltd.
意味します。西遊記で脇役
として活躍する猪八戒も豚 豚, pig, hog のイメージ
でしたが、日本では『もの
日本語の「豚」と英語の

॒

ISM CODE & KS A / ISO 9002
APPROVED BY KOREAN REGISTER OF SHIPPING

pig, hog ではイメージが異
なります。英語の pigとhog
でも違います。後者は前者
よりも大きく、よりがさつ
なイメージがあります。
まず、豚と pig を比べて
みましょう。共通のイメー
ジとしては太っているこ
と、不潔である、という二
つのイメージがあります。
pig のみのイメージとして
はがつがつ食べる、強情、
大汗かき、が挙げられま
す。
一方、豚と hog では大食
であることが共通点で、欲
張り、独占がhog のみのイ
メージとして指摘されてい
ます。その用例は後で紹介
します。
豚と猫
マジックではありません
が、豚が猫になることがあ
ります。どいう場合でしょ
うか。ちょっと考えてみて
ください。「トン」と分か
らないね、とおっしゃる方
もあるかもしれません。ヒ
ントは「猫」を含む日本の
諺と「豚」を含む英語の諺
です。両方ともよく知られ
た諺です。
いかに立派なものでも持
つ人によっては全く何の値
打ちもない、という意味の
諺に「猫に小判」がありま
す。鰹節なら猫は大好きで
すが、小判は猫にとっては
何の価値もありません。こ
の諺を英訳すれば、To give
a gold coin to a cat.になりま
すが、英語ではこのような
表 現 で は な く 、 To cast
pearls before swine.（豚に真
珠を与える：豚に真珠）と
いいます。つまり、英語の
豚が日本語では猫に、真珠
が小判に変わります。なお、
この英語の諺は新約聖書4
福音書の最初の書、マタイ
伝に由来します。
ではここで、少し学のあ
るところをお見せしましょ
う、というのは冗談で、
The Bibleから関係部分の英
文を転記するだけのことで
す。italics の部分をご覧く
ださい。
Matthew 7:6 Give not that
which is holy unto the dogs,
neither cast ye your pearls
before swine, lest they
trample them under their
feet, and turn again and rend
you.
このイディオムは多用さ
れ、例えば、米国の劇作家
Tennessee Williams が 1947
年に発表した A Streetcar
Named Desire （欲望という
名の電車）の中に、But I
have been foolish --- casting
my pearls before swine. とい
う文章があります。
豚と鵞鳥
豚に関する日本語の諺と

〈第三種郵便物認可〉

しては、「豚を盗んで骨を
施す」というのがあります。
英語に直訳すれば、To steal
a hog and give its bone to the
poor for charity. になります。
ところが、上記の「豚と猫」
のように、英語の諺では、
豚が鵞鳥になり骨が臓物に
変化して、
「鵞鳥を盗んで、
その臓物を貧窮者への施し
物として人に与える」とい
う表現をします。その英文
は、To steal a goose and give
the giblets in alms. です。見
慣れない単語がありますが
giblets は、（鶏などの）臓
物のことで、常に複数形で
す。alms は、貧窮者への施
し物、信施、施しのことで、
この単語も常に複数形をと
ります。
日本語の諺でも英語の諺
でも、「盗んだ物で余分な
ものを貧しい人に与える」
という点では共通していま
す。豚と鵞鳥、骨と臓物の
違いはありますが、貧しい
人に施し物を与えるという
発想が同じであることは興
味あることですね。
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つがつ食う」という意味も やはり、太っていると出血 fine（または a pretty, the That fat girl is smart. は「あ リンをよく食う」というこ
あり、pig out ともいいます。 も多いからでしょうか。
wrong）を除いた drive one's の太っている少女は細身で とです。また、behave like
ついでにいいますと、動詞
「豚がブーブー鳴く（声）
」 pigs to market は「大いびき す」という非論理的な意味 a hog という表現もありま
としての pig を使った pig it を英語では oink や squeal をかく」という意味になり ではなく、「あの太ってい すが。これは「無作法に振
る少女は頭がよい」という 舞う」ということです。そ
は「豚のように、むさくる といいますが、squeal には ます。
しい生活をする」
、
「のろの 「密告する」という意味も
豚の目は体の割に小さい ことです。ついでながら、 して、What can you expect
ろ走る」や「走るのをやめ あります。会社や官庁で裏 ですが、a pig's eye は「小 女性に対して fat を用いる from a hog but a grunt? とう
る」という意味を表します。 金作りやスキャンダルなど さい目」のことです。そし のは失礼に当たりますの 諺がありますが、「豚には
なお、「豚のように、むさ があって、それを「内部告 て、in a（または the）pigs で、通常は fat の代わりに ブーブーしか期待できな
くるしい生活をする」とい 発」する人を whistler とい eye（または ear, ass）は俗 stout（頑丈な、丈夫な、と い 」 と い う 意 味 で す 。
う意味では pig together と いますが、squealは、この 語で「決して―― しない」 いう意味）を用います。
grunt は、ブーブーという
上記以外の pig を含むこと 鳴き声のことです。
もいいます。いずれにせよ、 意味の whistleと同じ意味で ということで、In a pig's
これらのイディオムから す。たとえば、「あいつに eye, I will!（やってたまるか） ばを少しだけ追加しておき
とにかく、貪欲家、下品
は、何となくそのようなイ はこのことを知らせるな。 のようにいいます。同じく ます。pig's breakfast は俗語 な男、不潔な人、大食漢な
メージが浮かんできます 密告するだろうから」を英 俗 語 で 、 go to pigs and で、「きたないもの、いや ど、hog にはよくない意味
ね。
語では、Don’t let him know whistle は「道楽する」とい なもの」という意味です。 が圧倒的に多いのです。a
よく汗をかくのは痩せた this. He will squeal like a pig. う意味です。長年道楽をし では、ここでクイズです。 hog in armor は「着映えの
人よりも太った人に多いよ といいます。よくない表現 ている息子が In a pi's eye, I 相当の難問です。次の英文 しない人」や「風采の上が
うですが、豚もよく汗をか 例に使われ、豚もブーブー will! といってくれれば、親 の意味を考えてみてくださ らない野暮な人」のことで、
きます。「私は大汗をかき と文句をいうことでしょ も嬉しいですが、そのよう い。
armor は「よろいかぶと」
なことは Pigs may（または Drinking pig sweat too much, です。そして、a hog on the
ます」を英語では、I sweat う。
like a pig. といいます。直訳
最近は通信販売（mail might, could）fly（if they he was so drunk that he was ice は「頼りにならない人」
すれば、「私は豚のように order sales）が盛んですが、 had wings）.でしょう。こ forced to stay overnight at a です。氷の上に重い豚がの
大汗をかきます」です。し 実物を見ないで買うわけで の 英 文 を 直 訳 し ま す と 、 pig heaven.
っている様子を想像します
直訳すれば、「彼は豚の と、今にも氷が割れそうで、
かし、厳密にいいますと、 すから、ときには、食わせ 「（もし、豚に羽があれば）
英語には｢汗をかく｣という 物をつかまされる危険があ 豚は飛べるかもしれない」 汗を飲み過ぎ、酔っ払って 成る程、と納得せざるを得
意味の動詞がもうひとつあ ります。このように、「よ ということです。つまり、 しまったので、一夜を豚の ません。
ります。それは、perspire く調べないで買う」ことを 「まさか、そんなことはあ 天国で過ごす羽目になって また、hog には「独占する」
で、主に「人間が汗をかく」 英語で、buy a pig in a poke り得ないでしょう」という しまった」となりますが、 や「欲張る」という意味も
「豚の汗」も「豚の天国」 あります。A reckless driver
場合で、sweat よりも上品 といいます。「事前に調べ 意味です。
イディオムではありませ も聞きなれない日本語です is hogging the road. といえ
な表現です。なお、sweat ないで、うっかり引き受け
pig を含む表現
は名詞も同じスペリングで る」とか「安請け合いする」 んが、pig を含む単語とし から、どこか不自然な感じ ば、「無謀運転をしている
ピギーバック輸送のこと す が 、 perspireの 名 詞 は
ドライバーが道をふさいで
を piggyback carriage （また perspirationです。では、こ
いる」ということです。カ
は haulage）というのはよ こで、perspirationを使った
ラオケでマイクを独占して
くご存じの通りで、 コン 名句を紹介しましょう。
自分ばかり歌っている場合
テナを乗せた形が子豚
Genius is one per cent
なら、He is always hogging
（piggy） を背中におんぶし inspiration and ninety- nine
the microphone. といいます
た姿によく似ていることか per cent perspiration.
ね。
「
（欲張って）――し過
らpiggyback といわれるよ
ぎる、抑えがきかなくなる、
これは発明王である
うになりました。たとえば、 Thomas Alva Edison の名言
ひどく興奮する」ことを go
「母は私をよくおんぶした で、
[run] hog wild といいます。
「天才とは、1パーセン
ものでした」を英語では、 トのひらめきと、99パーセ
姉弟デュオのカーペンター
My mom used to carry me ントの汗である」と解釈さ
ズも歌っていたカントリー
piggyback.といいます。そ れ、「天才といえども、常
ウ エ ス タ ン の 名 曲
の他、piggyを含んだ単語で に汗を流して努力している
『JAMBALAYA』（1952年発
よく知られているのは、子 のだ。まして凡人はもっと
表 ） に も “ ♫Dressed in
豚の形をした子供用の貯金 努力すべきである」という
style they go hog wild, me oh
箱で、piggy bank といいま わけです。成る程なぁ、と
my oh, son of a gun, we'll
す。
have big fun on the bayou”
感心させられます。しかし、
次に pig を含む表現を取 実は、何か週刊誌の見出し
というフレーズがありまし
り上げます。as a pig は「太 のようですが、「真相はこ という意味もあります。な てよく知られているのは、 がしませんか。両方とも誤 た
口語で whole hog は「全
っている」という意味で、 うだ」という説があります。 お、poke は「袋」のこと pigsty や pigheaded です。 訳です。pig sweat は俗語で、
If you don't start exercising or 「いくら努力しても、ほん で、「豚肉」の porkではあ pigstyは文字通り「豚小屋」 ビール、安酒のことです。 体」や「完全」を意味しま
something, you're going to be のわずかのひらめきがなく りません。よく調べないで で pigpen と同じですが、 そして、pig heaven は黒人 すが、 go whole hog は「と
fat as a pig.（何か運動を始 ては、その努力も無駄にな 買った結果、買い物で失敗 日本語と同じ発想で「きた の俗語で、警察署のことで ことんやる」ということで
めないと、豚みたいに太っ ってしまう。しかも、その することがあります。これ ない場所」という意味でも す。つまり、「彼は安酒を す。株に手を出して、とこ
てしまうよ）のようにいい ひ ら め き は 一 瞬 で あ る 」 を英語では、I made a pig’s 用いられます。pigheaded 飲みすぎて酔っ払い、一晩、 とんやった結果、「無一文
ます。
というのがエジソンの真意 ear out of buying a pig in a は「強情な」という意味で、 警察の厄介になった」わけ になって破産する」ことが
ありますが、これを on the
たとえば、She is certainly です。
よく食べるから太るのは だったようです。なお、有 poke.といいます。
hog といいます。
当然で、「よく食べる」と 名なドイツの考古学者C・
To be, or not to be, that is smart but is so pigheaded that
牛肉と同じように、豚肉
いう表現に pig が多用され W・ツェラムは『神・墓・ the question.（生くるべき I don't like to work with her. hog を含む表現
ています。eat like a pig は 学者』の中で、
では、今度は hog を含む にも部分によって、上等な
「天才とは、 か、死すべきか、それが問 （彼女は確かに聡明だけど、
「がつがつと行儀悪く食い 複雑なことを単純化する能 題）は有名なハムレットの 余りにも強情なので一緒に 表現を取り上げましょう。 部分とそうでない部分があ
散らかす」という意味で、 力である」と述べています。 台詞ですが、誰にも、この 働きたくないわ）のように 先ず、既述のように、eat りますが、eat high on the
「豚肉の上等な部分
例えば、Mind your manners, さて、エジソンのこの名言 ような選択を迫られること いいます。pig はこの点で like a pig は「大食いする」 hogは、
Ken. Don you're t eat like a の真意がいつのまにか曲解 があります。「板ばさみに は、猪突猛進の wild boarと という意味のイディオムで を食べる」という意味で、
pig. は「お行儀よくするん されたわけですが、「健全 なっている人」のことを英 幾分、共通点があるのでは すが、eat like a hog も同じ 結局、「豪勢な暮らしをす
だよ、ケン。がつがつ食べ な肉体に健全な精神が宿 語では a pig in the middle と ないでしょうか。
意味で使われます。hog に る」ということです。同じ
なお、上記の英文の中の は pig よりも大きく、がさ ことをlive high on the hog と
ちゃだめよ」という意味で る」や「芸術は長く、人生 いいます。
「細身である」と つなイメージがありますか もいいます。そして、その
す。その他、
「大食いする」 は短し」などの諺も、現在、
株の売買などで、やまが smart は、
という意味で make a pig of それぞれの真意から逸脱し はずれたり、売り損をする か「太っていない」という ら、ピッタリの表現ではな 逆の生活をすること、つま
「頭がよい」 いでしょうか。hog はこの り「つつましく、細々と生
oneself という表現もありま て解釈されています。
ことがありますが、これを 意味ではなく、
すが、これには「欲張る」
閑話休題。
「大汗をかく」 英語では、drive （または という意味です。「スマー ように、がつがつ食うひと、 活する」ことを live low on
という意味もあります。
ことと関係ありませんが、 bring）one's pigs to a fine ト」は一種の和製英語です。 利己的な奴、消費の激しい the hog といいますが、今
上記の例は名詞としての ついでにいいますと、「多 （または a pretty, the wrong） この「スマート」を逆に英 もの、などの意味で用いら 年もこれが筆者の life style
pig を用いたものですが、 量 に 出 血 す る 」 こ と を market といいます。そして、 語でいえば、slim または れます。My car is a gas hog. になるでしょう。
動詞としての pig には「が bleed like a pig といいます。 このイディオムの中の a slenderです。したがって、 といえば、「私の車はガソ
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