
2019年は米中貿易摩擦
で中国の米国向け荷動き
シェアが急激に低下する
一方、ASEANが中国の代
替地として急浮上する中、
米中貿易摩擦の長期化が
船腹の供給過剰で疲弊し
ている運賃市況の不安を

煽り、コンテナ船社は運
休による船腹調整と国際
海事機関（IMO）による
2020年1月からの硫黄酸化
物（SOx）規制に対応した
スクラバー（排ガス洗浄
装置）の搭載に伴う改修
工事で稼働船腹が減少し

たの好機に運賃安定化を
企図した。
日本海事センターが

JOC-PIERSデータをもとに
まとめた2019年1～11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
0.2％増の1,626.7万TEUの
微増にとどまり、10月ま
での過去最高ペースから

一転して年間で2007年以
来の前年割れの可能性も
指摘されている。
国別では、中国が米中

貿易摩擦の影響で前年同
期比7.7％減の892万4,828
TEU、中国＋香港でも
6.8％減の998万1,889TEUと
落ち込んだ一方、ASEAN
は中国からの生産拠点の
シフトが進み合計で25.9％
増の315万5,585 TEUと大幅
なプラス、特にベトナム
が33.5％増の144万2,898
TEU。
品目別では家具及び家

財道具が1.8％減、一般電
気機器が1.7％減、建築用

具及び関連品が3.9％減、
自動車部品が7.0％減とマ
イナスだった半面、繊維
及びその製品が5.7％増、
おもちゃが2.6％増、履物
及び付属品が5.4％増など
がプラスと好調だった。
一方、復航は1～9月累

計で前年同期比1.2％増の
517.2万TEUだった。往航
と同様に米中貿易摩擦で
最大の市場である中国向
けが15.8％減の138万9,745
TEUと大幅に落ち込み、
ASEANは11％増の136万
8,039TEUと大幅に増加し
た。
品目別ではシェアトッ

プ（17.1％）の紙及びその
製品（古紙含む）が中国
の古紙輸入規制で6.4％減、
動物用飼料が2.0％減、木
材及びその製品が26.8％減
と上位3品目がマイナスと
なったが、レジン等の合
成樹脂が39.7％増などが好
調だった。
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による
と、2019年10月の輸入荷動
き実績は188万TEUで前月
比0.6％減、過去最高の200

米中貿易摩擦が様々な影響
北米航路

2019年の世界の経済成長は貿易と投資を巡る紛争が激化し、英国のEU離脱（Brexit）、
地政学的な不確実性などで、10年で最低水準に落ちたとみられる。2020年も世界経済
が直面する様々な不確実性はまだ解消されず、経済成長が加速するのは難しい局面の中
でもコンテナ荷動きは総じて増加基調を維持すると予想。ただ、IMO2020でコスト上
昇が採算に圧力がかかる一方、欧州航路での大型船就航が続き、船腹供給が輸送需要を
上回る伸びを示し、運賃市況は軟調の厳しい年になる見通し。
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万TEUを記録した前年同月
に比べ7.5％減少した。12
月は11月の駆け込み反動
減と例年通りのクリスマ
ス休暇による需要減で
8.9％減の179万TEU、2019
年は年間で2,180万TEUと
前年比0.8％増加すると予
測した。年明けは1月末～
2月にかけた中国の旧正月
の影響で1月が1.2％減の
187万TEU、2月は0.3％減
の162万TEU、3月は旧正月
の反動増で9.2％増の176万
TEU、4月も5.6％増の184

万TEUを見込む。
一方、日本郵船調査グ

ループの資料によると
2019年8月末時点のアジ
ア／北米航路の船腹量は
381万3,000TEUと1年前よ
り5.2％増加、隻数も12隻
増え450隻となり、北米西
岸航路での船型大型化が
進んだ。

スポット運賃一進一退
2019年の北米往航の運

賃動向を中国の上海航運
交易所（SSE）が公表して

いる上海出しスポット運
賃の上海輸出コンテナ運
賃指数（SCFI）の月間平
均値の推移でみると、1月
は北米西岸航路1,976ド
ル／FEU、北米東岸航路
3,103ドル／FEU、2月は北
米西岸航路1,902ドル／
FEU、北米東岸航路3,003
ドル／FEU、3月は北米西
岸航路1,465ドル／FEU、
北米東岸航路2,510ドル／
FEU。

4月は北米西岸航路が
1,591ドル／FEU、北米東
岸航路2,647ドル／FEU、5
月は北米西岸航路1,399ド
ル／FEU、北米東岸航路
2,751ドル／FEU、6月は北
米西岸航路1,458ドル／
FEU、北米東岸航路2,509
ドル／FEUで推移。
後半は7月が北米西岸航

路1,606ドル／FEU、北米
東岸航路2,828ドル／FEU、
8月は北米西岸航路1,448ド
ル／FEU、北米東岸航路
2,637ドル／FEU、9月も北
米西岸航路1,456ドル／
TEU、北米東岸航路2,504
ドル／TEUと下落、10月は
北米西岸航路1,342ドル／
FEU、北米東岸航路2,362
ドル／FEU、11月は北米西
岸航路1,417ドル／FEU、
北米東岸航路2,475ドル／
FEUで推移、1～11月平均
で北米西岸航路1,541ドル／
FEU、北米東岸航路2,645ド

ル／FEUと2018年平均より
北米西岸航路で11.1％、北
米東岸航路で5.2％下落し
た。

荷動き増加が基調に
2019年の米国の実質GDP
成長率はFRBによる金融緩
和などの政策効果で、個人
消費が堅調さを維持する一
方、世界経済の減速、米中
貿易摩擦のエスカレート、
ドル高などを背景に、2019
年が+2.3％、20年は+1.9％、
21年+1.8％となる予想され
ている。米中貿易協議は、
第1段階で部分合意したが、
中国の構造改革を含む包括
的な合意は難しく、より構
造改革に踏み込む第2、3段
階について短期間での進展
は期待できないため、再び
関税が引き上げられる可能
性もある。ただ、景気への
悪影響を考慮し、追加の関
税引き上げは今年の米大統
領選挙後になると想定され
ている。
韓国海洋水産開発院

（KMI）は米中貿易摩擦が
障害となり、2020年の輸送
需要は前年比2.2％増に対
し船腹供給はスクラバー搭
載工事による供給減が期待
されるものの2.5％増と需

要を上回るものと予測して
いる。輸送需要はDrewry
（英国）の3.2％、IHS（米国）
の 2.7％ よ り 低 い が 、
Clarksonの-0.8％を上回って
いる。
一方、みずほ銀行は日本
産業の向こう5年（2020～
2024年）の中期見通し（需
給動向と求められる事業戦
略）で北米航路（往航）は
2018年の8.1％から2019年も
米国の堅調な個人消費を背
景に+2.6％の1,834.7万TEUと
増加基調を続けるが、20年

以降は米中貿易摩擦の激化
による米国経済の減速で、
今後5年間は年率平均で
+2.1％と穏やかな伸びにと
どまり、24年は2,033.7万TEU、
復航は2017年から中国向け
古紙類の荷動きが減少して
いることを主因に減少基調
にあり、2019年は古紙類に
加え対米報復関税の対象と
なっている木材も減少し-
0.1％の676.6万TEUと微減し
たあと、今後5年間は年率平
均+0.7％で推移し24年に
700.4万TEUを予想する。
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（資料）IMF、各国統計を基に日本総合研究所作成
（注 1）世界 193 カ国。先進国は、IMFの分類からNIEs を除く。具体的には、
　　　 アメリカ・日本・ユーロ圏（19カ国）のほか。

北米航路荷動き推移

日本海事センターがCTS
（英国）の統計をもとにま
とめたアジア／欧州航路
の往航荷動き量は2019年1
～10月累計で前年同期比
3.4％増の1,389万7,415TEU
で、仕出し地域別では北
東アジアが2.4％増の1730
万TEU698TEU,中華地域が
4.0％増の 1,008万 7,956
TEU、揚げ地域別では北欧
州が4.0％増の882万6,321
TEU、西地中が2.4％増の
242万706TEU、東地中海が
2.4％増の265万388TEUだ
った。
復航も7.8％増の682万

813TEUと堅調で、仕出し
地域別では北欧州が10.2％

増の477万2,048TEU、西地
中海が 3.0％増の 101万
6,130TEU、東地中海が
2.2％増の103万2,635TEU、
揚げ地域別では北東アジ
ア が 5.2％ 増 の 104万
2,347TEU、中華地域が
10.1％増の369万2.384TEU、
東南アジアが5.2％増の172
万5,573TEUとなった。

2019年に入ってからの
欧州航路の運賃動向を
SCFIの月別推移でみると、
第1四半期は1月が春節前
の出荷が集中し輸送需要
が高水準に推移、欧州航
路が981ドル／TEU、地中
海航路が979ドル／TEUと
前月比でそれぞれ17.1％、

17.8％も大幅上昇、2月は
欧州航路が920ドル／TEU、
地中海航路が930ドル／
TEUと前月比でそれぞれ
6.2％、5.0％下落、3月も欧
州経済の先行きが楽観視
できず、輸送需要の回復
も緩慢で荷動きが低調に
推移、欧州航路が738ド
ル／TEU、地中海航路が
771ドル／TEUと前月比で
それぞれ14.6％、12.4％も
下落した。
第2四半期は4月も欧州

航路が655ドル／TEU、地
中海航路が717ドル／TEU
と 前 月 比 で そ れ ぞ れ
11.3％、7.0％下落、5月も
欧州航路が655ドル／TEU、
地中海航路が717ドル／
TEUと前月比でそれぞれ
11.3％、7.0％下落、6月に
なると輸送需要が底を脱
し需給も改善欧州航路が
745ドル／TEUで横ばい、
地中海航路は737ドル／
TEUで2.9％上昇した。

7月はユーロ圏の経済見
通しが不透明なことが輸
送需要に影響、欧州航路
が691ドル／TEU、地中海
航路が705ドル／TEUとそ
れぞれ7.3％、4.4％下落、8
月は旺盛な輸送需要で市
況は月初から連続値上が
り、欧州航路が795ドル／
TEU、地中海航路が923ド
ル／TEUと前月比でそれぞ
れ15.2％、31.0％上昇、9月
は欧州経済の先行きが楽
観視できない中、季節的
な繁忙期に入ったものの

荷動き堅調も運賃は一進一退
欧州航路

欧州航路荷動き推移
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例年の荷動き量に及ばず、
欧州航路が675ドル／TEU、
地中海航路が830ドル／
TEUと前月比でいずれも
15.2％、10.1％下落した。
第3四半期は10月が欧州

経済が穏やかな回復をみ
せ、季節的な船積みシー
ズンが終わりに近く、荷
動き量が減少し始めたが
一部船社が船腹を抑制し
たことで需給が均衡し、
欧州航路は766ドル／TEU、
地中海航路は730ドル／
TEUと前月比でそれぞれ
9.1％、6.0％の上昇、11月
は欧州航路が705ドル／
TEU、地中海航路が714ド
ル／TEUと前月比でそれぞ
れ20.5％上昇、1.0％下落と
明暗を分けた。
日本郵船調査グループ

のレポートによると、
2019年8月末時点のアジ
ア／欧州航路の船腹量は
500万3,000TEUと1年前よ
り6.4％増加、隻数は大型
化で1隻減り345隻となっ
た。

2020年も厳しい環境
ユーロ圏の実質GDP成長
率は、2019年が通年で2018
年の+1.9％から+1.2％に減
速、2020年も+1.2％と横ば
いとなるが、年後半には製
造業の回復を受けて、緩や
かに成長率が拡大していく
展開も予想される。主要国
の実質GDP成長率はドイツ
が2018年+1.5％、2019年
+1.2％、2020年+1.0％、フ
ランスは 2018年+1.7％、
2019年+0.5％、2020年+1.3％、
イタリアは2018年+0.9％、
2019年+0.2％、2020年+0.6％
となる見通し。
英国の実質GDP成長率

は、2020年1月末の「合意
ありの離脱」を前提とす
れば、EU離脱に起因する
不透明感の緩和が、企業
が抑制してきた設備投資
の再開や雇用姿勢の底堅
さを支える展開となる可
能性が高く、実質GDP成長
率は、 2019年が通年で
+1.3％で着地した後、2020
年は+1.4％とわずに加速す
る見通し。
ロシアの実質GDP成長率
は景気が今後も持ち直し
が続くものの、 2019年
+4.5％、2020年+3.5％と、
緩やかなペースにとどま
る見通し。
みずほ銀行産業調査部

の資料では、2019年の欧
州航路（西航）の荷動き
は、中国発の機械類、電
子機器等を中心に荷動き
が増加。中国発の荷動き
が増加している要の一つ
として、米国による対中
制裁関税の影響により中
国発米国向けの荷動きが
減少している中で、中国
発貨物の受け皿となって

いることをあげる。結果
として、荷動量は通年で
1,704.7万EU（同+5.2％）
と増加を見込む。欧州経
済は引き続き低成長が見
込まれることから、2020
年は 1,747.5 万TEU（同
+2.5％）と緩やかな増加、
今後 5年間も年率+2.3％と

緩やかに増加すると予測す
る。

2018年の欧州航路（東
航）の荷動量は、中国に
おける古紙類の輸入減少
を主因として771.3万TEU
（同▲1.7％）と減少した。
欧州航路（東航）の2019年
の荷動きは、木材の輸入増

加を主因として荷動きは
前年を大きく上回ってお
り、通年でも812.9万TEU
（同+5.4％）と増加を見込
む。2020年以降も中国の
内需は緩やかな成長が見
込まれることから、東航
の荷動きは増加を続け、
2020年は832.3万TEU（同

+2.4％）、今後5年間でも年
率+2.0％の増加を見込んで
いる。
また、韓国海洋水産開

発院（KMI）は欧州往路は
需要が+2％と伸びが鈍化
す る 一 方 、 供 給 は
18,000TEU超型を中心に新
造船が約44万TEU竣工し

6％増え供給過剰が続き、
特に大型船の平均船齢が4
～5年と低く解撤需要が発
生しないことも船社には
悪材料として作用し、運
賃市況も年平均700～800ド
ル／TEUと19年の745ド
ル／TEU並みまたは低下を
予想する。

船腹調整で運賃変動抑制
経済成長が減速する中、

2019年のアジア／南米西
岸航路はサービス面でも
大きな変化がみられず、
日本郵船調査グループの
レポートによると2019年8
月末のアジア／中南米航
路 の 船 腹 量 は 136万
2,000TEUと1年前より2.4％
増、隻数は5隻増えて163
隻となった。
南米東岸航路はDrewry

（英国）の調査で輸送需要
が低調に推移する中、配
船が船腹量を厳密に管理
することで最悪の運賃乱
高下を抑えることにある
程度成功した。2019年1～
3月期のアジアからブラジ
ル 向 け 荷 動 き は 26万
9,000TEUと前年同期比
15％も増加したが依然と
して2013年の水準にとど
まり、7月には前年同月比
1.0％減とそれまでの3カ月
連続の2ケタ増から一転マ
イナスとなったが、4～6
月期に17％以上落ち込ん

だアルゼンチン・ウルグ
アイ・パラグアイの地域
と明暗を分けた。ただ、
ブラジル以外の地域も1～
3月期の46％減からマイナ
ス幅が縮小しある程度の
回復を示した。
一方、南米東岸からア

ジア向けの北航荷動きは1
～3月期で2.5％減と小幅の
マイナスのあと、4～6月
期には22％増へ急増、1～
7月累計で7.3％増加し、北
航貨物の39％を占めるリ
ーファ—貨物は10％増え
た。この間、ブラジルか
らの出荷量は全体の3分の
1で、アルゼンチンからの
リーファー貨物は27％も
の大幅増加を記録した。
アルゼンチンから中国へ
の牛肉輸出が2013年に解
禁、2019年は4月までの4
カ月間で前年同期比92．
8％増に激増、6月には中
国へ初めて冷蔵牛肉が輸
出、4月下旬には中国向け
の豚肉輸出も解禁されて
いる。また、ブラジルな
どから中国・ベトナム・
バングラデシュへの綿花
輸出が増えていることも
南米東岸からの北航荷動

き増を加速させている。

運賃は7月ピークに下降
2019年のアジア／南米

東岸航路の運賃動向を上
海輸出コンテナ運賃指数
（SCFI）でみると、1月は
ブラジルの経済回復など
で輸送需要も穏やかに回
復、1,417ドル／TEUで前
月比96.2％も大幅アップし
たが2月は春節前の荷量が
不足し1,339ドル／TEUと
前月比5.5％下落、3月も送
需要が回復したがスピー
ドが遅く、1,395ドル／
TEU、4月は一部船社の投
入船アップグレードで競

争が高まり、月半ばの値
上げは実施されず、1,360
ドル／TEUで5.5％下落、5
月はな需給ファンダメン
タルは安定せず970ドル／
TEUと30.5％下落、6月は
閑散期を抜け、一転して
1,678ドル／TEUと73.1％も
大幅上昇した。

7月に入ると季節的な繁
忙期に入り、2,077ドル／
TEUと23.7％アップ、8月
は旺盛な輸送需要が続い
たが不安定な動きをみせ
1,995ドル／TEUで4％下
落、9月も輸送需要の伸び
に勢いがなく、1,894ド
ル／TEUと前月比5.1％下

落、10月は輸送需要に波
があったが全体的に高水
準を維持、1,826ドル／
TEUと3.6％下落、11月は
輸送需要が好調と同時に
船腹削減措置で需給が改
善し 1,889ドル／TEUと
3.5％上昇し、7月をピーク
に下降傾向を続けた。

2020年は経済回復
2019年の中南米主要3カ

国の経済は低成長が続く
ブラジル、急減速したメ
キシコ、デフォルトが現
実味を帯びてきたアルゼ
ンチンと総じて下り坂に
入った。中南米6カ国（ブ

中南米航路

Agents in Japan:  Pan Ocean Container (Japan) Co., Ltd.
www.panocean-container.co.jp/

Tokyo: (Tel) 03-5425-3701  (Fax)03-5425-3704    Osaka: (Tel) 06-4707-7900  (Fax)06-4707-7901

Carry
your dream

Carry
your dream

南北航路

南米東岸消席率対運賃推移
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ラジル・メキシコ・アル
ゼンチン・コロンビア・
チリ・ペルー）の実質GDP
成長率は2018年+1.4％から
2019年は+0.7％に減速する
が、2020年は+1.4％へ回復
が予想されている。
ブラジルは2019年が前

半の低成長が響き、前年
比+0.9％（2018年の+1.1％
から減速）、 2020年も
+1.5％と低調に推移、メキ
シコは2019年が+0.1％の低
成長にとどまり、2020年
は+1.5％が予想、アルゼン
チンは、2019年は-3.0％、
2020年も経済の混乱が続
き-2.0％と3年連続のマイ
ナス成長となりそうだ。

往航運賃夏場から上昇
中東主要国のサウジア

ラビアの実質GDP成長率は
2016年の+1.7％から2017年
は-0.7％とマイナスとなっ
たあと、2018年は+2.4％の
プラスに回復、2019年は1
～3月期が+1.7％、4～6月
期は+0.5％と低下した。ま
た、アラブ首長国連邦
（UAE）の実質DP成長率は
2016年の+3.1％から2017年
には+0.5％と低下、2018年
は+1.7％に回復し、2019年
1～3月期前年比+3.7％と、
前期（同+2.8％）から加速
した。
南アジアの主要国であ

るインドの実質GDP成長率
は2018年の+7.4％から2019
年は7-9月期に+4.5％とな
り、6年半ぶりの低水準を
記録、当面は内外需が停
滞し、2019年は+5.2％成長
と大きく減速も、2020年

は輸出の底打ちなどで
+6.3％成長へ回復する見込
み。

2019年の極東からイン
ド亜大陸・中東向け荷動
き推移をContainer Trade
Statistics（CTS、英国）の
統計からみると、1月は前
年同月比7.7％増の74万
400TEU、2月が中国の旧正
月の影響で38.6％減の36万
3,500TEUと、3月が0.2％減
の70万5,900TEU、4月が
0.2％減の57万6,100TEUと
マイナスが続いたあと、6
月 に 17.3％ 増 の 60万
8,400TEUとプラスに転じ、
7月 が 8.3％ 増 の 59万
5,900TEU、8月が3.6％増の
51万9,900TEU、9月には
16.5％減の57万1,200TEUと
再びマイナス、 10月が
9.1％減の46万8,100TEUで
減少傾向を示した。
また、日本郵船調査グ

ループの調査によると、
2019年8月時点のアジア／
中東・南アジア航路の船
腹量は米国のイランに対
する経済制裁を要因にし
た中東経済情勢の悪化で、
1年前より8.5％減の168万
2,000TEU、隻数で39隻減
り279隻となった。
一方、極東から運賃指

数（2008年＝100）の推移
をCTSの統計でみると、極
東から南アジア・中東向
けは、2019年1月が前年同
月比+30.6％の76、2月が
+0.8％の73、3月が+40.5％
の76、4月が+8.9％の70、5
月が+3.7％の67、6月が-
16.6％の63と大幅に下落、
7月が+23.2％の79とピーク
となったあと、 8月も
+30.2％の77、9月が+6.8％

の60、10月も+15.6％の67
と上昇を続けた。

経済は安定成長続く
ジェトロ（日本貿易振

興機構）によると、アフ
リカ経済は2000年代に入
り、新興国の資源・エネ
ルギー需要拡大を背景と
した資源輸出の伸びによ
り、高成長を遂げた。
2009年以降はリーマン・
ショック、中国経済の減
速、2014年以降は資源価
格下落などを背景に、成
長の減速が見られたが、
2013～17年のGDP成長率は
1.7～3.6％の間で推移し、
同時期の世界平均（2.4～
3.1％）と同水準を維持、
国際通貨基金（IMF）の見
通しによると、2019年、
2020年のGDP成長率はサブ
サハラアフリカが+3.5％、
+3.7％、今後も安定的に成
長する見通し。また、世
界銀行の報告書「Africa’s
Pulse（アフリカの鼓動）」
の2020年版によると、サ
ブサハラ・アフリカ地域
の成長率は、 2018年の
+2.5％から 2019年には
+2.6％に上昇する見込み。

運賃は西阿上昇も南阿下落
西アフリカ航路は2019

年にサービス面での大き
な動きはみられず、運賃
動向を中国の上海輸出コ

ンテナ運賃指数（SCFI）
でみると、1月が2,524ド
ル／TEU、2月が2,553ド
ル／TEU、3月が2,625ド
ル／TEU、4月が2,602ド
ル／TEU、5月が2,592ド
ル／TEU、6月が2,423ド
ル／TEU、7月が2,408ド
ル／TEU、8月が2,514ド
ル／TEU、9月が2,337ド
ル／TEU、10月が2,308ド
ル／TEU、11月が2,353ド
ル／TEUで推移し、2018年
の平均値1,910ドル／TEU
に比べ1～11月平均で2,487
ドル／TEUと高水準だっ
た。
オランダの海運コンサ

ルタント、Dynamar B.V.の
東・南アフリカコンテナ
トレード2019年版による
と、東・南アフリカ地域
のコンテナ取扱量は南ア
フリカが2017年になり回
復、今後4～5年間は拡大
が続く見通し。
日本郵船調査グループ

のレポートによると、
2019年8月末時点のアジ
ア／アフリカ航路の船腹
量はアフリカ域内の経済
発 展 に と も な う 97万
9,000TEUと1年前より6.9％
増加、隻数は9隻増えて
191隻となった。
南アフリカ向け2019年

の運賃動向を中国の上海
輸出コンテナ運賃指数
（SCFI）でみると、2018年
の平均値892ドル／TEUか
ら、1月は850ドル／TEU、
2月が824ドル／TEU、3月
が715ドル／TEU、4月が
753ドル／TEU、5月が630
ドル／TEU、6月が738ド
ル／TEU、7月が764ドル／
TEU、8月が763ドル／TEU、
9月が800ドル／TEU、10月
が914ドル／TEU、11月が
965ドル／TEUと1～11月平
均で781ドル／TEUと前年
を下回った。

豪州経済の成長続く
豪州の実質GDP成長率は

1991年から2018年にかけて
27年連続のプラスで推移、
世界最長で景気拡大を続
けた。2019年は1～3月期が
+1.9、4～6月期が+1.4と7
～9月期は+1.6と減速傾向
をみせ、2020年も個人消
費が徐々に回復、成長率
も上向き、中長期的にも
良好なビジネス環境や高
い労働力人口の伸びなど
を背景に成長が続く見通
し。
ニュージーランド経済

は、中国経済への依存度
を高めてきたため、中国
の景気減速が景気を圧迫
する動きがみられ景気が
一段と下振れ、近年の実
質GDP成長率は2016年に
+4.8％をピークに2017年が
+2.62、2018年が+2.81％、
2019年は+2.51(推定）と低
迷している。

Drewry（英国）の調査
によると、2019年に入り
アジアから豪州向けの荷
動きは1～3月期が前年同
期比6.6％減、4～6月期が
4.2％減、7～9月期も6.8％
減少した。うち北東アジ
ア出しは 1～ 9月累計で
5.3％減少、東南アジア出
しは6.2％減少した。10月
は横ばいとなり、2018年
末からの輸送需要減退は
改善、12カ月の平均伸び
率は-5％から回復へ向かう
とみる。
一方で輸送需要が年間

の大半で減少を示す中、
スポット運賃は北東アジ
ア出しで6月以降に上昇
し、Drewry運賃指数は上
海→メルボルンで5月の
1,090ドル／FEUから11月

には2,800ドル／FEUへ7カ
月で3倍近く大幅アップ
し、2018年2月以降の最高
を記録した。運賃上昇の
一部は2020年1月からの国
際海事機関（IMO）による
硫黄酸化物（SOx）規制に
対応した緊急燃油サーチ
ャージの導入と豪州諸港
で高額なインフラチャー
ジ導入による荷役料金値
上げが要因。

2Mによる共同運航の一
時停止で船腹量が減少、9
月には運航が再開、他の
共同配船グループが新サ
ービスを開始したが、船
腹量の減少が輸送需要の
低迷を相殺、北東アジア
から豪州向けコンテナ船
の消席率は3月の約60％か
ら10月には80％強へ上昇
した。しかし、東南アジ
アから豪州向けの消席率
は50％と低迷した。
日本郵船調査グループ

のレポートによると、
2019年8月末時点のアジ
ア／オセアニア航路の船
腹量は豪州経済の伸び悩
みで52万9,000TEUと1年前
より4.0％減少、隻数も5隻
減り125隻となった。

2019年の運賃動向を中
国の上海輸出コンテナ運
賃指数（SCFI）でみると、
1月が572ドル／TEU、2月
が512ドル／TEU、3月が
387ドル／TEU、4月が444
ドル／TEU、5月が2578ド
ル／TEU、6月の259ドル／
TEUを底に7月が410ドル／
TEU、8月が617ドル／TEU、
9月が839ドル／TEU、10月
には 1,076ドル／TEUと
1,000ドル台へ乗せ、11月
も1,068ドル／TEU推移し
たが、2018年に年間平均
値833ドル／TEUに比べ1～
11月平均で576ドル／TEU
と低下した。

中東航路

アフリカ航路

豪州航路

東南アジア経済は、
2020年に回復に向かう見
込みだ。米中貿易摩擦の
影響が和らぐほか、個人
消費が堅調に推移するこ
とが予想されているため
だ。アジア開発銀行（ADB）
は2019年版「アジア経済
見通し」修正版（2019年
12月）で、19年の東南ア
ジアの国内総生産（GDP）

成長率が4.4％になると予
測した。
みずほ銀行の見通しに

よると、北東アジアは中
国経済が投資の弱含みや
消費の低調が続き、緩や
かに減速する見通し。実
質GDP成長率は2018年の
+6.6％から2019年は+6.1％、
2020年は+5.9％を予測、
ASEAN諸国は 2018年の

+5.2％から2019年は+4.8％
に減速するが 2020年は
4.9％へ持ち直す見込み。

荷動き堅調
アジア諸国の経済状況

を背景にアジア域内航路
のコンテナ荷動きは東南
アジア諸国の経済成長を
背景に堅調に推移する一
方、遠洋航路の超大型新
造船に伴うカスケーディ
ング（転配）効果や用船
料の低迷で小型船と旧パ

アジア経済穏やかに回復
アジア域内航路

アジア発豪州向け船腹推移
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ナマックス型の差がさほ
ど変わらないことから
4,000～5,100型への大型化
と合わせ配船合理化が進
んでいる。今後も荷動き
は堅調伸びを予測する調
査機関が多い中、運航船
隊をエコシップへ代替す
る動きも活発な一方で
2020年1月からの国際海事
機関（IMO）による硫黄酸
化物（SOx）規制に伴う燃
料コストの増加をどうカ
バーするかが配船社の死
活問題となり、依然とし
て事業を取り巻く環境は
厳しい状況が続く見通し。

CTS（英国）の統計によ
ると、アジア域内荷動き
量は2018年累計が前年比
4.5％増の4,262万140TEUだ
った。2019年は1月が前年
同月比 0.8％増の 344万
8,400TEU、2月が0.2％減の
269万9,6-00TEU、3月が
3.9％増の363万8,800TEU、
4月 が 2.9％ 増 の 337万
9,200TEU、5月が2.1％増の
423万 6,200TEU、 6月が
1.8％増の370万6,600TEU、
7月 が 3.5％ 増 の 367万
6,600TEUとプラス基調が
続いたあと、8月が2.4％減
の362万2,900TEUとマイナ
スに転じ、9月も2.0％減の
315万7,200TEUと低調だっ
た。

運賃も安定基調
運賃はDrewry（英国）

の指数（ドル／FEU）で1
月が822、2月826、3月817、
4月841、5月824、6月821、
7月828、8月が795、9月が
790と9カ月連続で前年同
月を上回ったあと、10月
が812で下落した。
主な日本積みは、横浜

→香港で1月が590ドル／
TEU（+1.7％）、2月が540
ドル／TEU（-10％）、3月
が580（-3.3％）、4月が620
（5.1％）、5月が580（-1.7％）、
6月が590（1.7％）、7月が
600（3.4％）、8月が600
（3.4％）、9月が590ドル／
TEU（+1.75）と4カ月連続
でプラスだった。
横浜→レムチャバンは1
月が 490ドル／ TEU（ -
0.2％）、2月が480ドル／
TEU（-0.2％）、3月が450ド
ル／TEU（6.7％）、4月が
450ドル／TEU（6.7％）、5
月が 460ドル／ TEU（ -
2.2％）、6月が460ドル／

TEU（-2.2％）、7月が480ド
ル／TEU（-4.2％）、8月が
460ドル／TEU(-6.1％）4カ
月連続マイナスのあと9月
に510ドル／TEU（+6.3％）
とプラスに転じ、横浜→
ジャカルタは1月が630ド
ル／TEU（-）、2月が620ド
ル／TEU（-）、3月が630ド
ル／TEU（-）、5月が650ド
ル／TEU（-6.2％）、6月が
660ドル／TEU（-10.6％）、
7月が630ドル／TEU（ -
14.9％）、8月が640ドル／
TEU（-12.3％）と7カ月連
続のマイナスから9月に
670ドル／TEU（+9.8％）
とプラスに転じている。

荷動きは20年以降も堅調
韓国海洋水産開発院

（KMI）は2020年の海運市
況見通しで、アジア域内
航路はGDP（国内総生産）
とコンテナ荷動き量の弾
性係数が低下、物流需要
を生み出す能力が弱まり、
+3％の伸びに対し供給は
+4.1％となると予想してい
る。配船社が62社と多い
ことから完全競争市場と
なり、東南アジア航路の
運賃市況は平均で145～160
ドル／TEUを見込み、船社
間の集荷競争が市況改善
の最大の障害とみる。
また、みずほ銀行産業

調査部は日本産業の向こ
う5年（2020～2024年）の
中期見通しの中で、アジ
ア域内航路は域内の経済
成長を背景に増加、2019
年も米中貿易摩擦でアジ
ア各国から中国への部材
輸出減少で2018年の+3.7％
から伸びは鈍化している
が、通年で+1.9％の4,313.4
万TEUと増加基調を維持、
2020年 以 降 も 中 国 と
ASEAN諸国の経済成長や
相互の経済連携が拡大、
今後 5年間で年率平均
+3.8％で伸び、 24年は
5,204.6万TEUを見込む。

対中輸出荷動き減少
日本貿易振興機構（ジェ
トロ）が財務省貿易統計と
中国海関統計を基にみた
2019年1～8月の日本の対中
輸出は、前年同期比7.4％減
少し、対中輸入は0.6％減と
ほぼ前年並みで、日本の対
中貿易収支は1億8,713万ド
ルの赤字となった。日本の

対中輸出は前年同期比7.4％
減の1,106億ドル、対中輸入
は、前年同期比0.6％減の
1,108億ドルとなった。8月
単月では前年同月比4.4％減
の133億4,411万ドルだった。
財務省の貿易統計をもと
に日本海事センターがまと

めている日中
航路のコンテ
ナ荷動き量
（トン数ベー
ス）は2019年
に入っても日
本から中国向
け往航は1月
が、前年同月
比24.5％減の
56万1,453トン
と5カ月ぶり

のマイナス、2月は往航が
21.6%増の83万5,994トンと
プラスに転じたが、3月以
降は再びマイナス傾向をみ
せ、3月が6.6%減の89万
9,816トン、4月が11.6%減の
89万9,816トン、5月が17,3%
減の82万4,657トン、6月が
21.3%減の86万7,896トン、7
月が24.2%減の78万4,840ト
ン、8月が20.4%減の76万
2,622トン、9月が14.2%減の
74万5,371トンと低調だっ
た。
復航は1月が7.6%増の204
万5,414トン、2月が17.7%減
の144万8,668トン、3月が
16.6%増の180万5,498トン、
4月が4.3%増の182万8,623ト
ン、5月が4.7%減の191万

6,230トン、6月が1.2%増の
178万 4,971トン、 7月が
10.5%増の199万768トン、8
月が4.4%減の163万6,207ト
ン、9月が5.4%増の176万
3,448トンと一進一退で推移
した。

運賃は安定推移
往航の運賃は、横浜→上
海 の 運 賃 （ Drewry
Container Freight Index）de
、2018年の300ドル／TEU
台から400ドル台へ上昇、
2019年1月以降は460～480
ドル／TEU台で推移、上海
→横浜は前年とほぼ同水準
の620～660ドル／TEUで推
移した。
復航は上海航運交易所

（SSE）が公表している中国
輸出コンテナ運賃指数
（CCFI）の推移でみると、
2019年は1月が前月比0.4%
上昇、2月は732.06と前月比
2.2%上昇、3月は726.73で前
月比0.7%の下落、734.52で
前月比1.1％上昇、5月は
728.38と前月比0.8%下落、6
月は725.96と前月比0.3％の
値下がり、7月は728.10で前
月比0.3%上昇、8月は28.18
と前月比横ばい9月は731.82
と前月比0.5%上昇、10月は
732.97と前月比0.2%上昇、
10月は730.43と前月比0.3%
の下落するなど小刻みの上
下動を繰り返したが概ね安
定して推移した。

日中航路
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新年あけましておめでとうござい
ます。

2020年の年頭にあたり一言ご挨
拶申し上げます。
昨年は、度重なる台風の襲来に
よる大雨が各地で甚大な被害をも
たらしました。被災された方々に
はあらためて心よりお見舞い申し
上げますとともに、被災した地域
の復旧をお祈り申し上げます。
昨年の世界経済を振り返ると、

米中貿易摩擦の激化のみならず、
地政学的なリスク、新興・途上国
における景気減速などにより、経
済成長率はリーマンショック以降
最低となりました。一方海運市況
では、コンテナ輸送、ドライバル
ク、エネルギー輸送に堅調な推移
が見られたものの、環境規制や国
際情勢が今後に及ぼす影響は依然
不透明な状況にあります。
こうしたなか、日本船主協会は
わが国海運の更なる成長・発展の
ため、知恵を絞り創意と工夫をも
って山積している様々な重要課題
に取り組んでまいります。
とりわけ重要な課題として、

SOx規制への対応、地球温暖化対
策、バラスト水管理条約の円滑な
実施など地球・海洋環境保全への
取り組みがあげられます。SOx規
制は本年1月1日より施行されまし
たが、適合油の品質や供給、内燃
機関への影響など今後様々な問題
が生じることも考えられますので
引き続き関係の皆様と情報を共有
して、円滑な導入に取り組んでま
いります。また地球温暖化対策と
してのGHG排出削減について、
IMOで野心的な削減目標が設定さ
れましたが、大事なことは海運業
界として具体的かつ現実的な対策
を講じて対応していくことと考え
ます。
次に航行安全ですが、昨年オマ

ーン湾で当協会会員会社のタンカ
ーが何者かによる攻撃を受け、わ
が国でも緊張が高まりました。当
協会では関係省庁と緊密な連携を
取りながら対処しておりますが、
もとより海運は平和でなければ成
り立たない産業です。つまり海運
は航行の自由および安全が担保さ
れて初めて国民生活やわが国の経
済の発展に寄与していくことがで
きることをご理解いただきたくお
願い申し上げます。
一方で、ソマリア沖・アデン湾
における海賊事案については、今
日ではかなり状況が改善されてき
ております。特に日本においては
海賊対処法の下、自衛隊や海上保
安庁の皆様に海賊問題へご対応頂
いており、昨年9月ジブチに当協
会および関係団体からなる訪問団
を派遣し、皆様のご尽力に感謝申
し上げました。われわれとしては
引き続き各国政府の緊密な連携お
よび活動を継続していただきたい
と願っております。
厳しい国際競争にさらされてい
る外航海運企業にとって、他国の
企業と同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。昨年は令和2年度
税制改正に向け、本年3月末に期
限を迎える「外航船舶の圧縮記帳
（買換特例）」および「国際船舶に
係る登録免許税の特例措置」の延
長について、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。
また、安全運航を支える優秀な
船員の確保・育成にも引き続き取
り組んでまいります。外航海運を
例に取り上げますと、船の大型化
や安全基準の厳格化により、これ

まで以上に船員の質の向上が担保
される必要がありますが、それを
支える核となるのはやはり日本人
船員です。日本人船員の高い安全
意識と技術が根底にあり、それが
外国人船員の意識向上にも波及
し、全体のレベルを確保している
のが日本の外航海運の現状であり
ます。また内航海運においては、
船員不足は非常に深刻でありま
す。昨年7月、当協会では人材の
確保とともに将来の船員教育の在
り方などを真摯に検討すべく、海
事人材部を新設しました。引き続
き、教育機関等と連携した広報活
動など地道な取り組みが重要で
す。
これまであげた様々な取り組み
を含め、国民の皆様に海運のこと
を知っていただくため、商船の一
般公開をはじめ、海や船に親しん
でいただく活動を行っておりま
す。昨年5月には新学習指導要領
に基づく小学校の新しい教科書が
公表され、5年生の社会科で海運
に触れる記述が増加しましたの
で、これを基に海運の役割を取り
上げた授業が広く行われることを
期待しております。未来を担う子
供たちを含めた社会全体の海運に
関する理解がさらに深まるよう、
広報活動により一層力を入れてま
いります。
新しい「令和」の時代が始まり、
東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に伴う経済効果や消費拡
大が期待されますが、当協会も諸
問題解決に全力で取り組み、わが
国海運業界のみならず、海事クラ
スターおよび日本経済全体の発展
に寄与できるよう努めてまいりま
すので、本年も皆様のご指導、お
力添えを賜りますようお願い申し
上げます。

一般社団法人　日本船主協会

会  長　内藤　忠顕

日中アジア運賃推移
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スイスに本拠を持つ国
際フォワーダーのKuehne
+Nagel（K+N）は2019年に
世界の様々な地域で顧客
向けデジタルソリューシ
ョンをリリースし、米中
貿易戦争などの影響を受
けつつも着実に収益を伸
ばしてきた。

2019年4月にはフルコン
テナ貨物（FCL）輸送を対
象としたリードタイム保
証、100％返金保証、損害
賠償責任の拡大、即時見
積もり発行、カーボンオ
フセットに対応するオン
ラインソリューションの
「KN Pledge」を発表した。
同サービスはFCL貨物の

ポートツーポート、ドア
ツードアのリードタイム
を保証し、鉄道、道路の
混乱、悪天候、積み替え
（T/S）などによる輸送遅延
が発生した場合には100％
料金を返金するもので、
損害賠償責任を大幅に拡
大、コンテナ当たり最大
10万ドルを補償、賠償範
囲には火事、爆発、天災、
戦争などが含まれる。ま
たK+N自身がインドネシ
ア、ケニア、ペルーで4つ
の環境関連プロジェクト
に参加することで、輸送
における顧客の二酸化炭
素（CO2）排出を相殺する
サービスも付加し、荷主

はコンテナ輸送における
カーボンニュートラルを
実現できるという付加価
値の高いサービスを展開
している。

7月にはAIを活用した陸
上貨物輸送プラットフォ
ーム、etrucKNow.com（イ
ートラックナウ・コム）
をタイでの導入を皮切り
にアジア太平洋各国へ導
入拡大を開始した。同プ
ラットフォームはオンラ
イン上で陸送貨物の需要
と供給を仲介することで、
荷主が素早くトラックの
予約ができるとともに、
輸送業者も容易にビジネ
スチャンスを獲得できる
もので、荷主は輸送区間
など出荷詳細を入力する
だけで、AI対応エンジンが

自動的に見積もり比較し
最も競争力のある見積も
りを荷主へ提示する。ま
たイートラックナウ・コ
ムを通すことで、荷主は
輸送中の自分の貨物のス
テータスをリアルタイム
で把握することができ、
ドライバーの所在地を常
に把握でき、配送の区切
りで必要に応じた警告を
受け取ることもできる
同月には日本で顧客向

けに大々的にセミナーを
開催、自社独自のデジタ
ルソリューション「myKN」
を紹介した。「myKN」は

物流のルート検索、見積
もり、ブッキング、サプ
ライチェーン管理、貨物
追跡など6つのウィジット
をブラウザ上のマイペー
ジからシングルウィンド
ウで操作・監督できるソ
リューション。

Explorer機能ではK+Nの
ビッグデータからスケジ
ュール順守率、実リード
タ イ ム を 検 証 で き 、
Tracking機能では温度、湿
度、衝撃などのフィジカ
ルモニタリングが可能で、
貨物に不測の事態が発生

した場合にはリアルタイ
ムで顧客へ通知する。
さらにカーボンフット

プリントやCO2削減実績な
どのレポートを自動作成
する機能も実装し、顧客
の業務簡素化に大きく貢
献できるという。
またmyKNを利用するこ
とで、3国間貿易を含め1
分で見積もりの結果を入
手することができ、働き
方改革が叫ばれるなか、
デジタル化と業務タスク
を見直し生産性の向上に
寄与できるという。

世界の貨物量が増加し、いかに効率良く低コストで、環境に負担がかからないように運ぶための解決策の
柱の一つがIoT、AI、ビッグデータを活用した物流業界のデジタライゼーションだ。従来、物流・海運の情報
交換、認可、証明、申し込みはいずれも、書類など物理的な紙ベースでのやり取りが基本で、さらに電話、FAX、
E-mailがそれを補完してきた。しかし、今日では地球の裏側と瞬時に様々な手続きが安全に実施できる環境
が急速に整備されつつある。また、船社と物流会社の業務的垣根も低くなり、近年船社の総合物流会社への
拡大も加速している。フォワーダー、ソリューション開発、船社の代表的な取り組みをまとめた。

K+N、シングルウィンドウで物流管理
企業のカーボンフットプリントにも対応

A.P. Moller-Maersk（デン
マーク）と米国の大手コ
ンピューターメーカーの
IBMが、海運、物流などグ
ローバルサプライチェー
ンを一括で管理するデジ
タルプラットフォーム構
築で提携すると最初に発
表したのは2017年3月のこ
とだ。両社は2016年から
ブロックチェーン（分散
型台帳技術）による仮想
空間上の決済システムの
開発について協議をはじ
め、IBMが開発したLinax
ベースのHyperledger Fabric
を活用しプラットフォー
ムの構築、2018年から業
務の効率化とともに参加
者が取引情報の透明化、
改ざん防止を実現し、船
社、荷主、物流業者、税
関など様々な関係者が共
通のネットワークで手続
き、書類の収受ができる
TradeLensを公開した。

IBMによれば、世界の貿
易コストは1.8兆ドルで、
日用品のうち80%が海上物
流によって運ばれており、
現在紙ベースの処理され
ているものをデジタル処

理へ転換することで、世
界の貿易コストの10%、
1,800億ドル以上をコスト
カットできるという。

TradeLensのもたらす変
革は大きく2つ、「コンテ
ナのトレーサビリティ」
と「貿易関係書類の電子

化」で、前者はブロック
チェーンの力を借りるこ
とで、透明性の高い情報
共有を行うことができ、
後者はブロックチェーン
のスマートコントラクト
で、貿易関係書類が電子
化され、ペーパーレスと
なることで、コスト削減
と業界全体の効率化を実
現する。

IBMはさらに「請求書自
動 発 行 シ ス テ ム
（Blockchain Invoicing）」を
開発し、グローバルの出
荷イベント情報を、ブロ
ックチェーンを使用して
物流サービス内容を見え
る化することで、請求書
チェックに関する非効率

をさらに改善することが
できるという。
コストを負担する荷主

にとって、これまではサ
プライチェーン全体の現
状を直接見られないため、
請求金額の妥当性が判断
しにくかったが、ブロッ
クチェーンによりサプラ
イチェーン全体の作業内
容とその経費を確かめる

ことが可能になる。これ
によりインボイスの内容
と実態とを照合するため
に多くの人員を必要とし
てきた企業にとり、同プ
ラットフォームにより、
いっそうの業務の効率化
とコスト削減が可能にな
る。

Trade Lens公開後、参加
主体の拡大は船社、物流
業者、ターミナル会社、
公的機関と裾野広く拡大
している。
船社では2019年2月に

ZIM Integrated Shipping
Services（イスラエル）が
Tradelensに参画、5月は
CMA CGM(仏)とMSC（ス
イス）が参画し世界のコ
ンテナの約半分をカバー
する至り、7月にはTHE
Allianceを構成するOcean
Network Express（ONE）
とHapag-Lloyd（独）も参
画を表明している。
公的機関では同年１月

にサウジアラビアの税関
当局がTradeLensの試験運
用を発表、またスペイン
のアルへシラス港湾局も

ブロックチェーン技術を
活用したTradeLensの急拡大

2019年7月に開催した荷主向けセミナーで自社のソリューションを紹介す
る日本支社のGereon Niemeier社長

myKNの貨物トラッキング画面。シングルウィンドウでルート検索、見積もり、ブッキング、トラッキングが可能

政府公認検数・検量・検査機関

輸出入貨物荷捌・検品と立会検数業務、木材検量業務
コンテナ中品検査・船積前検査・アジアマイマイガ検査
放射線量測定検査業務と証明業務
外国産農産物の検査・検量・検数の証明業務
理化学分析業務（輸出入食品、一般食品、放射能核種分析）と証明業務

代表理事会長　　代　永　政　秀

ISO 9 0 0 1認証取得

一般社団法人　全　日　検

本　  　部 〒108-0022　東京都港区海岸三丁目1番8号
 TEL（03）5765-2113    FAX（03）5440-3396
 http://www.ancc.or.jp
支　  　社 北日本支社（東北支部・北海道事業所） 関東支社（横浜支部・東京支部）
 中部支社（名古屋支部・北陸事業所） 関西支社（神戸支部・大阪支部）
 西日本支社（九州支部・中国支部） 理化学分析センター（神戸支部内）

ALL NIPPON CHECKERS CORPORATION
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船積み書類の送付や詐欺
防止のため、TradeLensと
の提携協定を締結した。6
月にはロシア運輸省と導
入で覚書（MoU）を締結し、
今後、ロシア最大のサン
クトペテルブルク港で
TradeLensによる手続き導
入で、ペーパーレス化や
物流の可視化などにより、
税関などとの手続きが飛
躍的に効率化が期待され
ている。
また港湾、ターミナル

会社への拡大も続き、10
月には北米を中心にター
ミナル運営を手掛ける
Global Container Terminals
（カナダ、GCT）や、アル
ゼンチン、ブラジル、チ
リ、コロンビアなどの主
要港のターミナルを含む
中南米地域の50以上の港
湾ターミナルが参画、情
報共有、透明性の確保、
手続きの迅速化と貨物追
跡の実現を目指すほか、
12月下旬にはベトナム・
カイメップ港のターミナ
ル 会 社 、 Cai Mep
International Terminal
（CMIT）も参画した。

2019年にTradeLensの規
模が急拡大する一方、マ
ルチキャリア海運情報プ
ラットフォーム　Cargo
Smart（米国）も2019年7月、
香港の大手コンテナ船社4
社、港湾ターミナル会社5
社とTradeLensの対抗馬と
なるブロックチェーン技
術を利用したオープンで
中立的なプラットフォー
ムを構築、グローバルサ
プライチェーンをデジタ
ル化、貿易プロセスを変
革 す る Global Shipping
Business Network（GSBN）
のサービス契約を締結し
た。

GSBNにはコンテナ船社
の CMA CGM、（ 仏 ）、
COSCO（中国）、OOCL

（香港）ターミナル会社の
COSCO Shipping Ports（中
遠海運港湾、中国）、

Hutchison Port（香港）、
PSA International（シンガ
ポール）、青島港務集団

（中国）、上海国際港務集団
（中国、SIPG）が参加し、
カバーするコンテナ船腹

量は世界全体の3分の1に
達し、すべてのサプライ
チェーン関係者と協業し

デジタル革命を加速させ
ていくという。

CargoSmartのプラットフ

一般社団法人　日本造船工業会

会長　斎藤　保

明けましておめでとうござい
ます。
令和という新しい年号での最

初の新年を迎えるにあたり、謹
んでご挨拶申し上げます。
さて、昨年来、世界経済は米

中貿易戦争、英国のEU離脱問題、
不安定な中東情勢などの不安要
因から、予断を許さない状況が
続いております。我が国でも消
費増税や世界経済の不透明感に
より景気に減速感がみられま
す。しかしながら、本年は待ち
に待った東京オリンピック・パ
ラリンピックが開催され、大き
な経済効果が期待されるととも
に、昨年末に決定された26兆円
にのぼる大型経済対策の効果も
加わり、景気も本格的に回復す
るのではないでしょうか。我が
国経済が安定した経済成長を遂
げ、景気の好循環が続くことを
期待したいと思います。
昨年の海運市況は、世界経済

の持続的な成長により海上荷動
量の増加が続いており、明るい
兆しが見え始めてきました。し
かしながら本格的な回復には、
今後も海上荷動量が堅調に推移
するとともに、依然として存在
する船腹過剰を解消する必要が
ありますので、もうしばらく時
間がかかるものと思っていま
す。
造船市況につきましては、昨

年は新造船需要の低迷が続き、
非常に厳しい局面の一年でし
た。こうした状況を反映して、
韓国では現代重工業と大宇造船

海洋が経営統合に向けて動きだ
し、中国でも国営造船所2社が
経営統合したと報道されてお
り、韓国の件は各国の公正取引
委員会が調査中と理解していま
すが、実現すればそれぞれ世界
シェア20％以上の巨大造船会社
が誕生することとなります。世
界の造船業界の構造が大きく変
わる中、我が国においても再編
が動き始めており昨年末に今治
造船とジャパンマリンユナイテ
ッドの資本業務提携が発表され
ました。
これからの造船業は、IoTやAI

といった先端技術の活用、環境
規制への対応、また製品と生産
の技術革新をいかに進めるかが
競争力を大きく左右していくと
考えています。益々研究開発費
負担が大きくなっていきます
し、また低迷する市況において
技術＋コストの総合競争力を強
化する必要があります。そうい
った面から今後もさまざまな造
船各社の協調的な動きが出てく
るものと見ています。
政府におかれましては「海事

産業将来像検討会」で議論を進
めておられます。我々といたし
ましても、造船業の革新のため、
業界全体として何をすべきか、
政府に対しどのようなご支援を
お願いしていくのかにつき、更
なる議論を進めていくつもりで
す。
そんな中で世界の造船市場に

おいて公正な競争条件と健全な
マーケットを確立することは大

きな課題です。政府には韓国の
政府助成をめぐりOECDの場で
ご協議をいただき、またWTO提
訴も視野に入れてご検討いただ
いています。我々といたしまし
ても各極との意見交換を重ね、
その必要性を訴えて参りまし
た。こうした動きの中で、昨年
イタリアで開催されました
JECKU造船首脳会議でも同趣旨
の議長声明を再度全会一致で採
択しましたので、世界の造船業
界がこの課題の解決に向けて積
極的に動き出すことを期待する
ばかりです。ビジネスの健全性
を壊すような行為は、業界、ひ
いては世界経済に悪影響を与え
るばかりでなく、自らの成長を
阻害する行為に他なりません。
この荒波を乗り切るには、我

が国の強みである技術優位性を
ますます研ぎ澄ましていく必要
があります。そのため、船主
様・エンジンメーカー様・舶用
機器メーカー様他我が国の海事
クラスターとの連携を一層深
め、次世代省エネ船や高環境性
能船の開発、ＬＮＧ燃料船など
新たな船舶の開発を推進すると
共に、ｉ-Shippingをプラットフ
ォームとして、IoT、AI、ビッグ
データを活用し、設計・開発・
建造のサイクルを大幅に加速さ
せるなど革新的な動きにも、引
き続き取り組んで行きたいと考
えています。
次に、ステークホルダーの皆

様にお願いがあります。
環境規制が急速に強化される

昨今、船主、オペレーターの皆
様におかれましては、発注され
た船を、将来的に規制をクリア
できなくなることにより、本来
の寿命を終える前にスクラップ
せざるを得なくなるのではない
かとのご懸念の向きがあるもの
と思います。しかし我が国の造
船所で建造された船には、その
ライフサイクルに亘り我が国の
造船所が寄り添う体制にあり、
その技術は世界の最高水準にあ
ると自負しております。その日
本の造船所で現在開発中、今後
開発される技術を使うことによ
って、IMOのGHG規制は必ずや
乗り切れると考えております。
また、仮に規制が前倒しされる
ような場合でも、レトロフィッ
トなどの手段で十分に対応が可
能であると考えております。是
非とも日本の造船所をご信頼い
ただき、今後もご発注を続けて
いただきたいと思います。
我が国の造船業は、商船、艦

艇及び巡視船艇などの建造を通
じ我が国の経済、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。今後も引き続き「ものづく
り」で地方創生に貢献し、我が
国を地方から元気にして参りた
いと思っています。
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い
ただきます。

International  Surveyor  &  Inspector
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ォームは、Oracle（米国）
の開発したOracle Cloud
Blockchain Serviceをベース
に、荷主、船社、ターミ
ナル会社、税関、物流業
者、銀行などサプライチ
ェーン全体の関係者が参
加しデジタルトランスフ
ォーメンションをはかる
業際的なシステムを目指
し、書類交換や確認、危
険品貨物の申告などをペ
ーパーレスに処理、物理
的時間的制約なく手続き
を完了できる。
またブロックチェーン

を活用実験も進められて
いる。

2019年6月には、ロイズ
レジスター財団（LRF、英
国）と技術・ガバナンス
の知見を持つBLOC（デン
マーク）が2018年に共同
で設立したMaritime Block
Chain Labs（MBL）が、危
険品の取り扱いに関連す
る重大なリスクと課題へ
取り組むためのコンソー
シアムを結成した。
世界の有力コンテナ船

社が加盟する貨物事故通
知システム（CINS、本
部：ロンドン）によると、
コンテナ船上の重大事故
の約25%は申告ミスの貨物
によるもので、コンソー

シアムはLRFが資金を提
供、世界的なベンチャー
支援大手、 Rainmaking
Innovation Ltd（英国）と提
携し、事故を減らすため、
危険物の追跡を可能とす
るデジタルツールを使用、
危険物追跡の透明性と説
明責任の向上を目的とし
た詳細調査を実施する。
コンソーシアムにはマ

ルモ港（CMP、デンマー
ク）、Flexport（米国）、X-
Press Feeders（シンガポー
ル）、Secure System（米国）、
DSV（スイス）、PSA（シ
ンガポール）、Port+（ベル
ギー）、Agility（クウェー

ト）、MTIが参加している。
また、2018年4月には

Maersk、Hapag－Lloyd、
MSC、ONEの4船社が業界
標準化、デジタル化、相
互運用を促進するために
オランダのアムステルダ
ムに設立した中立の非営
利団体のDigital Container
Shipping Association（DCSA）
を設立、今年 5月には
CMACGM、 Evergreen、
Yang Ming、 Hyundai
Merchant Marine（韓国）、
ZIMの5船社が新たに加
わり、世界海上コンテナ
輸送量の70％を占める団
体となった。
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船社、物流会社による
ベンチャー企業への出資
やベンチャー企業が開発
したソリューションの導
入も進んでいる。

A.P. Moller-Maerskは2018
年新ベンチャーのMaersk
Growthを立ち上げ、物流
デジタル化へ寄与する新
興企業への出資を開始、
同年10月には米国のデジ
タル貨物ブローカーの
Loadsmartへの出資を発表
した。LoadsmartはAI（人
工知能）を活用して、米
国内でのトラック単位の
ブッキングを自動化し、

瞬時に運賃を提示、人間
の介入なしにブッキング
できるソリューションを
開発しており、各船社、
物流会社とも顧客への迅
速な見積もり返答へ体制
づくりを進めている。
さらにMaersk Growthは

2019年6月、ファッション
に特化したオンラインロ
ジスティクスプラットフ
ォームを運営するHUUB
（ポルトガル）へ150万ユー
ロ出資することを決めた。
Maersk GrowthがHUUBの新
しい資金調達ラウンドに
参加したもの。HUUBはフ

ァッションに特化したオ
ンラインショップを運営
し、生産から保管、ピッ
キング、在庫管理、納品
指示、梱包、輸送などロ
ジスティクス全般を提供
する統合プラットフォー
ムを運営、B2Bおよび125
以上の市場でサプライヤ
ーから最終顧客までのエ
ンドツーエンドの取り引
きを管理し、アルゴリズ
ム解析や販売分析により、
在庫不足を未然に防ぐ。

HUUBは今回の資本調達
により、次の投資ラウン
ドに移行する前に、受託
するブランド数を現行の3
倍に増やすとしている。
住友商事も2019年1月、

アジア地域におけるコー
ポレート・ベンチャー・
キャピタルのSumitomo
Corporation Equity Asia（香
港特別行政区）を通じて
中国でデジタル技術を活
用した国際物流事業を展
開するYunQuNa（中国上海
市）に出資した。住商は
物流事業会社の住商グロ

物流ベンチャーへの出資で
シングルウィンドウ化の試み続々

KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.

高麗海運株式会社

KMTC (JAPAN) Co., Ltd. 
Tokyo: 03-3500-5051      Osaka: 06-6243-1661
KMTC's homepage: http://www.ekmtc.co.kr / 
KMTC(JAPAN)’s homepage: http://www.kmtcjapan.com

Direct sailing from Japan to Malaysia, 
Singapore, Thai, Vietnam, throughout Asia
With high quality service for the customer, anytime, everywhere.  

ーバル・ロジスティクス
（SGL）グループで長らく
国際物流ビジネスを展開
しており今後、SGLグルー
プを中心にYunQuNaとの協
業を通じていっそう事業
基盤の拡大および物流事
業分野のデジタルトラン
スフォーメーション（DX）
を検討・推進している。

YunQuNaは、オンライン
で完結する国際コンテナ
輸送手配プラットフォー
ムを開発し24時間365日対
応可能な物流サービスを
展開中。このプラットフ
ォームは100社以上の物流
サプライヤーとの提携を
元に荷主の要望ルートや
納期に応じて最適な物流
業者を選択し見積もりや
通関手続き、輸送機関の
手配および貨物の追跡、
精算処理などの物流に関
わる一連の業務をオンラ
インで一元化するもので、
現在、おもに中国から中
南米への輸送を手がけて
おり、今後は中国からア

フリカや欧州への物流網
の拡大に取り組んでいく。
また、ビッグデータやAI
の活用によって、将来的
には物流サプライヤー向
けの需要予測や、荷主向
けの事前手配サービスの
提供も検討している。

4月には鴻池運輸が、ロ
ボティクス・AIなどの先端
分野に特価して投資して
いるベンチャーキャピタ
ルのグローバルIoTテクノ
ロジーベンチャーズ（東
京都千代田区、GiTV）が
運 営 す る GiTV Fund I
Investment, L.P.へ出資する
基本契約を締結した。
GiTVは、主に先端分野の
技術集積地のイスラエル、
インド、米国で新技術を
持つスタートアップ企業
を探索・事業支援の実績
が豊富なベンチャーキャ
ピタルで、鴻池は今後、
GiTVを通じて世界中の技
術系スタートアップ企業
と接点をもち、新技術の
導入・活用を促進する。

国内外様々なIT企業も将
来性のある物流ソリュー
ションの開発を活発化さ
せている。東京に拠点を
置くZenportは貿易業務の
サプライチェーン管理
（ SCM） サ ー ビ ス の
「Zenport」を提供している。
同サービスは商社やメー
カーなどの荷主に対して、
商品企画から発注、生産、
船積み、在庫などのプロ
セスを一画面で管理でき
るもので、ダッシュボー
ド画面で各プロセス間の
状況を見える化し、生産
や本船スケジュールの遅
れ、商品の一部を別の船
に積み替えるなどの変更

があった際に、数クリッ
クするだけで更新するこ
とが可能。また更新され
た情報は社内外の関係者
に自動で通知されるため、
メールやFax、電話での連
絡などの作業を削減でき
る。今後は香港やシンガ
ポールなど向けに国際展
開や、貿易金融分野へ機
能を拡大し、同システム
上から貿易決済、資金調
達、貨物保険の申し込み
などができるように拡張
していくという。
また輸送中のコンテナ

の物理的状況をリアルタ
イムでモニタリングしよ
うとする試みも盛んだ。

Contguard Ltd．（イスラエ
ル）が開発したコンテナ
追跡システムは、GPS、
RFID（無線タグ）、Wi-Fi、
携帯データ通信を活用し
たモジュールをコンテナ
に搭載し、輸送中のコン
テナの位置、温度、照度、
侵入、湿度、衝撃、ドア
の開閉などを常時監視し
ネット経由でモニタリン
グできる。
厳格な温度管理が求め

られるリーファーコンテ
ナだけでなく、ドライ用、
バルク用に特化した機種
をラインナップに用意し、
荷主の予期しない貨物損
害の防止や保険請求時の
責任の所在の明確化など
に活用し、サプライチェー
ン全体を可視化する。

SC効率化、一元化、見える化
国内外で進む新たなソリューション開発

T. S. Lines (Japan) Ltd.
TOKYO EX(03)5826-8731 IM(03)5826-8734 
OSAKA EX(06)6447-4600  IM(06)6447-4700

Full Container Service
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“TS Bangkok” 
                  



とん税・特別とん税軽減
が実現

19年12月12日にまとまっ
た20年度与党税制改正大
綱では、国際基幹航路の
寄港維持、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
を創設することを決めた。
とん税・特別とん税の軽
減措置は20年10月1日から
施行される。
欧州、北米航路に就航

するコンテナ船が国際戦
略港湾（京浜港、阪神港、
名古屋港、四日市港）に
入港する際の、とん税・
特別とん税について、当
分の間、一定額の納付で1
年間に何度でも入港でき
る「一時納付」の税率
（純トン数1トンまでごと）
をトン当たり108円（とん
税48円＋特別とん税60円）

から同 54円（とん税 24
円＋特別とん税30円）と、
2分の1にするというもの。
入港ごとに納付する「都
度納付」はトン当たり36
円（とん税16円＋特別と
ん税20円）で変わらない。
コンテナ船の大型化に

伴い、欧州、北米航路に
おいて寄港地の絞り込み
が進行しており、日本港
湾への寄港維持・拡大に
は、釜山港などとの競争
力比較から、入出港コス
トの低減が必要となると
して、これら航路に投入
される大型コンテナ船ほ
ど、とん税・特別とん税
の負担が大きいため、こ
の軽減を図るもの。
そのほか物流総合効率

化法の認定計画に基づき
取得した事業用資産に係
る特例措置は2年間延長、
また津波対策に資する港
湾施設などに係る固定資
産税の特例措置も4年間延
長された。

戦略港湾機能強化へ
530億円
政府が19年12月20日に閣
議決定した20年度予算案
で国土交通省・公共事業
関係のなかの港湾関係で
は国際コンテナ戦略港湾
などの機能強化へ530億円、
地域の基幹産業の競争力
強化のための港湾整備に
129億円を計上する。港湾
の公共事業関係費は1％増
の2,411億円を組み、日本
産業の国際競争力の強化
に向け、コンテナ船の基
幹航路の維持・拡大を図
るとともに、資源・エネ
ルギー・食糧の輸入など
の拠点形成の促進を図る。
ハード・ソフト両面での
コンテナターミナルの集
貨・創貨・競争力強化を
推進するとともに、バル
ク船の大型化に対応した
港湾機能強化や効率輸送
に向けた企業連携を促進
させ、環境負荷の小さい

LNG燃料船の増加に対応し
たLNG燃料供給拠点の形成
を支援する。

AIなどを活用してターミ
ナルオペレーションを最
適化するためのシステム
を構築するとともに、遠
隔操作RTGの導入促進など
を行い、世界最高水準の
生産性と良好な労働環境
を有するAIターミナルを実
現する。これによって、
23年度中にコンテナ船の
大型化に際してもその運
航スケジュールを遵守し
た上で、外来トレーラー
のゲート前待機を解消す
ることを目指すという。

一方、港湾予算とは別に、
効率的な物流ネットワー
クの強化として4,304億円
を計上、大都市圏環状道
路などの整備やピンポイ
ント渋滞対策などを併せ
て推進し、交通渋滞の緩
和などによる迅速・円滑
で競争力の高い、物流道
路ネットワークの実現を
図る。

国際コンテナ戦略港湾に
京浜・阪神港
そもそも「国際コンテ

ナ戦略港湾」とは、09年
12月15日に国土交通省成
長戦略会議のもとで「国

際コンテナ戦略港湾検討
委員会」が発足したこと
から始まった。それ以前
に進められていたスーパ
ー中枢港湾の代わりとも
いえるもので、「国際コン
テナ戦略港湾」には10年3
月に京浜、阪神、伊勢湾
（名古屋／四日市）、北部九
州（北九州／博多）の4グ
ループが応募、検討委で
プレゼンテーションやヒ
アリングを重ねた結果、
同年8月に京浜港、阪神港
が選定された。京浜、阪
神の両港は第1段階の15年
まで国内貨物の集積、さ
らに20年までに国際トラ
ンシップ貨物の集積によ
るハブ機能強化へ各港で
の計画書に沿った具体的
な施策に取り組み中。
国交省では国際コンテ

ナ戦略港湾の推進にあた
って港湾法を改正した。
政府は11年2月に国土交通
省所管の港湾法および特
定外貿埠頭の管理運営に
関する法律の一部改正法
案を閣議決定し、11年度
の政府予算案関連法案と
して同法案を通常国会に
提出。港湾法は現行の
「港格」を見直し、現行の
特定重要港湾（23港）を
廃止し、このうち“国際
コンテナ戦略港湾”を港
湾法上の港格として新た
に「国際戦略港湾」とし
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20年度与党税制改正大綱では、国際基幹航路の寄港維持、拡大を実現するため、
国際戦略港湾に寄港する欧州、北米航路のコンテナ船のとん税・特別とん税の軽減
措置を20年10月1日から施行することが決まった。一方、20年度の予算案では国
際コンテナ戦略港湾などの機能強化へ530億円を計上した。

遠隔操作RTGの導入促進、 AIターミナルの実現へ

国際戦略港湾のとん税・特別とん税軽減　基幹航路船寄港拡大
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て位置付け直轄港湾工事
の国費負担率を引き上げ
（10分の7）その対象施設を
荷さばき地まで拡充する
一方、それ以外の特重港
は「国際拠点港湾」に改
めることにした。

港湾法改正、
港湾運営会社を創設
また、この国際戦略港

湾と国際拠点港湾（現行
の特重23港）の港湾運営
を民営化するため、コン
テナターミナルなどを一
体的に運営する株式会社
を「港湾運営会社」とし
て創設、国が指定し“民”
の視点を導入した効率的
な運営体制に向け総合的
な措置を講じる。このも
とで船社や港湾物流事業
者など民間資本を導入し
運営会社として使用料設
定や営業活動を自由にで
きるようにし国と管理者
は公共性確保へ監督する
立場に回る。
法案は11年3月末に成立、
国交省では4月に国際戦略
港湾と国際拠点港湾を追
加するかたちで港格の見
直し部分を公布・施行。
さらにこれら港湾におけ
るコンテナ埠頭などを一
体的に運営するなど戦略
港湾としての運営主体と
なる株式会社（港湾運営
会社）の指定に関する制
度を創設するなど港湾の
効率的な運営に関する事
項の部分を12月15日に施

行し港湾運営会社の制度
がスタート。具体的には
港湾運営会社が行う港湾
施設の整備費用に対する
国の無利子貸付金額を、
港湾管理者による無利子
貸付金額の2分の1以内と
する貸付条件の基準を定
めた。「特例港湾運営会社」
に関する規定を適用する
国際拠点港湾として京浜、
阪神港のほか伊勢湾エリ
アの名古屋港と四日市港
も加えている。

国際コンテナ戦略港湾
政策推進委員会
国交省は13年7月に国際
コンテナ戦略港湾おける
今後の政策展開を議論す
る「国際コンテナ戦略港
湾政策推進委員会」を発
足させた。国際コンテナ
戦略港湾は選定から3年を
経てそのフォローアップ
が求められる一方でコン
テナ船の大型化の進行と
ともに船社によるアライ
アンスの進展など基幹航
路の再編といった海運・
港湾を取り巻く情勢が変
化。同時に「日本再興戦
略」（成長戦略）など政府
の新たな社会経済政策が
打ち出され、そこに戦略
港湾政策の推進が盛り込
まれ“国家戦略”として
の対応も課題にある。
国際コンテナ戦略港湾

の港湾運営会社に対する
集貨支援制度（「国際戦略
港湾競争力強化対策事業」）

を創設し、14年度から18
年度の5年間で、国内外か
らの75万TEU以上の集貨を
したほか、国際基幹航路
の誘致や国際フィーダー
航路の便数増加・大型化
への支援を実施してきた。
一方、釜山港フィーダー
などへのインセンティブ
を実施している地方港湾
への対策として、13年6月
と18年7月に、国交省から
重要港湾以上の各港湾管
理者に対し、インセンテ
ィブ措置の見直しに向け
た協力要請文書を発出し
ている。またコンテナタ
ーミナル着岸における内
航コンテナ船への不利な
運用を改善するため、14
年3月に、「港湾計画書作
成ガイドライン」を改訂、
港湾計画上の取り扱いと
して「外内貿コンテナ埠
頭計画」を導入した。こ
れを受け、東京港、川崎
港、横浜港、神戸港の港
湾計画で「外内貿コンテ
ナ埠頭計画」が位置付け
られた（大阪港において
は、次期港湾計画改訂で
「外内貿コンテナ埠頭計画」
の位置付けを検討中）。
また阪神国際港湾は19

年2月に、Ocean Network
Express（ONE）と太倉港
集 装 箱 海 運 有 限 公 司
（TCLC）の契約が成立し
ONEがTCLCの中国航路を
フィーダー航路として活
用し、北米⇒神戸港⇒中
国のトランシップ（T/S）
サービスを開設すること
になった。

内航コンテナ船の
競争力強化
コンテナ貨物の積替機

能向上を図るため、14年
12月から15年11月に、内
航船社を対象に、優先利
用バースを提供するとと
もに、当該ターミナルか

ら外貿ターミナルへの横
持ちなどを行う実証実験
を実施し、内航船の沖待
ち・バースホッピングを
減少できることを確認し
た。新技術導入動向を踏
まえ、14年1月以降、高度
船舶安全管理システムの
認定を新たに受けた7隻の
うち4隻の内航船に対し、
定員規制の緩和措置を講
じた。14年度に、従来、
国際海上コンテナを積載
するセミトレーラー連結
車のみ緩和（10t→11.5t）
していた駆動軸重の制限
を、バン型などのセミト
レーラー連結車（2軸トラ
クタに限る）全てについ
て統一した。
さらに、道路法改正

（18年4月）に伴う政省令改
正などにより、重要物流
道路の一部区間について、
国際海上コンテナ車（40ft
背高）の特殊車両通行許
可を不要とする措置を19年
に導入した。
鉄道を活用した輸出入

コンテナの長距離輸送促
進のため、15～16年度に、
環境省と連携しつつ、背
高海上コンテナの輸送が
可能となる低床貨車の開
発に向けた検討を進めた。
JR貨物が取得した大量牽
引・高速走行が可能な機
関車、大量積載・高速走
行が可能なコンテナ貨車
に対する固定資産税の特
例措置を行うことにより、
コンテナ貨車については、
17年度末までにその全て
について更新が行われた。
「国際海上コンテナの陸上
における安全輸送ガイド
ライン」などの周知・取
り組み状況についてフォ
ローアップ調査を実施し、
浸透が図られていること
を確認、必要に応じ改訂
を行うとともに、地方で
のさらなる浸透を図った。

国際コンテナ戦略港湾
への産業集積
流通加工機能を有する

物流施設を整備する民間
事業者に対する無利子貸
付による支援制度（特定
用途港湾施設整備事業）
を14年度に創設し、神戸
港と横浜港でそれぞれ１
件、同制度が活用され、
物流施設が整備されてい
る。物流施設を再編・高
度化する民間事業者に対
する補助制度（港湾機能
高度化施設整備事業）を
14年度に創設し、神戸港
において2件、同制度が活
用され、物流施設の再
編・高度化が行われた。
農水産物の輸出に戦略的
に取り組む港湾において、
輸出促進に資する冷凍・
冷蔵コンテナの電源供給
設備や屋根付き岸壁など
の整備を支援する制度を
17年度に創設し、18年5月
には苫小牧港で、全国で
初となる農水産物輸出促
進を目的とした屋根付き
岸壁が、18年8月には清水
港で冷凍・冷蔵コンテナ
の電源供給設備が、それ
ぞれ供用を開始している。

国際コンテナ戦略港湾の
コスト低減
国際コンテナ戦略港湾

の利用料の低廉化に向け、
神戸港、大阪港、横浜港、
川崎港で、国が整備した
高規格コンテナターミナ
ルの耐震強化岸壁などを、
港湾運営会社に低廉な価
格で直接貸し付けた。
また国際コンテナ戦略

港湾の利便性の向上に向
け、「CONPAS（新・港湾
情報システム：Container
Fast Pass）」を用いた試験
運用を行っている。ITを活
用した効率的・一体的な
港湾物流システムの構

築・コンテナ物流業務の
効率化を目的としたシス
テムであるColins（コンテ
ナ物流情報サービス）や、
日本、中国、韓国との間
で、コンテナ物流情報の
共有を推進する「北東ア
ジア物流情報サービスネ
ットワーク（NEAL-NET）」
を推進するとともに、EU、
ロシア、ASEAN諸国など
との物流情報システムの
相互連携について協議を
実施している。
国際戦略港湾競争力強

化対策事業において、国
際コンテナ戦略港湾にお
けるターミナルゲート前
の渋滞の緩和を図るため
のゲートオープン時間の
拡大に対する支援を行っ
た。阪神港では14年度か
ら17年度まで、京浜港で
は16年度に、それぞれ事
業を実施し、ゲートオー
プンの延長時間中に一定
程度の台数の車両がゲー
トを通過することにより、
ゲート前渋滞長を削減す
るなど、一定の効果が認
められた。東京港青海ふ
頭などでは、港湾管理者
などがゲートオープン時
間を1時間前倒しし、早朝
7時半からとし、渋滞が発
生しやすい夕方の混雑緩
和を図っている。

コンテナ船の大型化、取
扱貨物量の増大への対応
国際コンテナ戦略港湾

において、高規格コンテ
ナターミナルの整備を実
施した結果、17年度末ま
でで、水深16m以上の耐震
強化岸壁 （水域施設が整
備中であるものを含む）
が阪神港で7バース、京浜
港で7バースそれぞれ完成
している。
ヤード内荷役能力の向

上や港湾労働者の労働環
境改善を図るため、16年
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度から18年度まで、横浜
港と神戸港において、既
設コンテナターミナルに
おける遠隔操作RTG（タイ
ヤ式門型クレーン）導入
の際の荷役安全性確保の
ための実証事業を実施し

ている。
阪神国際港湾と横浜川

崎国際港湾がそれぞれ設
立され、広域的な港湾運
営が行われている。14年
12月に阪神国際港湾に、
16年3月に横浜川崎国際港

湾に、それぞれ国が出資
を行い、国、港湾管理者、
民間事業者による協働体
制を構築できる出資構成
を実現するとともに、戦
略的な港湾運営に必要な
設備投資を促進した。
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19年3月に国際コンテナ
戦略港湾政策推進委員会
が、14年の最終とりまと
め以降、5年が経過するこ
とから、政策目標と個別
施策の見直しを以下の通
り行っている。
日本企業の立地環境を

向上させ、日本経済の国
際競争力を強化する観点
からは、欧州・北米航路
の寄港を維持・拡大する
ことは依然として重要で
ある。加えて、中南米航
路、アフリカ航路、豪州
航路の寄港は、すでに日
本においてほぼ国際コン
テナ戦略港湾のみとなっ
ている点を踏まえると、
欧州・北米航路に加え、
これら長距離航路につい
ても、国際コンテナ戦略
港湾において寄港を維
持・拡大することが必要
である。
このため、国際コンテ

ナ戦略港湾政策の政策目
標を「19年から概ね5年以
内に、国際コンテナ戦略
港湾において、欧州・北
米航路をはじめ、中南
米・アフリカなど多方
面・多頻度の直航サービ
スを充実させることで、
グローバルに展開する日
本立地企業のサプライチ
ェーンマネジメントに貢
献する」と設定した。
さらに船会社間のアラ

イアンス再編が進み、ま
た、グローバルな港湾間
競争が行われる中、欧
州・北米航路などの寄港
を増やすために港湾に求
められる要件としては、
当該港湾に寄港すること
で取り扱える貨物が多く
あること（Cargo Volume）、
当該港湾に寄港する際の
コストが低廉であること
（Cost）、さらには大型船
が支障なく寄港できる施
設が整っていること、寄
港に伴う時間的ロスが少
ないこと、周辺港や内陸
との貨物の円滑な接続が
可能であること、流通加
工など付加価値を提供す
る機能が充実しているこ
とといった利便性が高い
港 で あ る こ と
（Convenience）があげら
れる。これに加え、少子
高齢化・人手不足が顕在
化していくことを踏まえ
れば、港湾における労働
環境の改善も重要な視点
である。

以上のような要件を備
えた港となることを目指
し、今後とも、「集貨」「創
貨」「競争力強化」の3本
柱からなる個別施策に、
以下の通り取り組んでい
くとしている。

（1）国際コンテナ戦略港
湾への「集貨」

①国際コンテナ戦略港湾
への集貨支援
・地方港から東アジア主
要港を経由して北米向け
に輸出していた貨物など
を国際コンテナ戦略港湾
経由に転換するための国
による差額支援を港湾管
理者などに引き継ぐとと
もに、一層の集貨を促す
観点から、国内とアジア
広域からの集貨に資する
フィーダー航路網の充実
を図る。
・バージなどの横持ち輸
送の充実により、国際フ
ィーダー航路の利便性向
上やターミナルの一体運
営を図ることで、国際コ
ンテナ戦略港湾の積替機
能強化を特に促進してい
く。
・釜山港フィーダーなど
への支援（インセンティ
ブ）を行う地方の港湾に
対し、国際フィーダー航
路に対しても外航航路と
同等以上のインセンティ
ブ措置を講じるよう、引
き続き、要請を行う。

②内航コンテナ船の競争
力強化
・内航船定員規制の緩和
措置について、引き続き、
緩和措置の活用を促進す
る。

（2）国際コンテナ戦略港
湾への産業集積によ
る「創貨」

・国際コンテナ戦略港湾
背後に立地する流通加工
を伴う上屋または倉庫を
建設・改良する民間事業
者への無利子貸付制度や、
老朽化・陳腐化した物流
施設を再編・高度化する
民間事業者への補助制度
を通じて、引き続き、流
通加工系企業などの国際
コンテナ戦略港湾背後へ
の誘致を促進する。
・農水産品等の小口貨物
の輸出促進、品質管理が
求められる食品の輸入増
などに対応するため、荷
さばき、流通加工、保管、

保税などの複合機能を有
し、コンテナターミナル
と一体となって機能する
物流施設の整備を促進す
る。

（3）国際コンテナ戦略港
湾の「競争力強化」

1．国際コンテナ戦略港湾
のコスト低減
・国際基幹航路を運航す
る定期コンテナ船に係る
とん税などの入港コスト
低減を図るための措置を
検討する。
これについては、20年

度税制改正大綱で、国際
基幹航路の寄港維持、拡
大を実現するため、国際
戦略港湾に寄港する欧州、
北米航路のコンテナ船の
とん税・特別とん税の軽
減措置を20年10月1日から
施行することが決まって
いる。
・国から低廉な価格で借
り受けたコンテナターミ
ナルを核として、国際コ
ンテナ戦略港湾のコンテ
ナターミナルを港湾運営
会社が戦略的に一体運営
する。
・港湾運営会社は、戦略
的な利用料金設定を行い、
国際コンテナ戦略港湾の
さらなる利用促進を図って
いく。

一般社団法人 日本物流団体連合会

会長　渡邉　健二

新年あけましておめでとうございます。
昨年を振り返りますと、まずは相次ぐ自然災害が物
流を寸断するも、迂回列車や、物流各社のトラック・
船舶等による代行輸送でネットワークが維持されたこ
と、その過程で、物流が社会一般からさらに注目され
た年であり、また労働力不足がさらに深刻化した状況
下で、物流が企業、業界を超えた連携、共創が拡大し
た年でもあったと思います。
目を海外に転ずれば米中摩擦や欧州のブレグジット
等でサプライチェーンの変更の動きに物流各社も対応
を急いだ年でした。また、SDGs（持続可能な開発目標）
の達成を目指して、企業の環境への取組みも積極的と
なり、さらに将来に向けては先端技術の活用、自動化
を先進的企業が実用に移し始めた年でもありました。
このような中で物流連ではこの一年間、かねてより
掲げてきた四つの活動を推進してきました。まず、「物
流を等身大で社会一般から見てもらう活動」として業
界を紹介するインターンシップ、研究セミナー、視察
見学等、若者に向けた活動を推進し少しずつ手応えも
感じているところです。
また、「社会インフラとしての物流機能強化」を進め
る活動として、相次ぐ自然災害に対応するため物流会

社向けのBCP作成ガイドラインをバージョンアップす
る取組みや、先端技術活用事例を紹介する見学会など
を実施しました。
「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よる政府、会員間での情報
交換や、日系企業の展開先として注目されるインド南
東部の物流視察等を実施しました。
「物流環境対策の取組み」としては二つの顕彰制度
について応募企業数は過去最大級となり、表彰対象と
なった取組みを広く普及させる講演会なども実施して
きました。
但し、これらを進めていくなかで「新たな課題」も
見えてきました。企業や業界を超えた連携を広めよう
にも、梱包資材やパレットの規格は様々であり、情報
システムも企業毎に閉じられている例が一般的です。
本年は就任後半年間で進めてきた施策の推進ととも
に、物流業界が厳しい局面にあるからこそ可能となる
規格の統一や「共通基盤の構築」を進める絶好の機会
とも捉え、活動を進めていきたいと考えております。
皆様のご多幸をお祈りするとともに、どうか温かい
ご支援をよろしくお願いいたします。

2．国際コンテナ戦略港湾
の機能強化
①コンテナ船の大型化、
取扱貨物量の増大など
に対応した施設の確保
・大型化するコンテナ船
に対応できるよう、適切
な水深、必要な設備を有
する耐震強化岸壁、外内
貿コンテナ貨物の円滑な
積替えに必要な岸壁延長、
十分な蔵置能力を備えた
ヤード面積を有する高規
格コンテナターミナルの
着実な整備を進める。

②AIターミナルの実現によ
るコンテナターミナル
の生産性革命（生産性
の向上と労働環境の改
善）
・コンテナターミナルゲ
ート処理の効率化に係る
取り組みとして、ターミ
ナル周辺における渋滞解
消を目的として実施した
ICT実証事業で開発した
「CONPAS」の導入を促進
するとともに、コンテナ
搬出入時におけるコンテ
ナダメージチェックの効
率化に向けたシステム開
発を行う。
・ヤード内荷役の効率化
に係る取り組みとして、
コンテナターミナルにお
ける荷役能力の向上や労
働環境の改善を図るため、
民間事業者が遠隔操作RTG
を導入する事業への補助
制度の創設により、遠隔
操作RTGの導入を促進す
る。
これにより、日本のコ

ンテナターミナルを刷新

し、生産性革命に向けた
第一歩とする。
・また、コンテナ貨物の
品目、引き取りまでの日
数などのビッグデータを
基に、AIを活用し、荷繰り
を最小化したコンテナ蔵
置計画などを提案するタ
ーミナルオペレーション
最適化システムや、AIなど
を活用して、日本の熟練
技能者の高度な荷役ノウ
ハウを定式化した荷役機
械の運転支援システムを
構築するための実証事業
を行う。
・以上のような取り組み
により、今後、コンテナ
ターミナルにおいて、ゲ
ート処理とターミナル内
荷役の効率化を図ること
で、世界最高水準の生産
性と良好な労働環境を有
する「AIターミナル」を実
現する。
これにより、23年度中

に、コンテナ船の大型化
に際してもその運航スケ
ジュールを遵守した上で、
外来トレーラーのゲート
前待機をほぼ解消するこ
とを目指す。

③その他、コンテナター
ミナルゲート前渋滞の
緩和に向けた取り組み
・コンテナターミナルゲ
ート前渋滞の緩和を図る
ため、港湾管理者などに
おいて、コンテナターミ
ナル近傍における空コン
テナ置場、シャーシ置場、
トレーラー待機場の確保
などの対策を講じるとと
もに、関係者においてタ

ーミナルゲートの集約な
どについて検討する。
・20年の東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技
大会開催期間中は、会場
周辺道路の混雑も見込ま
れることから、関係者に
おいて円滑な港湾物流の
確保のための対策を検討
する。
・国土交通省港湾局と東
京都港湾局において、対
策の検討に向けた連絡協
議会を設置する。
国交省港湾局、東京都

港湾局が環境部署を交え
た「東京オリンピック・
パ ラリンピック競技大会
に向けた円滑な港湾物流
の確保のための連絡協議
会」を19年6月3日に設置
し、具体的な対応策を検
討している。

3．港湾の完全電子化の推
進
・貿易手続情報、貨物情
報など港湾に関する様々
な情報を電子的に接続し、
必要なセキュリティと秘
匿性を確保しつつ連携さ
せる港湾関連データ連携
基盤を構築する。
・海外とのコンテナ物流
情報の可視化を推進する
ため、日中韓による北東
アジア物流情報サービス
ネットワーク（NEAL-NET）
について、日中間におけ
る対象港湾のさらなる拡
大、ASEAN地域などへの
展開を図る。また、他の
輸送モードに係る貨物情
報の共有について協議す
る。

政策目標と施策の見直し
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4．戦略的な港湾運営
・阪神港及び京浜港にお
いてそれぞれ設立した阪
神国際港湾と横浜川崎国
際港湾が中心となり、コ
ンテナターミナルの一体

的な運営を行うとともに、
十分な財務基盤を確保し
た上で、戦略的な港湾運
営に必要な設備投資を促
進する。
・阪神国際港湾と横浜川

崎国際港湾は、日本企業
による国際コンテナ戦略
港湾への集貨を企図した
アジアなどでのコンテナ
ターミナル運営への参画
への支援を行う。

競技会場が港湾周辺に
集中
このような中、20年に

は、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
が開催される予定である
が、競技会場の多くは、
コンテナターミナルが集
積し、物流などにかかる
交通需要が集中している
地域に立地しているため、
大会期間中においては、
関係者や観客などの輸送と
港湾物流を含む一般交通
とを分離することなどに
より、円滑な港湾物流を
確保することが必要であ
る。さらに、大阪港にお
いては、25年に大阪・関
西国際博覧会が開催され
る予定であり、同様に、
博覧会期間中においても、
渋滞対策が必要だ。
国交省港湾局、都港湾

局が関係部署を交えた
「東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向
けた円滑な港湾物流の確
保のための連絡協議会」
を19年6月3日に設置し、
具体的な対応策を検討し
ている。東京2020の競技

会場の多くは、コンテナ
ターミナルが集積し、物
流などにかかる交通需要
が集中している地域に立
地しており、臨海部周辺
地域での交通混雑が物流
に与える影響が大きいた
め、東京港における円滑
な港湾物流の確保し、対
応方策を検討することを
目的に設置されたもの。
一方、東京都の港湾局、
オリンピック・パラリン
ピック準備局、都市整備
局は大会への対応準備の
ため、東京港のすべての
コンテナターミナルで貨
物の搬出入時間（ゲート
オープン時間）を拡大す
るトライアルを数回実施
してきている。実施時間
は早朝が7時30分～8時30分
の1時間、夜間は16時30分
～19時30分の3時間ゲート
オープン時間を拡大した。
さらに上記3局と東京港埠
頭は、東京2020大会での
交通渋滞緩和のため城南
島地区でストックヤード
を増設する実証実験も行
っている。東京都大田区
城南島に貨物の一時保管
場所（ストックヤード）

を設け、混雑が予想され
る日中を避けてコンテナ
ターミナルや荷主などへ
搬出入し、新たな運用ル
ールなどを検証している。

年末年始にさまざまな
トライアル
特に東京港では五輪対応
として、貨物量の増加が
見込まれる年末年始期間
の前後にも、ゲートオー
プン時間拡大のトライア
ルを実施している。19年
12月23～27日と1月6～10日
の計10日間、東京港の全
コンテナターミナルで実
施。
ゲートオープン延長と

は別に、東京都港湾局、
東京港埠頭などは、五輪
開催時に円滑な港湾物流
を確保するため、港湾関
係車両の交通量の抑制と
分散化が必要となるとし
て、24時間利用可能な貨
物の一時保管場所（スト
ックヤード）を増設し、
混雑時以外にターミナル
からストックヤードに仮
置きし、夜間や早朝の空
いている時間帯に搬出入
する仕組みを検討してい

る。その運用ルールなど
を検証するため、実証実
験を大井地区で19年12月
16日から１月31日まで実
施している。
東京都港湾局、東京港

運協会、東京都トラック
協会海上コンテナ専門部
会、東京港港湾運送事業
協同組合、東京湾岸警察
署は、19年12月16日から
来年１月10日にかけて、
倉庫などの荷役待ちトラ
ックを対象としたトラッ
ク待機場を城南島に設置
する。期間中は、倉庫で
の受付後、倉庫から呼び
出しがかかるまでの間、

臨港道路大井縦貫線（都
道316号）での待機をせず、
トラック待機場の利用を
呼び掛けている。
大井コンテナふ頭背後

の周辺道路では、倉庫な
どの荷役待ちトラックが
車線をふさぎ、道路混雑
悪化の大きな要因となっ
ている。そこで、東京
2020大会の交通混雑の緩
和に向けた取り組みとし
て、荷役待ちトラックの
待機場を設置するトライ
アルを実施するもの。
待機場を利用できるの

は、倉庫などの荷役待ち
トラック（バンボディ、
ウィングボディなどのト
ラック）が対象となる。
設置期間中は24時間無料
で利用可能だ。搬出入先
倉庫で受付後、待機場へ
移動、呼び出し後、再び
倉庫へと向かう段取りと
なる（図参照）。コンテナ
車両やトラクターヘッド、

シャーシは対象外。
また同じ京浜港として

大会の影響を受ける可能
性のある横浜市でも、五
輪対応の動きを示してい
る。横浜市は、東京2020
大会の開催に伴う、物流
ルート変更による横浜港
への貨物集中、コンテナ
ターミナル、搬出入ゲー
トの混雑に対応するため、
官民一体の「横浜港物流
対策会議」を設置し、混
雑対策などの取り組みを
検討している。コンテナ
ターミナルゲートオープ
ンに係る対応や、交通誘
導員の効果的配置など、

施策の具体化や検討の深
化を図っている。

船社、オペレーターなど
に協力要請
国土交通省と東京都は

19年10月、同港にかかわ
る船社とターミナルオペ
レーター各社に対し貨物
の早期搬出などについて、
連名の文書で要請した。
2020年の東京五輪・パラ
リンピック大会開催まで
に、東京港のヤード内の
長期蔵置貨物を解消し、
作業効率を確保する目的。
具体的には、（1）19年12月
からは、すべての貨物に
おいて、無料保管期間
（フリータイム）の延長を
行わず、貨物の早期搬出
に協力を要請するととも
に、（2）デマレージ（フ
リータイムを超えてコン
テナヤードに留置された
場合に課される超過保管
料）についても、適切な

運用への理解を要請した。
東京港では、大会開催ま
でに、ヤード内の長期蔵
置貨物を解消し、作業効
率を確保したい考えだ。
現在でも実入蔵置貨物の1
割程度は2週間を超えて蔵
置されており、ヤード内
の蔵置貨物量の適正化と
荷役効率の改善には、長
期蔵置貨物の解消が必要
不可欠な状況となってい
る。

19年11月には、国土交通
省、東京都、東京2020組
織委員会、農林水産省、
経済産業省が荷主や物流
企業に対して、東京2020

オリンピック・パラリン
ピック競技大会期間中の
物流に係る協力を要請し
た。
今回の国交省などから

の要請では特に荷主企業
に対して具体的な取り組
み例を提示している。交
通量の抑制のための取り
組み例として、複数荷主
の連携による倉庫の共同
使用、共同輸配送、テナ
ントビルなどにおける集
配業務の共同化、分散し
ている複数荷主の物流拠
点の統合による輸送網の
集約、静脈物流の集約・
効率化、輸送頻度の削減
などをあげている。また、
交通量の分散化・平準化
のための取り組み例とし
て、十分なリードタイム
での発注による柔軟な輸
配送時間帯と輸配送ルー
トの設定（首都高速道路
や都心に向かう一般道を
使用しない輸配送ルート

東京港をはじめとする一部のコンテナターミナルでは、ゲートとその周辺の道路に
おいて渋滞が発生している。特に、休日前の夕方に混雑する傾向にあり、トラックが
ゲートに並び始めてからゲートアウトまでに要する時間が平均1時間を超過している例
もある。時期的には、年末、中国の旧正月前、ゴールデンウィーク前、お盆前などに、
6～7時間以上にわたる渋滞が生じるとの指摘がある。また、長期休暇前には、貨物量
が処理量を大幅に超え、海上コンテナを輸送するトラックの不足などが重なり、東京
港のコンテナヤードに蔵置された貨物が取り出せない状況が続き、結果、本船の入港
を数日間延期せざるを得ない事態が発生したとの指摘もある。
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の設定）、オフィス移転な
ど大規模な物の移動が伴
う作業の大会期間外への
変更、セールなど販売促
進企画の大会期間外への
変更、在庫調整による輸
配送日の平準化、付帯作
業見直しや検品作業の簡
素化による納品時間の短
縮、輸送の効率化、複数
の物流拠点を保有する場
合、拠点から配送される
エリアなどの弾力的な運
用（渋滞が予想されるエ
リアへの配送について、
拠点の変更や複数拠点か
らの配送など）、納品時間
の夜間への変更などを上
げている。
その他、特に渋滞が予

想されるエリアにおいて
は、トラックの公道待機
などによる渋滞悪化を防
止するため、可能な限り
駐車スペースの確保とス
ムーズな荷物の受け渡し
を要請している。
具体的な取り組み検討

に際しては、「2020TDM
（交通需要マネジメント）
推進プロジェクト」ホー
ムページ（ https://2020
tdm.tokyo/）の、大会輸送
影響度マップやTDMハン
ドブック、アクションプ
ラン作成支援ツールの活
用も呼び掛けている。プ
ロジェクトに登録すると
各社の事情に合った取り
組みの提案を含め無料コ
ンサルティングを利用す
ることもできる。

恒常的な混雑解消対策
オリンピック対応とは

別に、港湾地区の交通混
雑、貨物滞留への恒常的
な対策も進められている。
ゲート前渋滞の緩和策と
して、周辺道路の混雑緩
和とドライバーの労働環
境改善を図るため、実入
りコンテナと空コンテナ
の処理の分離・効率化を
目的に空コンテナ置場、
シャーシを保管するため
のシャーシ置場、ゲート

待ち車両を収容するため
のトレーラー待機場所を
国際コンテナ戦略港湾の
港湾管理者などが新たに
設置した。
例えば、大阪港南港地

区においてはシャーシ置
場 （約270台分）、神戸港
六甲アイランド地区にお
いては、トレーラー待機
場所（約50台分）を確保
した。

東京港では、空コンテ
ナ置場などの設置に加え、
放置されたシャーシ（台
切りシャーシ）が他の車
両の通行を阻害する事態
を改善するため、台切り
シャーシの規制が強化さ
れた。
横浜港では17年度以降、
ゲート処理とヤード内荷
役作業を効率化すること
でコンテナ搬出入能力を
向上させるため、港湾情
報システム「 CONPAS
（新・港湾情報システム：
Container Fast Pass）」を用
いた試験運用を行ってい
る。
関東地方整備局（国土

交通省）が17年に「ICT
（情報通信技術）を活用し
た横浜港コンテナ輸送効
率化検討会」を設置し、
ICTを用いて港湾でのコン
テナ輸送の効率化の実現
を目的に横浜港南本牧埠
頭をケーススタディとし
て民間の港湾物流関係者
や行政機関などで具体的
な方策を検討、18年春に
は南本牧埠頭で実証実験
（神戸でも計画）し3年後
の本格運用に向けて方策
をとりまとめる。
具体的には（1）ゲート
処理の効率化（貨物情報
などの事前共有による作
業の迅速化／ゲート処理
のICT化）、（2）ヤード内
荷役作業の効率化（事前
登録情報および内陸コン
テナ車両位置情報の活用
による荷繰り時間の削減）、
（3）内陸コンテナ車両位
置情報の可視化（荷主の
SCM高度化、陸運の運行計
画への活用）の3項目。
コンテナ搬出入情報と

コンテナ車両位置情報を
関係事業者間で共有・活
用し3項目を踏まえ方策を
立てる。
同検討会は17年度にゲ

ート処理やCY内作業を効
率化する新たな港湾情報
シ ス テ ム “ CONPAS”
（Container Fast Pass）を開

発し南本牧コンテナター
ミナル（CT、三菱倉庫な
ど）と神奈川県トラック
協会海上コンテナ部会の
手で延べ490台の車両が参
加し搬出ゲート処理での
運用試験を踏まえ18年度
も継続・拡充のかたちで
実施、前年度の所要時間
の2割削減結果を踏まえさ
らに短縮へ実証。
さらに“CONPAS”を活

用して搬入ゲート処理の
効率化への試験運用で待
機時間ゼロ化を視野に搬
入時間短縮につなげる。
19年度も引き続き試験運
用を行っており、特に5回
目はゴールデンウィーク
（GW）前後の9日間に実施
したことで、繁忙期で来
場車が通常期に比べ搬入
で約2割増、搬出でも1割
増という状況下で検証し
た。
その結果、繁忙期は通

常期と比較し予約時間枠
の利用率が向上、特にゲ
ート通過により長く時間
がかかる搬入では通常期

に比べ利用率が2倍に高ま
った。また、利用率向上
とともに、希望する予約
時間枠を確保するため予
約タイミングが早くなる
傾向が見られた。また
2019年度はさらに6回目
（6月26日～7月5日）、７回
目（11月11日～11月22日）
の試験運用を行っている
が、特に7回目には従来の
横浜港南本牧ふ頭コンテ

ナターミナルに加え、横
浜港本牧ふ頭BC2コンテナ
ターミナルでも実施、タ
ーミナルや参加店社を拡
大して実施している。

利用者側も独自に
対策構築
国、自治体など各港湾

の対応とは別に、港湾を
利用する船社、フォワー
ダー、荷主なども、それ
ぞれ独自に混雑対応策を
講じている。
日本通運は19年4月から、
海上輸送と鉄道輸送を組
み合わせた事業継続計画
（BCP）対応用輸入貨物配
達サービス「NEX Ocean-
Solution BCP Pack」の販売
を開始しているが、同サ
ービスは貨物が増加し混
雑する東京港を回避し、
名古屋港、博多港などを
経由、鉄道や内航船を活
用し西日本から関東・東
北エリアまで輸送、配達
先まで輸入貨物を安定供
給するもので、近年の災
害や非常事態へのリスク
ヘッジや他の企業との差
別化を図り、BCP対策に大
きくつながるものとなる。
東京港の混雑を避ける

ことで輸送を安定化・効
率化、また荷揚げ港にこ
だわらない物流スキーム
を構築することで、アジ
ア各国発の輸入貨物のリ

ードタイム短縮を実現す
る。
また2020年の東京大会開
催事に混雑が予想される
東京港港湾地区を回避す
るルート構築が可能にな
る。
アサヒビールは、東京

2020大会の開催期間中に
物資の移動を分散・削減
する方針を19年6月に発表
している。東京都、内閣
官房、東京2020組織委員
会 が 進 め る 「 東 京
2020TDM（交通需要マネ
ジメント）推進プロジェ
クトの共同宣言と東京都
が進める「スムーズビズ」
に賛同したもので、東京、
神奈川、埼玉、千葉、茨
城のピーク時間帯の交通
混雑緩和のため、原材料
や商品の移動で大型トラ
ックの台数を3割以上分
散・削減を目指すほか、
人の移動では、都内で就
業する従業員約1100人を
対象にテレワークやフレ
ックスなどを活用しピー
ク時間帯の公共交通機関
を使った移動の削減を目
指す。
具体的には、東京港で

受け入れている原材料の
一部や輸入商品の受け入
れ時期を前倒し、また輸
入商品の受入港を東京港
以外へ変更することで約
6％の削減を図るほか、東

京港から茨城工場へ搬入
している原材料、神奈川、
茨城の工場から都内配送
センターへの転送、顧客
への配送をピーク時間帯
以外へ変更することで約
29％の分散を図るとしてい
る。

A.P. Moller-Maersk（デン
マーク）は、茨城県坂東
市にインランドコンテナ
デポ（ICD）を19年秋に開
設、慢性化した東京港周
辺の渋滞、混雑、滞留な
どを避け、トラック不足
などによる突発的なデマ
レージやディティンショ
ン費用の発生も防止でき
る。
特に、横浜港～ICDの往
復サービスを基本として
いるため、2020年の東京
オリンピック期間中の混
雑を避け、効率的な輸送
を提供できる。同ICDは、
面積8,282㎡、40フィート
型背高コンテナが250本蔵
置できるとともに、コン
テナ補修施設も備えてい
る。所在地は茨城県坂東
市寺久1276-8で、横浜港か
ら100kmの距離に位置し、
東京港、千葉港、常陸那
珂港、鹿島港、川崎港な
どとのアクセスに優れて
いる。港湾地域に比べて
競争力のあるコストで蔵
置や流通が可能なのが強
みだ。

日本海運貨物取扱業会

会   長　石 黒　明 博

令和2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、昨年の世界貿易の状況は周知のとおり米国
トランプ大統領によるいわゆるナショナリズムの台
頭により貿易摩擦が継続し世界経済の減速縮小が懸
念されております。本年11月の大統領選を意識して
の政策と思われるが、英国でのEU離脱問題など経
済が大きく加速することはなくても縮小することだ
けは無いように願っております。
国内に目を向けて見ると、昨年10月の消費増税の
影響が懸念されていたものの、上げ幅が少ない等の
理由から、シンクタンク調査でも増税直後の反動減
はあるものの、個人消費のマインドは緩やかな増加
基調と判断している模様です。また人手不足や働き
方改革を背景に情報化投資などに積極姿勢が見て取
れます。
このような情勢の中、国際競争力強化策のひとつ
として一昨年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」があげられ、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」で検討が進められております。概要と
しては本年末までにはデータ連携基盤を構築し順次

稼働に向けてのテストも始まる予定です。このシス
テムが全面的に稼働するとNACCSとの連携、さらに
各社におけるシステム等が連携するなど重複する入
力がなくなり港湾における貿易手続きが、より一層
の効率化が進むものと期待しております。さらには
働き方改革や人手不足など労働環境の変化にも寄与
するものと思います。
一方、ここ数年は毎年のように気候変動の影響な
のか自然災害による猛威に見舞われ、一昨年の阪神
港での被害、昨年の台風15号、19号や豪雨では、関
東地方にも多くの被害を受けました。横浜港では金
沢区の護岸が崩壊し周辺地区への浸水被害や南本牧
ふ頭と首都高速をつなぐ「南本牧はま道路」に貨物
船が衝突し通行止めになるなど、被害にあわれた皆
様には心よりお見舞い申し上げます。今後、増々事
業継続（BCP)に対する意識を備えておくことが重
要かと思います。
これら、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。



十二支で一番に
昔々、神様が動物たちに
向って「1月1日の朝、挨拶
に来たものから順番に12番
目まで毎年交代でリーダー
にする」と言った。国会な
どで審議を引き延ばすた
め、投票のときなど極端に
のろのろと行動することを
「牛歩戦術」というが、牛
の歩みはのろい。
牛は「自分は歩くのが遅
い」ことを痛感していたの
で、他の動物よりも早く行
こうと、前日の夜から歩き
始めた。その牛を見ていた
ネズミは一計を案じた。そ
れは、牛の背中に乗ること
であった。こっそり背中に
乗ったネズミは牛の歩みと
ともに神様の元に向った。
牛は一番に神様の前に現
れ、「牛が一番」と思った
矢先、突如牛の背中からネ
ズミが飛び降りて牛よりも
先に神様に挨拶して「一番」
になった。
猫は人間にとって身近な
動物なのになぜ十二支に入
らなかったのか、疑問に思
われる方も多い。実は、猫

はネズミに神様に挨拶する
日を尋ねたが、ネズミは天
敵の猫にわざと1日後の「1
月2日の朝だ」と教えた。1
日遅れて挨拶しに来た猫に
対して神様は、「何だ、今
頃来るなんて！顔を洗って
出直してこい」と言って追
い返した。それ以来、ネコ
は暇さえあれば顔を洗うよ
うになった、とのことであ
る。

いろいろなネズミ
一口にネズミと言っても
いろいろあり、世界中には
なんと千種類もあるらし
い。ネズミは帰化動物で、
もともと日本に生息してい
たとされるのがハツカネズ
ミで弥生時代と最も古く、
次に古いのが7世紀には生
存していたといわれるクマ
ネズミで、ドブネズミは江
戸時代初期に渡来してきた
そうである。こういうわけ
で、干支のネズミはハツカ
ネズミまたはクマネズミで
ある、というのが通説であ
る。
「ネズミ」のイメージは
悪く、人間に嫌われ、夜者

（ヨモノ）、夜の人（ヨルノ
ヒト）、こそ泥（コソ）、強
盗（ガント）などと呼ばれ
ている。しかしネズミは医
学や医薬の実験動物として
用いられ、間接的に人間の
役に立っている。そして、
ハムスター (hamster) 類を
中心としてペットにもなっ
ている。
なお、日本では、このよ
うな実験動物を一般に「モ
ルモット」と呼んでいるが、
これは一種の和製英語で、
英語では cavy, guinea pig な
どと言う。「モルモット」
は marmot に由来するが、
marmot はアルプスやピレ
ネー山脈の穴に住むげっ歯
類の動物で、guinea pig と
は全く異なった動物であ
る。
一方、ネズミには、嫁が
君、翁（ウウメ）、御福
（オフク）、福の神、お客様
（オキャクサン）、姉様（ア
ネサマ）などの愛称もある。
正月のネズミを詠んだ芭蕉
の句に「餅花やかざしにさ
せる娌（よめ）が君」とい
うのがあるが、娌は「嫁」
のことである。さらに、ネ

ズミは、大黒様のお
使いとして尊重さ
れ、正月に餅を与え
て、その食べ方で吉
凶を占う「ネズミの
年取り」という風習

が残っている地方があるら
しい。お爺さんがネズミの
穴の中に入って歓待される
という「ネズミ浄土の話」
もある。
「ネズミ」に相当する英
語はrat とmouse の2つがあ
る。「今年はネズミ年だ」
はThis is the year of the rat.
またはThis is the year of the
mouse. という。Google でチ
ェックしたところ、前者は
約1,100,000件ヒットした
が、後者はわずか2件だけ
だった。rat と mouse につ
いては後で詳述する。
正月には酒を飲んで新春
を楽しむが、複数のネズミ
（英語ではrats）に酒を飲ま
せてひっくり返してやれば
どうなるだろう？「星にな
る」が正解である。なぜな
らratsの綴りを逆にすると
star（星）になるから。

ネズミの鳴き声
「ネズミが鳴く」を英語
では、Rats [Mice] squeak
[cheep, chirk, eep] という。
なお [   ]は、直前の語の代
わりに用いられる語を表
す。Rats の代わりにMice も

同じ「ネズミ」という意味
で用いられるということで
ある。ratsは「ドブネズミ」
でmiceは「ハツカネズミ」
であるが、ratsと miceにつ
いては後で詳述する。
そして（ネズミが）「鳴

く」という動詞には、
squeak, squeal, cheep, chirp,
eep などがある。ネズミの
鳴き声は日本語では「チュ
ーチュー」と表示されるが、
英語ではまったく異なり、
squeak とかeep と表示され
る。一体、どちらの鳴き声
がネズミの本当の鳴き声な
のかさっぱり分からない。
鶏の場合、日本語では「コ
ケコッコ―」であるが英語
では cock-a-doodle-dooであ
る。そして、フランス語で
は cocorico と表示される。
同じ動物の鳴き声が国によ
ってその表示が異なるのは
面白い言語現象のひとつで
ある。

ネズミを含む表現
（スピード違反の取り締
まりの意味での）ネズミ取
り、袋の中のネズミ、頭の
黒いネズミ、ネズミ講、ネ
ズミ算など、ネズミを含む
日本語を英訳する場合、直
訳式に rat またはmouse
(mice) を使うことはほとん
どない。直訳しても日本語
の意味が通じないからであ
る。俗にいう「ネズミ取り」
は、英語でpolice speed trap
またはpolice radar trap と言
う。trap は「罠」である。
スピード違反でパトカー
（正しい英語では patrol car
と言う）に追われ路地に入
ってしまうとどこへも逃げ
られなくなり「袋の中のネ
ズミ」になる。これを英語
では The driver is driven into
a corner like a rat in a trap. と
言う。「頭の黒いネズミ」
は、物を盗んだり、悪いこ
とをしたりする人のこと
で、英語では、a pilfering
servant, an unfaithful servant,
a dishonest clerk, untrust-
worthy clerk, a pilfering
person, a person who pilfers,
a pilferer などと言う。pilfer
は（常習的に）こそ泥を働
く、ちょろまかす、くすね
る、という意味である。
pilfer の名詞であるpilferage
は、物流業界では、ご存じ
のように「抜き荷」と訳さ
れている。
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「ネズミ講」は、詐欺的
な利殖法で、1979年に法律
で禁止されたが、まだひそ
かに行われているようだ。
英語ではpyramiding または
pyramid scheme と言う。
pyramidは、ピラミッド式
に徐々に増やすことであ
る。「ネズミ講式販売法」
は英語で pyramid selling と
言う。
「ネズミ算」は「ネズミ
算式に増える」のように用
いられる。これは「幾何級
数的に増える」という意味
である。英国の経済学者マ
ルサスが『人口論』の中で、
「人口は幾何級数的に増え
るが、食糧は算術級数的に
しか増えないため貧困は必
然であり、道徳的人口増加
抑制策が必要である」と説
いたが、この「幾何級数的
に増える」ことを日本語で
は「ネズミ算式に増える」
と 言 う 。 英 語 で は 、
increase geometrically また
は increase in geometric(al)
progression と表現する。

rat とmouse
rat は汚らしいドブネズ

ミのようなもので、より大
きいネズミをイメージさせ
る。一方、mouse は、かわ
いらしい小型のペットとし
て飼うネズミを指す。生物
学的には、野生のドブネズ
ミ、クマネズミ属を改良し
たものが ratで、小さなハ
ツカネズミがmouse と分類
できる。なおmouse の複数
形は mice であるが、パソ
コンの「マウス」の意味で
は mouses とすることもあ
る。
英語話者でも、あるネズ
ミを見た場合に瞬時に生物
学的な知識でratかmouse の
判断をするわけではなく、
一般的な見た目のイメージ
と大きさなどにより使い分
ける。ある日本人が宿泊し
たホテルの部屋でネズミが
出たので、フロントデスク
に電話して「マウスが出た」
と言ったら「違う、ラット
だ」と言われた、という笑
い話がある。ネズミ (rat と
mouse) の英語について関
心のある方は拙著『動物に
たとえる英語表現事典』
（「丸善プラネット（株）」
発行）をご覧いただきた
い。

mouse のイメージ
mouse と言えば、Disney

の漫画映画の主人公である
Mickey Mouse を思い出す。
その girl friendはMinnie
Mouse である。この映画は
単純で子どもっぽいことか
ら、Mickey Mouse には、く
だらないもの、（大学生な
どが）単位の取りやすい学
科、という意味もある。選
挙用語で、「当選確実な立

候補者」をMickey Mouseと
言うが、逆に「落選間違い
なしの泡沫候補者」は俗語
でHumpty-Dumptyと言う。

Mickey Mouse habit は軽
い薬物中毒のことで、これ
が 高 じ る と Mickey
Mouthears（パトカーの屋
根についている回転灯、サ
イレン）を見ると怖くなっ
て逃げ回る羽目に陥る。
このように、mouse や

mice のイメージは総じて、
暗くて悪く、小心、いけに
え、貧困、乱雑、暗黒の霊、
騒乱などを象徴する。
mouse の形容詞 mousyに
は、臆病な、静かな、内気
な、という意味以外に、女
性の外見がさえない、ぱっ
としない、という意味があ
る。例えばThat mousy girl’s
getting married to that
billionaire’s son.（あのぱっ
としない娘が億万長者の息
子と結婚するんだ）という
ように用いられる。「玉の
輿（こし）に乗る」わけで
あるが、ずばり、英語では
marry into money と言う。

mouse やmiceを含む表現
mouse や mice を含む表

現には余りよくないイメー
ジを反映したものが多い。
例えば、苦労をした割に報
われない仕事や骨折り損の
ことを mouse milking と言
う。
その他、drunk as a mouse

（へべれけに酔っ払った）、
play cat and mouse with …
（…をもてあそぶ）、as poor
as a church mouse（赤貧洗
うが如し）、rats and mice
（さいころ）、mouse and
man（生きとし生けるも
の）、like a drowned mouse
（惨めな有り様で）などが
ある。
以下はよく知られている
英語の諺である。

When the cat is away, the
mice will play.（猫がいない
と、ハツカネズミは遊びま
わる）
日本語の「鬼の居ぬ間に
洗濯」に相当する。

Keep no more cats than
will catch mice.（ハツカネ
ズミを捕る猫だけ飼ってお
け）
役に立たない者を雇って
おくな、という意味。特に、
不況時に、必要なことであ
る。

Don’ t make yourself a
mouse, or the cat will eat you.
（自らハツカネズミになる
な、さもないと、猫に食わ
れる）
毅然としていないと他人
にしてやられてしまう、と
いう意味。処世訓のひと
つ。

Let the cat wink and let the
mouse run.（猫には目をつ
ぶらせ、ハツカネズミに走

りまわらせよ）
時には強い方が目をつぶ
ることが必要である、とい
う意味。

The mountains have
brought forth a mouse.
（山々がハツカネズミを一
匹産んだ）
日本語の「大山鳴動して
ネズミ一匹」に相当する。

rat のイメージ
rat には「ドブネズミ」

以外に、裏切り者、密告者、
スパイ、卑劣漢、嫌な奴、
こそ泥などの意味もある。
複数のrats は俗語で、気ち
がいの、頭の変な、という
意味の形容詞で、Oh, rats!

は、まさか、ばかな、とい
う意味である。rat のイメ
ージは、破壊、疫病、悪魔、
卑劣、不潔、死、腐敗、地
下世界など悪いものがほと
んどである。
俗信では、ratは死者の霊
であり、危険を知らせる力
がある、とされている。
シェイクスピアの4大悲

劇の一つ『ハムレット』の
第3幕第4場にはHow now! A
rat? Dead, for a ducat, dead!
（おや！ネズミか？くたば
れ、くそっ、くたばれ！）

という場面がある。しかし、
古代ローマでは、吉運を表
していた。

rat を含む表現
既述のようにrat の悪い

イメージを反映した表現が
多い。He has [sees] rats.は、
「彼はアル中で頭が変にな
っている」という意味であ
るが、He has [sees] a rat. も
よく似た意味で「彼は変わ
っている（頭がいかれてい
る）」ということで、単複
いずれでも、悪い意味を表
している。
間投詞としてのRats! は

俗語で「チェッ」という意
味である。drunk as a rat,

poor as a rat, weak as a rat
は、それぞれ、酔っ払って、
無一文で、弱り果てて、と
いう意味である。既述のよ
うに、rat自体に「卑劣」や
「汚い」の意味があり、例
えば「彼女の前夫はひどい
男だった」は英語で Her
ex-husband was a rat. と言
う。デートして、自分自身
の食事代まで相手の女性に
払わせるような男がいた場
合、その話を聞いて「男の
風上にも置けない奴だな
ぁ」と言うが、これを英語

では That’s a ratty thing to
do.と言う。
昔はネズミの数が現在よ
りも圧倒的に多く、田舎の
木造の家では、夜になると
ネズミが天井裏で「運動会」
をしていた。ときには、枕
元を走って行くこともあっ
た。これは「ネズミの競争」
であるが、英語の rat race
は、近所の人々とのばかげ
た競争や会社での同僚との
出世争いなど、愚かで無益
な競争のことである。
さて、He gave me rats. は
どういう意味だろうか。直
訳すれば「彼は私にネズミ
をたくさんくれた」である
が、「彼は私をつらい目に

あわせた」という意味であ
る。give ~ rats は「～をつ
らい目にあわせる」という
意味の idiomである。

rat を含むことわざ
Rats desert a sinking ship.

がよく知られている。「ネ
ズミは沈みかけた船を見捨
てる」という意味である。
これとほぼ同じ意味の日本
語のことわざは「落ち目に
は暇取ろう」である。「落
ち目の人との関係は、でき
るだけ早く断ち切れ」とい

うことである。He that is
down, down with him.もよく
似た意味である。自分の上
司の勢いが衰えてきたら、
すぐにその上司の元を離れ
る部下のように、情のない
さまのことである。英語で
いえば、To be heartless as
to be ready to leave one’s
master when his star is on the
wane.である。
そのほか、英語の文献に

1870年に初めて出てきた
’Tis an old rat that won’t eat
cheese. ということわざが
ある。「チーズを食べよう
としないネズミは老練なネ
ズミである」という意味で
ある。好物のチーズを見て
も、それが囮の餌ではない
か、と訝って食べないネズ
ミは老獪で、分別のあるネ
ズミであるが、人間もつい
誘惑に負けたり、甘言につ
られてしまうことがある。
要注意！

子
ね

年生まれの人々へ
十二支のそれぞれの年に
生まれた人々には個々に守
り本尊がついている。ネズ
ミ年生まれの人々の守り本
尊は千手観世音菩薩で、千
の慈眼と千の慈手ですべて
の悩みを救い、すべての願
いごとを叶えてくれる観音
さまである。観（世）音の
ことをサンスクリット語で
は Avalokite varaと言う。英
語では、The Thousand-
handed Merciful Goddess と
言うらしい。
では、最後に筆者から、

「千手観世音菩薩のお恵み
がありますように！」とい
う意味の呪文「オンバザラ
タラマキリク」を唱えよう。
下記はその英訳である。
May The Thousand-handed
Merciful Goddess relieve you
from all your worries and
grant your every request!
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