
®

SENWA MARITIME AGENCY, LTD.
 

JAPAN – U.S.A. / CANADA
– WEEKLY & FIXED DAY –
CONTAINER / BREAKBULK

JAPAN – U.S.A. / CANADA
– WEEKLY & FIXED DAY –
CONTAINER / BREAKBULK

General Agents in Japan

米中貿易摩擦に加え、
2020年に入り新型コロナウ
イルス（COVID-19）が世界
に蔓延、感染拡大防止のた
め経済活動が制限、米国の
景気が大きく下振れ、コン
テナ荷動き量も減少、上半
期の実績は2009年以来の前

年割れとなったが、下半期
から一転して増加、一方で
アライアンスを中心に輸送
需要の減退に対応した減便
による船腹調整が奏功し、
往航の運賃が急騰、北米西
岸向けは史上最高を記録、
配船社の採算も大きく改善

した。船腹とコンテナ不足
で下半期も運賃は高水準に
推移、2021年の春節まで好
景気が続く見通しだが、中
国、米国などの規制当局が
介入の動きをみせ、米中関
係、COVID-19の流行の行方
など先行きはいぜん不透明。

荷動き下期に回復
日本海事センターがJOC-

PIERSデータをもとにまと
めた20年1～11月累計は前
年同期比2.1％増の1,659万
9,910TEUと小幅増加した。
9月以降は米国でのモノ消
費需要の増加で「家具、寝
具」、「機械類」、「玩具、遊
戯用具、スポーツ用品」が
大きく伸び、自動車関連も
復調し増加に寄与した。ま
た、米国からの復航は、1
～9月累計は前年同期比
6.2％減の486万2,482TEUだ
った。
米 国 の 調 査 会 社 、

Descartes Datamyneが11日
に発表した米国税関の
ACE・B/Lデータをもとに

した11月のアジア主要10カ
国・地域発米国向け往航コ
ンテナ輸送実績（母船積地
ベース）は、前年同月比
23.6％増の162万7,215TEU
と11月の最高を記録、1～
11月累計は前年同期比2.5％
増の1,548万3,677TEUとな
った。
また、米国小売業協会

（ NRF） と 調 査 会 社 の
Hacket Associatesが発表し
た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レポートによれば、
20年10月の輸入実績は211
万TEUで前月比5.2％増、前

年同月比 17.6％増加し、
2018年10月の204万TEUを
超え過去最高を記録した。
7～10月のピークシーズン
での輸入量は830万TEUで
前年同期比8.8％増加、過
去最高だった2018年の770
万TEUを大きく上回った。

2020年は年間で、年初の
落ち込みが影響し前年比
3.4％減の2,090万TEUを予
想していたが、年末の輸入
増で0.8％増の2,180万TEU
へ上方修正、2021年1月は
2.4％増の186万TEU、2月は
2.6％増の155万TEU、3月も
17.8％増の、4月も8.3％増
の174万TEUを見込んでい

新型コロナが様々な影響
北米航路

2020年の国際コンテナ船業界は新型コロナウイルス（COVID-19）に翻弄、未曾有
の変化に見舞われ、サプライチェーンのいたるところでボトルネックが現れ、コンテナ
不足で運賃が高騰、コンテナ船社は過去最高を業績をあげる一方で、スペース不足や港
湾の混雑、配送遅れで物流コストが増大し荷主業界からは悲鳴をが上がった。2021年
はワクチンの開発が進み、前半にはサプライチェーンの混乱も収まり、正常に戻ること
が期待されている。
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る。
デンマークの海運コンサ
ルタント、Sea-Intelligence
の調査によると、COVID-19
の影響は2020年3月にピー
クに達し、下半期には
COVID-19の危機を乗り越
え、第3四半期に船腹量が
北米西岸航路で前年同期比
13.1％増、アジア／北米東
岸航路で16.6％増と過去10
年間で最大のコンテナ船腹
量の増加を促した。
第4四半期（10-12月）の

太平洋航路におけるコンテ
ナ船腹量は過去に前例がな
いほど増加、8週間の平均
増加率は前年同期より20％
以上となり、SeaIntellが統
計を取り始めた2012年以来
の最高水準になった模様
だ。

輸送需要の減退に対応し
た船社の大幅な運休措置に
よる船腹調整で運賃市況は
20年5月以降に急騰した。
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（THC除く）の
である上海輸出コンテナ運
賃指数（SCFI）の推移をみ
ると、1月は北米西岸航路
1,558ドル／FEU、北米東岸
航路2,849ドル／FEUだった
ものが、6月には船社の運
休規模がわずかに低下した
ものの、市場全体の需給が
良好に推移し、スペースタ
イトを受け船社が月初から
複数回の値上げを実施した
ことで、市況は北米東岸航
路で20.9％の値上がりに達
し、それぞれ2,488ドル／

FEU、3,074ドル／FEUへ急
騰した。
そして8月には北米西岸

航路3,639ドル／FEU、北米
東岸航路3,805ドル／FEUと
北米西岸航路が過去最高を
記録、9月には北米東岸航
路が 4,207ドル／ FEUと
4,000ドル台へ乗せ、11月は
北米西岸航路3,884ドル／
FEU、北米東岸航路4,674ド
ル／FEUと高水準で推移
し、2019年の年間平均に比
べ北米西岸航路は2.5倍、
北米東岸航路は約1.8倍に
達した。

期契約運賃も上昇
一方、オスロに本拠を置
く Xenetaの XSI（ Xeneta
Shipping Index、海上運賃指
数）は16万港湾間をカバー
する1億6,000万件のデータ
ポイントを使用し、最新の
市況動向を分析、毎月長期
契約海上運賃指標、Xeneta
Shipping Index（XSI）を発
表しているが、20年11月の
長期契約海上運賃指標、
Xeneta Shipping Index（XSI）
は113.64と前月比1.6％上
昇、5月以来の最高を記録
した。
前年同月比で1.9％上昇

したが、2019年末比では
0.9％低い水準となり、大
手コンテナ船社は新型コロ
ナウイルス（COVID-19）の
嵐と経済的な困難を乗り越

え、長期契約運
賃を2カ月連続
で押し上げた。
このうち、米
国の輸入XSIは
123.96と前月比
2.8％上昇、前
年 同 月 比 で
0.4％上昇した
が、昨年末より
0.9％下落、一
方の輸出XSIは
88.66と前月か
らほとんど変化
なく、前年同月
比で7.7％上昇、
19年末よりは
7.5％低かった。
極東／米国航路はコンテ
ナ不足が続くなかで運賃が
急騰、船社は来年の年間契
約交渉を優位に進めるた
め、少なくともスポット運
賃の維持を目指していると
分析している。

米国の景気回復
米国では、2020年3月半

ば以降、COVID-19の感染拡
大防止のための活動制限が
広がるなか、景気が大きく
下振れ、1～3月期、4～6月

期まではマイナス成長とな
ったが、7～9月にはプラス
に転じ、その後も景気回復
が続き、年間の実質GDP成
長率は2019年の+2.2％から
▲3.5％に低下したあと、
新しいワクチンの効果、
COVID-19の感染拡大状況が
大きく影響するものの、実
質GDP成長率は＋3.6％に好
転するものとの見方も出て
いる。
みずほ銀行の調査による
と、2021年も前年比+1.3％

の1,815万2,000TEUと引き
続き増加基調で推移、今後
5年間で年率2.5％伸び2025
年に2,029万8,000TEUに達
すると予想している。
ただ、先行きを楽観視す
る向きが多い中、COVID-19
の第2波や米中関係の悪化
の懸念で不透明感も漂い、
コンテナ船社は、荷動き状
況に応じた柔軟な船腹調整
や減便によるコスト圧縮へ
の取り組みを続けていくこ
となる見通し。
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欧州では、ユーロ圏・英
国ともに、2020年7-9月期
の実質GDPは新型コロナウ
イルス（COVID-19）流行前
の9割を超える水準まで回
復した。輸出などの回復が
遅れる一方、個人消費が急
速に持ち直したことが主
因。

10月入り後は、COVID-19
の感染再拡大を受け、各国
は再び活動制限を強化。雇
用・所得環境の一段の悪化
は避けられず、サービス関
連を中心に、個人消費は再
び落ち込む公算が大。一方、
企業活動への影響は小幅に
とどまる見込み。海外景気
の持ち直しなどに支えら
れ、製造業生産は底堅く推
移した模様だ。

荷動き後半に回復
2020年上半

期（1～6月）
のアジア／欧
州航路の往航
コンテナ荷動
きは、引き続
き新型コロナ
ウ ィ ル ス
（ COVID-19）
の影響による
需要減が続き
前年同期比
12.3％減の729
万9,440TEUだ
った。
下半期に入

り、7月は前
年同月比1.9％
増 の 152万

2,251TEUと7カ月ぶりのプ
ラス、1～7月累計は前年同
期比10.1％減の882万2,417
TEU、8月は前年同月比
1.6％増の147万6,235TEUと
2カ月連続のプラスで8月の
過去最高を記録、1～8月累
計は前年同期比10.3％減の
1,011万1,249TEU、9月の往
航コンテナ荷動きは、欧州
で感染再拡大に備えた在庫
確保の動きにより前年同月
比8.0％増の146万1,407TEU
と3カ月連続のプラスで9月
の過去最高を記録した。1
～9月累計は前年同期比
8.3％減の1,157万3,460TEU
とマイナス幅が1ケタに縮
小した。

10月は前年同月比7％増
の136万4,273TEUと4カ月連
続のプラス、1～10月累計
は前年同期比 6.9％増の

1,293万8,021TEUとなった。
AXS-Alphaliner（仏）の

レポートによると、中国に
おけるCOVID-19の流行によ
る春節休暇の延長で、船社
による中国発サービスの運
休が拡大し船腹量が167万
TEUに達したが、その後は
ペースダウン、中国のデジ
タル海運情報メディア、
Sofreight（捜航網）が5月に
発表したデータによると、
20年5～7月にアジアと北
米、欧州・地中海を結ぶ4
航路の運休便は合計189便
（5月106便、6月73便、7月
10便）となった。
夏場に入ると、Drewry

Maritime Research（英国）
のWeekly Cancelled Sailings
Trackerによると、9月第2週
（7-13日）における太平洋
航路とアジア／欧州・地中
海航路の運休便は合計でわ
ずか2便、9月前半までの累
計でも8便と運航予定便230

欧州の経済正常化は22年後半
欧州航路

需給バランス

需要 供給 平均船腹増加率

スポット運賃推移

スポット運賃急騰
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便のわずか3％にとまどり、
8月からの運休減少傾向が
続き、中国の国慶節連休後、
コンテナ輸送市場は季節的
なオフシーズンに入った
が、船腹供給はコンテナ船
社が10月初旬に運休計画を
キャンセルした。

運賃は11月に急上昇
こうした情勢の中、アジ
アから欧州・地中海向けス
ポット運賃を上海輸出コン
テナ運賃指数（SCFI）の推
移でみると、1月の欧州航
路1,048ドル／TEU、地中海
航路1,180ドル／TEUから下
落が続き、4月に欧州航路
743ドル／TEU、地中海航
路853ドル／TEUと底打ち、
5月には欧州航路801ドル／
TEU、地中海航路 872ド
ル／TEUへ上昇に転じ、6
月以降も上昇傾向をみせ、
秋にはCOVID-19が欧州諸国
で再流行、仕向け地での
様々な生産活動や日常生活
に悪影響が出る中、現地の
物資需要が高まり輸送需要
が旺盛となり、11月には欧
州航路1,530ドル／TEU、地
中海航路1,652ドル／TEUま
で上がった。

12月に入ると、香港を拠
点とするロジスティクス企
業で、発送見積もりをワン
ストップのオンラインサー
ビ ス を 提 供 し て い る
Freightosによると、アジア
→北欧州向け Freightos
Baltic Index（FBX）が約
4,000ドル／FEUと10月末か
ら77％上昇、アジア→北米
西岸の水準となり、FEUあ
たり4,000ドルのスポット運
賃が新たな標準になった。
さらに Drewry Maritime
Research（英国）が発表し
ている米国、欧州、アジア
発着主要8航路の世界コン
テナ運賃指数（WCI）は12
月第3週のスポット運賃は
上海→ジェノアが6,661ド

ル／FEU、上海→ロッテル
ダムも6,503ドル／FEUと初
の6,000台へ乗せた。
アジア／欧州・地中海航
路は荷動きが活況を呈し、
21年2月の旧正月まで続く
ものと見込まれている。コ
ンテナ船社が旧正月までに
中国へ空コンの返送を急い

でおり、英国では輸出貨物
用のコンテナ不足が深刻化
し、一部には10,000万ドル
を超えるまでに高騰した。

21年も荷動き堅調
欧州では、ユーロ圏・英
国ともに、2020年7-9月期
の実質GDPは新型コロナウ

イルス（COVID-19）流行前
の9割を超える水準まで回
復、10月入り後は、COVID-
19の感染再拡大を受け、各
国は再び活動制限を強化し
たが、10～12月期の実質
GDPは再びマイナス成長と
なり、2021年は、感染が収
束するにつれ活動制限が緩

和され、景気は回復コース
に戻るとみられ、Ｗ字型の
回復が期待されるものの、
雇用・所得環境の悪化など
から、経済活動が以前の水
準に回復するのは2022年後
半となる見通し。
みずほ銀行はアジアから
欧州向け荷動きは2021年以

降、COVID-19感染の影響か
らの緩やかな回復に加え、
引き続き欧州経済の堅調な
成長が見込まれることか
ら、2021年は+3.9％の1,611
万8,000TEU、今後5年間で
年率+2.9％成長、2025年に
1,785万4,000TEUを見込む。

荷動きは8月以降回復
中南米諸国では2020年に
入り、COVID-19の感染拡大
が深刻化、マイナス成長と
なり、中南米諸国の経済動
向を反映、英国のContainer
Trade Statistics（CTS）によ
ると、極東から中南米向け
コンテナ荷動き量は1～10
月累計で308万3,400TEUと

前年同期の376万6,700TEU
に比べ4.6％減少した。1月
が前年同月比6.2％増、2月
が6.0％増、3月も22.4％増
とプラスで推移したが、4
月から7月にかけ3カ月連続
でマイナスとなったあと、
8月から10月まではプラス
となり回復傾向をみせた。
一方、コンテナ船腹量は、
日本郵船の調査によると、
20年8月時点で127万1,000
TEUと1年前より6.6％減、
サービス数も1サービス減

の14サービス、隻数は15隻
減少し 148隻となった。

秋にスポット運賃急騰
こうした需給動向を背景
に中国の上海航運交易所
（SSE）が発表している上海
輸出コンテナ運賃指数
（SCFI）から中南米航路の

推移をみると、1月の2,102
ドル／TEUから2月は1,778
ドル／TEU、3月1,460ド
ル／TEU、4月1,021ドル／
TEUと下落傾向が続いた。

5月には1,060ドル／TEU
へ上昇したが、6月には968
ドル／TEUへ再び下落、7
月も市況が低迷を続け615
ドル／TEUまで落ち込んだ
後、8月にはCOVID-19の流
行が現地の生産活動へ悪影
響を与え、南米諸国の外需
への依存度が高まり、旺盛

な需要に支えられ、1,878ド
ル／ TEUと前月末から
95.8％アップ、 9月には
3,126ドル／TEUと前月から
147.2％もの大幅な上昇を記
録、10月3,979ドル／TEU、
4,313ドル／TEUと4,000ド
ル台へ乗せ、最低だった6
月の7倍にも急騰した。

21年経済は持ち直し
中南米では2020年に入

り、新型コロナウイルス
（COVID-19）の感染拡大が

中南米航路

南北航路
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深刻化、国連ラテンアメリ
カ・カリブ経済委員会
（ECLAC）は、中南米地域
の2020年の実質GDP成長率
を▲9.1％と予測する。
主要国のブラジルは、今
後の景気の行方は依然不透
明感が強く、2020年の実質
GDP成長率は前年比▲7.5％
と大幅なマイナス成長とな
った後、2021年についても
同＋2.5％の持ち直しに止
まる見通し。メキシコは景
気の行方には依然不透明感
が燻り、2020年の実質GDP
成長率は前年比▲7.5％と
大幅に悪化する見通し。
2021年は最大の貿易相手で
ある米国経済の持ち直しに
連れてメキシコ経済も回復
するものの、前年比＋
3.0％の成長に止まり、ア
ルゼンチンも国内の感染者
も増加が続いていることに
加え、同国と経済関係の深
いブラジル経済も苦境が続
くことから、実質GDP成長
率は、2020年は前年比▲
9.5％、2021年は同▲1.0％
と4年連続のマイナス成長
となると見通し。

2020年の中東諸国の経済
成長はエジプトを除きマイ
ナス、インドも4-6月以降
マイナスとなる中、CTS
（英国）の統計によると、
極東からインド亜大陸・中
東向け荷動きは1～10月累
計で506万7,800TEUと前年
同期比10％減少した。1月
が前年同月比1.7％減にと

どまったが、2月以降は6月
まで2ケタのマイナス、8月
と9月も2ケタの歩幅な落ち
込みとなった。一方、日本
郵船の調査によよると、20
年8月時点のコンテナ船腹
量は161万5,000 TEUと1年
前より4.0％減、サービス

数は2サービス減の36 サー
ビス、隻数は8隻減少し61
隻となった。

運賃は7月以降上昇
2020年のアジアから中東
向けスポット運賃の推移を
中国の上海航運交易所
（SSE）が公表している上海
→ドバイの上海輸出コンテ
ナ運賃指数（SCFI）でみる
と、1月下旬1,123ドル／
TEU、2月下旬1,027ドル／
TEU、3月下旬、1,004ド
ル／TEU、4月下旬637ド
ル／TEU、5月には中東地
域でのCOVID-19拡散に加え
ラマダン（断食月）で荷動
き量は低調、一部船社の運

休措置で輸送能力規模が抑
制されたものの需給改善に
効果なく581ドル／TEU、6
月下旬も輸送需要がラマダ
ン明け後に再び停滞、米国
がイランに制裁を課したこ
となどから、一部船社が段
階的に輸送能力を縮小した

が、船社間の集荷競争で市
況は下落、470ドル／TEU
まで落ちた。

7月下旬からは、中東で
イスラム教のイード・ア
ル・アドハー（犠牲祭）を
迎える中、市場は伝統的な
ピークシーズンに入り、輸
送需要は着実に増加、船腹
量も適正水準に751ドル／
TEUに回復、8月下旬837ド
ル／TEUで5.2％上昇、9月
下旬1,081ドル／TEU、10月
下旬1,085ドル／TEU、11月
下旬、1,412／TEUと上昇傾
向を続けた。

中東経済回復へ
国際通貨基金（IMF）が

2020年10月に発表した「世
界経済見通しによると2020
年の中東各国の実質GDP成
長率は、エジプトを除く全
ての国でマイナス成長とな
った。産油国のサウジアラ
ビアは▲5.4％と、6月時点
の予測値（▲6.8％）より
上方修正されたが、アラブ
首長国連邦（UAE）は▲
6.6％、米国制裁に苦しむ
イランは▲5.0％、クウェ
ートでは▲8.1％となった。
非産油国も、新型コロナウ
イルスの感染者数が再増加
傾向にあるイスラエルは▲
5.9％、トルコは▲5.0％と
なった。他方で、2021年は

パンデミックから回復し、
ほとんどの国でプラス成長
に転じると見込まれてい
る。サウジアラビアの実質
GDP成長率は2021年に3.1％
に回復する見通し。米国で
1月に誕生するバイデン政
権は、同じ民主党のオバマ
政権が進めていたイランと
の関係改善などを再開させ
る見込みで、中東の和平機
運が加速する可能性もあ
る。

インド経済も21年に回復
2020年のインドの実質経
済成長率は1-3月期が+3.1％
とプラス成長を維持した
が、4-6月期に▲23.9％、7-

9月期も▲ 7.5％となり、
1996年の四半期統計開始以
来初となる2期連続での前
年比マイナス成長となっ
た。段階的な経済活動再開
に伴い景気は底打ちしたも
のの、「封じ込めゾーン」
に指定された地域での活動
制限や州政府による独自の
ロックダウンが残り、全体

の回復ペースは緩慢で、ス
タグフレーションに対する
懸念もあり、2021年は2020
年の反動で+11.0％と高い
成長が予想されている。

国際通貨基金（IMF）は
2020年10月に発表した「世
界経済見通し」の中で、サ
ブサハラ・アフリカの2020
年の経済成長率を▲3.0％
とし、6月の発表時から0.2
ポイント上方修正した。ナ
イジェリアやアンゴラなど
の石油輸出国（注）は平均
で▲4.1％、南アフリカ共
和国を含む中所得国は平均
で▲5.1％となった。
また、世界銀行が10月に
発表した報告書「Africa’s
Pulse（アフリカの鼓動）」
の2020年10月版によると、
新型コロナウイルス感染症
の世界的流行がもたらした
景気低迷により、サブサハ
ラ・アフリカ地域の2020年
の成長率はマイナス3.3％
に低下し、25年ぶりに景気
後退局面に入ると予測し
た。

IMFでは2021年の経済成
長はサブサハラ・アフリカ
全体で+3.1％、うちナイジ
ェリアは+1.7％、南アフリ
カは+3.0％へプラスに好転
するとみている。

極東発荷動き2ケタ減
CTS（英国）の統計によ

ると、2020年1-10月累計の
極東からサブサハラ・アフ
リカ向けコンテナ荷動きは
261万200TEUと前年同期比
5％減少した。1月は前年同
月比8.7％増となったが、2
月と3月はマイナスが続き、
4月と5月は2ケタ減となり、
9月までマイナスと不振、
10月になって9.9％とプラス
に転じている。一方、コン
テナ船腹量は日本郵船の調
査で20年8月時点で101万
1,000TEUと1年前より3.3％
増え、サービス数は前年同
様21サービス、隻数も変動
なく191隻だった。

運賃は秋に大幅アップ
また、2020年の運賃推移
をSCFIでみると、西アフリ
カ向けは1月2,807ドル／
TEU、2月2,929ドル／TEU

とプラスで推移したあと、
3月2,895ドル／TEU、4月
2,765ドル／TEUと2カ月連
続で落ち込んだが、5月
2,771ドル／TEU、6月2,801
ドル／TEUへ回復、　夏場
のピークシーズンに入ると
7月は2,692ドル／TEU、8月
も2,686ドル／TEUへやや落
ち込んだあと、9月に3,101
ドル／TEUへ大幅アップ、
10月3,383ドル／TEU、11月
も3,972ドル／TEUと4,000
ドル／TEU近くまで上昇
し、2019年の年間平均値を
20.3％も上回った。
南アフリカ向けは1月

1,119ドル／TEU、2月1,042
ドル／TEU、3月839ドル／
TEU、4月1,021ドル／5月が
744ドル／TEU、そして6月
には12.1％低下し654ドル／
TEUと2020年の最低を記録
した。その後、ピークシー
ズンに入ると7月694ドル／
TEUへ戻し、8月835ドル／
TEU、9月は75.7％もアップ
し一挙に 1,000ドル台の
1,467ドル／TEUへ急騰、10
月1,852ドル／TEU、11月
1,913ドル／TEU、1-11月平
均で1,098ドル／TEUと2019
年平均を40％近く上回っ
た。

荷動き5月から回復
2020年はCOVID-19の影響
で豪州、ニュージ―ランド
とも景気後退に陥り、CTS
（英国）の統計によると、
極東からオーストララシ
ア・オセアニア向け荷動き
は 1～ 10月累計で 236万
3,600TEUと前年同期に比べ
3.8％増だった。1月に前年
同月比 4.7％減、 2月も
23.9％と落ち込んだあと、3
月は0.1％増をやや回復し
たが、4月に6.4％減と再び
マイナスとなったものの、
その後は6月から9月まで5
カ月連続で推移した。

運賃は過去最高に
2020年のアジアから豪

州・ニュージーランド向け
のスポット運賃の動向を、
上海輸出コンテナ運賃指数
（SCFI）の推移でみると、1
月943ドル／TEU、2月883
ドル／TEU、3月808ドル／
TEUと下落傾向が続いたあ

豪州・NZ航路

中東・西アジア航路

アフリカ航路
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と、4月に入るとCOVID-19
の流行が徐々に改善、企業
の生産・経営活動の回復に
伴い、市場のファンダメン
タルズに改善の兆しが見ら
れ907ドル／TEUへ上昇、5
月944ドル／TEU、6月917
ドル／TEU、7月1,079ド
ル／TEU、8月1,112ドル／
TEUと前月比3.0％上昇、9
月1,375ドル／FEU、10月
1,816ドル／TEU、11月には
2,313ドル／TEUと2,000ド
ルを突破し過去最高を記

録、最低だった3月の約2.9
倍までアップした。

AXS-Alphaliner（仏）に
よると、昨秋から極東／豪
州航路の輸送需要が大幅に
増加、配船社も相次いで大
型船を投入、休止・抜港し
ていたサービスを完全に再
開するとともに、追加のサ
ービス・増便の運航に乗り
出した。需要が高まる一方、
豪州では港湾ストで港湾が
混雑、NZのオークランド
港でも港湾労働者が減少、

荷役効率が低下し混雑し、
サービスに影響を与えた。

21年は経済回復
豪州の実質GDP成長率

は、2019年が+1.8％だった
が、2020年に入り1-3月期
に前期比▲0.3％と2011年以
来9年ぶりのマイナス成長、
続く4-6月期も前期比▲
7.0％と2四半期連続のマイ
ナス、調査開始以来最大の
落ち込みを記録した。約29
年にわたり世界最長の景気

回復が続いてきた豪州で
も、コロナ禍で景気後退に
追い込まれた。今後も景気
の回復ペースは緩慢なもの
にとどまり、2021年の実質
GDP成長率は3.2％程度が見
込まれている。ただ、中国
が豪州の主要商品の輸入を
停止、豪州の報復措置で緊
張が高まっていることが懸

念材料。
ニュージーランドでは

2020年に入り実質GDP成長
率は、1-3月期が前期比▲
5.63％、4-6月期も前期比▲
40.47％と2四半期連続のマ
イナス成長となるなど9年
半ぶりにリセッション入り
するとともに、マイナス幅
は統計開始以来最大となる

など景気は大きく下振れ。
最大の輸出相手である中国
では景気底入れの動きがみ
られるものの、世界経済の
減速を受けて財輸出が大き
く下振れ、サービス輸出も
大幅に減少するなど外需に
総じて下押し圧力が強まっ
ている。

〈第三種郵便物認可〉 SHIPPING GUIDE,  Friday,  January  1,  2021 ( 5 )

新年あけましておめでとうござ
います。

2021年の年頭にあたり一言ご挨
拶申し上げます。
はじめに、新型コロナウイルス
感染症によりお亡くなりになられ
た方々に謹んでお悔み申し上げま
すとともに、罹患された方々には
心よりお見舞い申し上げます。ま
た、今も感染拡大の防止や治療に
ご尽力されている医療関係者をは
じめとした多くの皆さまに心より
感謝申し上げます。一日も早くこ
の事態が収束し、平穏な日常が戻
ってくるよう切に願っております。
昨年は、新型コロナウイルス感
染症により、多くの国で渡航規制
や外出制限が実施されるなど、世
の中の様相が一変した年になりま
した。世界は、人・モノの動きや
経済活動の減退により、歴史的な
低迷に陥り、様々な業界に大きな
影響を与えました。
海運業界においても例外ではな
く、これまでにない問題が発生し
ました。とりわけ深刻化したのが、
船員交代問題です。各国が人の移
動に対する厳しい規制を掛けたこ
とにより、船員の交代が滞り、就
業契約期間を延長して乗船をせざ
るを得ない事態が世界中で発生し
ました。これは船舶の安全運航上
の観点からも極めて憂慮すべき問
題でした。現在では交代に関する
状況は改善したものの、未だ移動
の規制があるなかで、滞留してい
る船員の交代を進める必要があり
ます。多くの船員は物流を止めな
いという使命感を持って、乗船を
続けており、船員は社会を支える
「エッセンシャルワーカー」であ
ることをご理解いただき、応援し
ていただければと思います。
こうしたなか、日本船主協会は、
コロナ禍を乗り越えて、日本の海

運がさらなる前進と発展をしてい
けるよう、山積する重要課題に積
極的に取り組んでまいります。
海運業界にとって取り組むべき
重要な課題の一つ、地球温暖化対
策については、IMOは国際海運か
らのGHG総排出量を2050年までに
2008年比で50％削減する目標を掲
げており、新造船に続き、既存船
への国際ルールも出来上がろうと
しています。また、重油からLNG
への燃料の切り替えや、アンモニ
アや水素といった次世代燃料の実
用化に向けた取り組みなど、脱炭
素化の流れは加速していくものと
考えます。海運業界としては、世
界と社会の動向を見極め、こうし
た課題に真摯に向き合うことで、
環境分野における先進的な取り組
みを産業の力としていくととも
に、社会の持続的な発展にも貢献
していきたいと考えています。
次に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、極めて重要です。
昨年は令和3年度税制改正におい
て「外航船舶の特別償却制度の延
長」、「国際船舶に係る固定資産税
の特例措置の拡充・延長」が認め
られました。新型コロナウイルス
で大変な状況のなかでの国会議員
の先生方、国土交通省および関係
者の皆さまのご尽力に改めて御礼
申し上げます。他方、昨年から、
交通政策審議会・海事分科会「国
際海上輸送部会」において、わが
国海運の基盤整備策等が検討され
ておりますが、現行のトン数標準
税制の期限（2023年3月末）を念
頭に、わが国外航海運の競争力強
化に資する税制として、今後も維
持できるようしっかりと議論を進
めていく必要があります。
ソマリア沖・アデン湾における

海賊事案については、状況がかな
り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さまにご
尽力いただいていることから、例
年、当協会と関係団体より編成さ
れた訪問団をジブチに派遣してお
りますが、コロナ禍の下、残念な
がら昨年は派遣することができま
せんでした。このため、当協会と
しては統合幕僚長、海上幕僚長、
海上保安庁長官を訪問させていた
だき、現地でご苦労いただいてい
る皆さま及び関係者の皆さまに、
改めて感謝申し上げたところで
す。
海運業の認知度向上につきまし
ては、昨年より、小学5年生の社
会科の教科書において、海運が取
り上げられ、それを活用した授業
が始まりました。また本年からは、
中学校の教科書においても、海運
が取り上げられることとなってお
ります。今後ますます海運業につ
いて認知が広がり、理解が深まる
ことを期待するとともに、当協会
としても認知度向上に向けた取り
組みをさらに進めてまいります。
本年の干支の「丑」には「苦労
に耐える」という意味があると言
われています。7月には、延期に
なりました東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催が予定されて
おりますが、新型コロナウイルス
感染症の脅威を克服し、無事の開
催を願っております。海運業界と
しても、この感染症に屈すること
なく、わが国を支えるインフラと
して、日本経済や社会の更なる発
展に寄与できるよう努めてまいり
ます。最後に、皆さまにとって、
この苦労の先に、素晴らしい未来
が訪れますことを心より祈念いた
しまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

一般社団法人　日本船主協会

会  長　内藤　忠顕

国際通貨基金（IMF）は、
2020年10月の世界経済見通
しで、アジア太平洋地域に
おいてもひとまず回復が始
まっているが、そのペース
にはばらつきが見られる。
2020年には、主要新興市場
国における予想以上の経済
活動の低迷によりマイナス
2.2％成長を予測した。
こうしたアジア諸国の経
済状況を背景にCTS（英国）
の統計をもとに日本海事セ
ンターがまとめたアジア域
内航路のコンテナ荷動き
は、2019年が年間で4,343万
7,777TEUと前年比2.4％増
加したが、2020年は1-9月
累計で3,196万4,261TEUと
前年同期比1.9％減少した。

2020に入り、1月は前年
同月比 5.8％減の 331万
892TEU、2月が9.0％減の
245万 1,154TEU、 3月 が
7.5％減の350万8,052TEU、
4月 が 1,8％ 減 の 337万
23TEU、5月も4.1％減の392
万4,560TEUと5カ月連続で
マイナスとなった。
しかし、6月には3.1％減

の372万7,410TEUと持ち直
し、7月が2.2％増の381万
1,764TEU、8月が0.9％増の
379万 1,197TEU、 9月 が
3.3％増の344万9,965TEUと
増加傾向をみせた。
四半期別の推移をみる

と、1-3月期は前年同期比
7.3％減の927万TEUと大幅
に落ち込んだが、中国が新
型コロナウイルス（COVID-
19）の感染が落ち着き、経
済が回復へ向かった4-6月
期 は 1.1％ 減 の 1,102万
1,993TEUとマイナス幅が縮
小、7-9月期は2.1％増の
1,105万2,926TEUとプラス
に転じた。10月も前年同月
比0.6％増の394万8,524TEU
と5カ月連続のプラス。1-
10月累計では前年同期比
1.6％減の3,532万9,486TEU
だった。
一方、コンテナ船腹量は、

日本郵船の調査によると、
2020年 8月時点で 230万
8,000TEUと1年前より2.8％
減、サービス数は9サービ
ス減り、554 サービス、隻
数は9隻減少し1,156 隻とな
った。

中国発運賃が秋に急騰
2020年に入ってからの運
賃推移を上海→シンガポー
ルであるスポット運賃
（THC除く）の上海輸出コ
ンテナ運賃指数（SCFI）で
みると、2019年は年平均値
が138ドル／TEUと低迷し
ていたが、1月が前月比
15.4％上昇し 186ドル／
TEU、2月が0.7％上昇し187
ドル／TEU、3月が6.0％上
昇し198ドル／TEUと3カ月
連続でアップした。
しかし、5月に12.3％低下
し175ドル／TEU、6月が
8.6％低下し160ドル／TEU、
7月が0.8％低下し147ドル／
TEU、8月には9.5％低下し
133ドル／TEUと最低を記
録した。
その後、9月になって

1.4％上昇し135ドル／TEU
とプラスに転じ、10月が
21.5％上昇し 164ドル／
TEU、11月には283.9％も急
騰し630ドル／TEUへアッ
プ、12月中旬時点で899ド
ル／TEUと約 900ドル／
TEUへ最低だった8月の6.8
倍までアップした。
秋になって遠洋航路の活
況が近海航路まで波及、中
国発東南アジア向けスポッ
ト運賃が天井知らずに上昇
し、SSEが公表している11
月20日の上海発の東南アジ
ア コ ン テ ナ 運 賃 指 数
（SEAFI、2015年11月30日＝
503.39）は総合指数で正式
に統計を取り始めた2017年
以来、最高の4902.50を記録、
1カ月前の800台から急上昇
した。12月4000台まで低下
したものの、いぜん高水準
を維持した。SEAFIはこれ

7月から荷動き回復
アジア域内航路



LMG燃料船舶の実用化
重油脱却の最初の一歩に
気候変動への懸念や二酸
化炭素（CO2）排出削減の
必要性が高まりつつあるな
か、重油に代わる次世代燃
料として、再生可能エネル
ギーを活用した次世代燃料
を模索する動き活発化して
いる。海運会社ではバイオ
燃料、LNG、また水素燃料、
アンモニア燃料などソリュ
ーション、さらには風力を
活用したソリューションも
提案されている。その中で
完全なGHG排出ゼロを実現
する次世代燃料の商用利用
へ向かう途上の、つなぎの
ソリューションとして、コ
ストと技術面で実用性が高

いとされているのがLNG燃
料だ。

LNGを船舶用燃料として
普及させることを目的とし
た世界的業界団体のSEA
LNG Limited（SEA/LNG、
本部：ロンドン）が発表し
た2020年2月現在のLNG燃
料船の竣工建造状況レポー
トによると、LNG燃料船は
175隻が運航、新造船の発
注残は203隻、さらに141隻
のLNG対応船が発注済みに
なっていると報告してい
る。
運航中のLNG燃料船の内
訳はタンカー44隻、フェリ
ー船12隻、コンテナ船9隻、
ばら積み船6隻、クルーズ
客船2隻、自動車船2隻とな
っている。

また、世界の93港ではす
でにLNG燃料の供給が始ま
っており、さらに54港が
LNGバンカリング施設の開
発を進めている。すでに欧
州ではロッテルダム港、ア
ムステルダム港、ゼーブル
ージュ港、バルセロナ港で
LNG燃料供給が実施中だ。

2019年初めにはわずか6
隻に過ぎなかったLNGバン
カリング船は2020年2月に
は12隻が運航、さらに27隻
が発注または試験運航中と
なっており、シンガポール
では2020年後半からShip To
Ship方式によるLNGバンカ
リング船の第1船が稼働を
開始、2021年には第2船と
して商船三井がPavilion Gas
Pte Ltd（PGPL）向けにア

ジア最大の12,000裙型LNG
燃料供給船の運航を開始す
る予定となっている。
造船会社などは2010年代
初頭から相次いでLNG燃料
コンテナ船の開発を本格化
させ、川崎重工やアイエイ
チアイマリンユナイテッド
（現ジャパンマリンユナイ
テッド）はLNG燃料コンテ
ナ船の設計承認を海外の船
級協会から相次いで取得す
るなど実用化、商用化の動
きをはじめた。

LNG燃料船は一般の重油
を燃料とした船舶に比べ
CO2の排出量を23％、硫黄
酸化物（SOx）は95％以上
を削減することが可能で、
燃料費も約35％節減でき
る。

2015年には韓国の大宇造
船海洋（DSME）が開発し
た高圧LNG燃料供給装置
（HiVARR）を搭載した世界
初のLNG燃料3,100TEU型コ
ンテナ船“Isla Bella”が竣
工し、米国内航・近海船社
の Totem Ocean Trailer
Express（TOTE）に引き渡
した。
韓国の現代三湖重工業で
は2015年に当時アラブ湾岸
6カ国による合弁船社の
UASC（現Hapag-Lloyd）向
けに、将来LNG燃料化への
転 換 改 造 が 容 易 な
18,800TEU型コンテナ船の
引き渡しを始めている。
また日本でも同年9月、

LNG燃料船の嚆矢となる
LNG燃料タグボートの“魁”
が竣工し、横浜、川崎港で

タグボート作業に従事して
いる。
さらに2016年10月には日
本郵船とWallenius Lines
（スウェーデン）が50％ず
つ出資するUnited European
Car Carriers社（UECC、ス
ウェーデン）が川崎重工に
発注していた、LNG燃料で
航行可能な世界初の自動車
専用船“Auto Eco”（3,985
台積み）が中国の南通中遠

川崎船舶工程有限公司
（NACKS）で竣工するなど、
LNG燃料船は様々な船種で
その利用を拡大していく。
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国際海事機関（IMO）は、2018年4月に開催した第72回海洋環境保護委員会（MEPEC72）で国際海運
に由来する温室効果ガス（GHG）削減目標を定める「GHG削減戦略」を採択し、2030年までにGHG排出
を2008年比40％減、2050年までに50％減を目指す長期目標を設定し、海運各社も低炭素燃料やLNG燃
料使用の拡大へ向け、本格的な取り組みを開始した。コンテナ船社も例外ではなく、新たな燃料への転換を
目指し取り組みを活発化、また港湾も燃料サプライチェーン構築などを通じて競争力強化に乗り出している。

まで最も高かったのが1000
の水準だったが、過去の5
倍余りに上昇している。10
月16日に860だったものが、
10月30日には1420まで上昇
した後、11月6日に3570に
急騰し、一週間後には4000
を突破したもの。
また、寧波航運交易所

（NBSE)が公表している寧
波輸出コンテナ運賃指数
（NCFI、2012年第10週＝
1000）の推移をみても、
2020年初頭で300台だった
ものが、11月には1,800台ま
でアップしており、爆発的
は輸送需要が増している中
国出し貨物へのスペースを
割くため、日本出し貨物の
スペース確保が困難にな
り、船社から年明けに日本
発の運賃修復を打ち出す動
きも出始めた。

21年にはプラス成長に
国際通貨基金（IMF）は、

2020年10月の世界経済見通
しで、アジア太平洋地域に
おいてもひとまず回復が始
まっているが、そのペース
にはばらつきが見られる。
2020年には、主
要新興市場国に
おける予想以上
の経済活動の低
迷によりマイナ
ス2.2％成長とな
るが、2021年に
はプラス6.9％成
長と予測する。
また、日本総

合研究所は、コ
ロナ禍による活

動規制の後遺症、医療・IT
関連以外の外需低迷、さら
に社会情勢の不安定化によ
り、回復ペースが上がらな
い状況は当面続く公算が大
きく、ベトナムを除く
ASEANとインド経済の低迷
を主因に、2020年の実質
GDP成長率はアジア経済全
体で▲1.4％と、マイナス
成長。2021年はどの国も比
較的高い成長率を見込む。
2020年のNIEs（韓国、台湾、
香港）の実質GDP成長率は
前年比▲0.6％と、2019年
の＋1.8％からマイナスに
転じる見込み。

NIEsはIT関連需要の好循
環と中国経済回復の恩恵を
受けることで好調に推移
し、前年比＋3.2％と高め
の成長率になり、2022年に
は＋2.1％と巡航速度に落
ち着く見込み。ASEAN5
（インドネシア、マレーシ
ア、フィリピン、タイ、ベ
トナム）は2021年以降、プ
ラス成長に転じ、実質GDP
成長率は 2021年が同＋
5.7％、2022年が同＋5.0％
になると予想する。

みずほ銀行産業調査部は
日本産業の向こう 5年
（2021～2025年）の中期見
通し（需給動向と求められ
る事業戦略）中国とASEAN
諸国の経済成長及び相互の
経済的な連携の拡大によ
り、2021年は+5.4％の4,511
万4,000TEUと引き続きアジ
ア域内航路の荷動きは堅調
に推移し、2025年にかけて
は年率+3.8％で成長、2025
年に5,148万5,000TEUにな
ると見込んでいる。

荷動き往復でマイナス
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）
によると、日中貿易摩擦の
影響で、日本から中国向け
往航は2018年が前年比2.3％
減の1,127万188トン、2019
年が13.8％減の971万7,921
トンと2年連続のマイナス。

2020に入ると新型コロナ
ウイルスの影響も加わり、
1-3月期が前年同期比12.5減
の201万1,937トン、4-6月期

が5.5％減の241万9,545トン
とマイナスが続いたあと、
7-9月期は14.0％増の261万
3,356トンとプラスに転じ、
1-10月累計では前年同期比
0.6％増の704万4,838トンと
なった。
復航も2018年、19年と2

年連続でマイナスとなった
あとも、2020年に入っても
1-3月期が14.9％減の450万
7,720トン、4-6月期が2.8％
減の537万5,639トン、7-9月
も12.6％減の471万1,342ト
ンとマイナスが続き、1-10
月累計で前年同期比9.4％
減の1,626万6,218トンと落
ち込んだ。

運賃はDrwery（英国）の
運賃指数でみると、日本か
ら中国向けは2020年1月の
490ドル／TEUから下落傾
向をみせ、4月に前年同月
比7.4％上昇したが、5月以
降は再び下落、8月には390
ドル／TEUまで落ち横ばい
で推移、日本向けも1月の
700ドル／TEUからほぼ下
落、8月に640ドル／TEUと
底打ち、9月は650ドル／
TEUまで戻している。
上海輸出コンテナ運賃指
数（SCFI）も2019年の220
～239トン／TEUから20年
11月は232～238トン／TEU

とほぼ横ばいだった。

中国の経済成長で期待
コロナ禍を受けて2020年
の中国経済は、1～3月期に
四半期の統計がある1992年
以降で初のマイナス成長に
陥った後、日米欧に先駆け
て回復し、7～9月期は前年
同期比＋4.9％と四半期連
続でプラス成長となった。
10～12月期の成長率は＋
5.6％へ持ち直すと予想、
2020年は+1.8％成長になる
見通し。2021年は、前年の
水準が低いため、その反動
でやや上振れ、＋8.2％に
なると見込まれる。

日中航路

アジア域内航路における運賃指数の推移

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  宇 和 村　忠
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運賃は秋から回復に
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SEA LNG Limited（英国）
は2019年1月に、2020年1月
から強化される硫黄酸化物
排出規制強化（SOx規制）
対応策としても、コンテナ
船はLNG燃料の使用が最高
の自己資本利益率（ROE）
をもたらすとの研究結果を
発表し、スクラバーより
LNG燃料の方がROIが高く、
CAPEX（設備投資のために
支出する金額）が漸減、エ
ネルギーコスト面で競争力
があるとの分析を発表して
いる。
実際に新たな燃料転換に
向けてHapag-Lloyd（独）は
世界初となる大型コンテナ
船へのLNG機関のレトロフ
ィットを開始した。同社は
2019年2月に、保有する
15,000TEU型コンテナ船
"Sajir"にLNG燃料機関をレ
トロフィットし、二元燃料
化する契約を中国の上海華
潤大東船務工程有限公司と
締結した。“Sajir”はHapag-
Lloydが買収する以前に

UACSがLNG機関搭載を想
定し発注した16隻シリーズ
の1隻で、中国で工事のた
めドック入りし、現在のエ
ンジンにLNG機関と硫黄分
が0.5％以下の低硫黄燃料
（LSFO）を併用できるユニ
ットを増設する。大型コン
テナ船によるレットフィッ
トと運航状態を試験するも
ので、主にLNG燃料で航行
し、バックアップとして
LSFOを使用する。
“Sajir”にはMAN Energy

Solutions（独）製の重油と
LNGを使用する二元燃料デ
ィーゼル機関搭載し、2020
年末までに換装工事を終え
る予定となっている。
Hapag-Lloydは、"Sajir"によ
るパイロットプロジェクト
が成功すれば同型船16隻を
二元燃料ディーゼル機関に
主機換装するほか、将来建
造する新造船にも二元燃料
ディーゼル機関を搭載する
方針だ。

2020年のコンテナ船業界
でもっとも注目を集めたコ
ンテナ船の1隻が、9月に竣
工した、CMA CGM（仏）
が保有する世界初の23,112
TEU型LNG燃料超大型コン

テナ船の第1船となる"CMA
CGM Jacques Saade"だ。

CMA CGMは 2016年に
ENGIE（フランスガス公社
とスエズの合併会社）と舶
用重質燃油の代替燃料であ

る LNG船の研究で覚書
（MoU）を交わし、次世代
コンテナ船の燃料である
LNGを技術面と経済性で共
同研究を開始、2017年には
韓国の現代重工業と中国の
外高橋造船が受注合戦を展
開、同年9月に中国の中船
集団（CSSC）と22,000TEU

型コンテナ船6隻＋オプシ
ョン3隻の計9隻の建造契約
を締結した。建造船価は1
隻あたり1億4,000万ドル、
総額12億ドルと推定され、
CCSC傘下の滬東中華造船
が5隻、外高橋造船は4隻を
建造することになった。ま
たCMA CGMは同船の竣工

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。
新年を迎えるにあたり、謹んで
ご挨拶申し上げます。
さて、昨年の世界経済は、新型
コロナウイルス感染症の拡大によ
り、リーマン・ショック以来の危
機的状況に直面しました。
一方、我が国造船業を取り巻く
環境は、世界的な船腹過剰と供給
力過剰に加えて、中韓の造船企業
の巨大化、市場を歪曲する外国政
府助成の存在、地球温暖化対策の
急激な加速の影響を受けた船主様
方の発注マインドの低下等により
厳しさを増しておりました。そこ
へ新型コロナウイルスの感染拡大
による先行きの不透明感、また世
界的に人の移動が制限されたた
め、新造船の商談はほぼ停止状態
となり、我が国の 2020年上半期の
受注量は前年2分の1以下にまで減
少するなど極めて厳しい状況に追
い込まれております。
しかしながら、明るい兆しも見
えてきました。2020年末には新型
コロナウイルスのワクチン接種が
欧米で始まり、また治療薬の開発
も進展しておりますので、今後は、
新型コロナウイルスの悪影響も相
当緩和されてくることが期待され
ます。幸いに、海上荷動き量の落
ち込みは、リーマン・ショック時

程度であり、すでに世界各国は史
上空前の規模で金融緩和や財政拡
大といった経済対策を実施してお
りますので、世界で人やモノが動
き出せば、世界経済は成長を取り
戻し、海運市況も成長トレンドに
復帰すると考えています。
加えて、2023年から既存船への
環境規制（＝EEXI規制）を実施
する方向の議論が進んでおります
ので、既存船の代替建造を促す効
果が期待されます。また、2010年
前後に大量に竣工した船舶の代替
建造需要も見込まれることから、
足元は厳しい状況が続きますが、
近い将来、造船市況も回復するも
のと確信しております。
ただ、中韓との激烈な国際競争
の中で、我が国造船業が生き残る
ためには、短期的には、経営基盤
を安定させるための再編・協業を
進めるとともに、環境に優しい船
舶の発注喚起、不公正な国際競争
環境の除去等の方策が必要と考え
ております。中期的には、現場で
の生産力を持続的に高めつつ、業
界を結集して自動運航船、GHG大
幅削減船等の世の中のニーズを先
取りした船舶やサービスの提供等
の非価格競争力を強化する必要が
あります。
このためには、各社毎の自助努
力を続けるとともに、企業間の連

携や協業、海事クラスター内での
連携の強化等、業界として最大限
の注力をする所存です。
国としても、日本海事産業の長
期安定に向けた政府の総合的な対
策を策定し、造船、舶用工業へは、
仕事量の確保を図るための船舶の
発注喚起策、また国際競争力の維
持・向上を目指した事業再編や生
産性向上等の基盤整備に対する支
援やGHG大幅削減船等の技術開発
支援を打ち出していただいており
ます。これらの支援策に大きな期
待を寄せております。
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、安全保障に寄与す
るとともに、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・雇用に貢献しておりま
す。今次の不況も、海事クラスタ
ーの力を結集し、官民が連携して
いくことで、必ずや乗り越え、将
来にわたって我が国の海事産業が
維持・発展することができ、国、
地方に対する役割、貢献を続けて
いけるものと確信しております。
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。

世界最大のLNG燃料コンテナ船
"CMA CGM Jacques Saade"が竣工
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する2020年までにアジア／
大西洋航路でLNGバンカリ
ングの補給体制を構築する
と発表し、同年末にはフラ
ンスの石油・ガス大手Total
と新造コンテナ船向けに
2020年から年間30万トンの
LNG燃料を10年間にわたり
供給する契約を締結した。
建造は2018年7月に中国

の滬東中華造船長興造船基
地ではじまり、2019年9月
25日に第 1船が進水し、
CMA CGMの創業者で2018
年6月に亡くなったJacques
Saade前会長の名前を冠し
た “ CMA CGM Jacques
Saade”と命名された。
全長399.90m、幅61.3m、

LNGタンク容量18,600裙、
リーファープラグ2,200口を
備え、船橋には拡張現実技
術を用いた最新の運航管理
システムを導入したほか、
安全確保のため自動換気シ
ステム、プロペラの推進効

率を高めるベッカーツイス
トフィンを搭載し、2020年
9月に竣工した。
同船はアジア／欧州航路
に就航し11月には欧州各港
に初入港を果たし、11月13
日にはロッテルダム港に入
港後、商船三井が子会社
Emerald Green Maritimeを通
じて保有し、Total Marine
Fuels Global Solutions（シン
ガポール、TMFGS）が用船
している世界最大のLNG 燃
料供給船"Gas Agility"により
LNG燃料のバンカリングを
受け、LNG約17,300裙を補
給した。これは同船がロッ
テルダムからアジアまでの
航路を十分に往復できる量
となる。
また10月には姉妹船の第

2船“CMA CGM Champs
Elysees”、11月には第3船
“CMA CGM Palais Royal”が
相次いで竣工し、アジア／
欧州航路に投入されてい

る。
またCMA CGMは23,112

TEU型に続き、2019年3月
にはCSSCと2021年引き渡
し予定で15,000TEU型コン
テナ船10隻の建造契約も締
結しており、うち5隻には
LNG燃料推進エンジンを搭
載、アジア／地中海航路へ
の投入を計画している。

2020年6月の国連グロー
バル・コンパクト会議に出

席 し た 、 CMA CGMの
Rodolphe Saade CEO兼会長
は、2023年までにエネルギ
ー供給の10％までを代替燃
料に切り替え、2050年の脱
炭素化を目指すIMOが設定
した2030年まで中期目標、
CO2排出を2008年比で40%
削減を実現すると表明し、
代替燃料を試用した船隊拡
張を今後も継続する姿勢を
明らかにしている。
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近年、港湾でのLNG供給
体制は整備が加速し、すで
にロッテルダム、ゼーブル
ージュ、シンガポールなど
有力港がLNGの供給拠点と
して競争力を強化してい
る。
ロッテルダム港は2016年

8月に初のLNGバンカリン
グ を プ ロ ダ ク ト 船
“Ternsund”に実施した。
この際、同港は環境優遇策
により、港費の10％割り引
く措置をとり、グリーンエ
ネルギーへの転換を後押し
する取り組みを加速させ
る。
また2017年6月には、日

本郵船が三菱商事や欧州
のガス・エネルギー関連
会 社 ENGIE SA（ 仏 ）、
FLUXYS SA（ベルギー）
と設立した合弁会社がベ

ルギーのゼーブルージュ
港でLNG燃料供給・販売サ
ービスを開始し、LNG供給
船の“ENGIE Zeebrugge”
が United European Car
Carriers（ノルウェー）が
運行する自動車専用船
“ Auto Eco” と “ Auto
Energy”にLNG燃料供給を
実施した。
日本の国土交通省もLNG
燃料の利用拡大を視野に
港湾間協力を推進、2016
年10月に日本とシンガポ
ール、釜山、アントワー
プ、ゼーブルージュ、ロ
ッテルダム、ノルウェー
海事庁、ジャクソンビル
の間で世界初となるLNGバ
ンカリングを促進するた
めの国際的な港湾間協力
に関する覚書を締結し、
LNG燃料船の普及を促進

し、多国間でLNGバンカリ
ング拠点のネットワーク
を構築する取り組みに参
画した。
国交省は前年に横浜港

における船舶へのLNG燃料
供給拠点の整備に関する
方策をとりまとめ、バン
カリング拠点形成に向け
たロードマップとして
2020年までに約60億円を
投入し、国、横浜市、横
浜川崎国際港湾（YKIP）、
事業者が一体となって需
要創出や供給体制づくり、
国際連携などに取り組む
方針を示し、フェーズ1で
Truck to Ship方式のバンカ
リングの効率化、フェー
ズ2でより効率的なShip to
Ship方式のバンカリング実
現に取り組むほか、実際
にLNG燃料タグボートの港
内での運用を始めている。
シンガポール港は2017

年9月、港内で初の商用
LNGバンカリングを実施し
た。シンガポールの複合
企業Keppelと石油メジャー
のShell（英蘭）の合弁会
社FueLNGにより、Golar
LNGのFLNG（洋上天然ガ
ス液化設備）“Hilli Episeyo”
へTruck to Ship方式でバン
カリングを実施、2018年
から二元燃料タグにLNGの
補油サービスを開始して
いる。
シンガポールは政府主

導でLNGバンカリング構想
を推進、FueLNGは2016年
10月、政府系投資会社
Temasek Holdingsの子会社
であるPavilion Energyと共
にLNGバンカリングのライ
センスを取得し実地検証
を進めており、2020年ま
でにLNGバンカリング拠点
化への整備を進めてきた。

2018年10月には世界最
大の LNG燃料供給船、
“Keios”（7,500裙）が韓国
の現代尾浦造船で建造さ
れた。 Nauticorが 90%、
Klaipedos nafta（KN）が
10%を共同出資する合弁会
社が、船主の Babcook
Shulte Energy（BSE）から
用船、同年末からリトア
ニアのクライペダ港を拠
点にバルト海地域でLNGの
バンカリング事業を開始
している。
英国の調査会社Clarksons
によると2020年11月現在、
世界で船舶へのLNG供給能
力を持つ港湾は124港に拡
大し、2022年には新たに50
港以上がバンカリング機能
を整備すると見通してい
る。またShip to Ship方式で
供給できるバンカリング船
は24隻が就航し、今後2年
間で急増すると予想してお
り、次世代燃料として2020
年代前半は重油からLNGへ
燃料の大転換が起こる節目
となりそうだ。

LNG燃料に港湾も対応
バンカリング拠点は世界100港以上に
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国土交通省では深刻化す
る港湾労働者不足に対応、
日本のコンテナターミナル
（CT）で「ヒトを支援する
AIターミナル」を実現する
ため、遠隔操作RTGとその
導入に必要となる施設の整
備を支援する補助事業を推
進している。その一方で組
合側は、国ベースでのAIタ
ーミナルなどの動きに対し
てはRTGの遠隔操作などの
実験はともかく労使合意な
き「自動化」システムの本
格導入は認めないと反対姿

勢を示すとともに、港湾労
働者の雇用と職域に深刻な
影響を与えるとして、日港
協と「AIターミナル高度化
事業」について話し合いを
重ねてきた。
同確認書では、遠隔操作

RTG導入の必要性を確認し
つつも、「港湾労働者の雇
用に影響を及ぼさないよう
最大限の配慮をする必要が
あるとの共通認識」を持ち、
導入にあたっては、「現行
の産別協定である作業基準
協定のCY内での現業労働者
の定数を基本に、各ターミ

ナルごとの作業基
準に基づく定数を
履行する」として
いる。このため
RTG以外のCYに
おける業務にも港
湾労働者を起用、
CY業務以外、元

請業務を含め港湾全域を視
野に港湾労働者の雇用と職
域を確保、港頭地区の物流
倉庫など港湾運送事業の業
務、ゲートやコンテナ修理
などの港湾運送事業に前後
する作業は同職域として確
立することなどで合意して
いる。

名古屋港飛島ふ頭
南側CTで導入
日本の港湾では、大型コ
ンテナ船の寄港の増加によ
り、1寄港当たりのコンテ
ナ取扱数量が増大してお
り、コンテナ船の着岸時間
が長期化しているため、タ
ーミナル荷役能力を向上さ
せ、荷役時間の短縮を図る
必要がある。また、労働力
人口の減少や高齢化によ
り、将来的な港湾労働者の
不足が懸念されており、港

湾労働者の確保に向けて、
労働環境の改善が必要とな
っている。これらの課題に
対応するため、日本港湾の
CTで遠隔操作RTGが導入さ
れることが見込まれてい
る。日本では、名古屋港の
飛島ふ頭南側コンテナター
ミナル（TCB）で、既に遠
隔操作RTGが導入されてい
るが、さらに他CTでの導
入が期待されている。
国土交通省では19年度か
ら、遠隔操作RTGの導入促
進をとりあげ、大型コンテ
ナ船の寄港増加や将来の労
働力人口減少・高齢化に対
応したコンテナターミナル
での荷役能力向上や労働環
境改善のため遠隔操作RTG
とその導入に必要な設備の
整備に対する支援制度を創
設している。具体的には遠
隔操作RTG導入に対する補
助事業を公募、対象港は苫

小牧、仙台、京浜、
新潟、清水、名古
屋、四日市、大阪、
神戸、水島、広島、
関門、博多。対象
事業者は国際戦略
港湾の港湾運営会
社と特定外貿埠頭

会社を除く民間事業者で、
一般港湾運送事業者、複数
の出資によって設立された
ターミナルの運営者、コン
テナターミナルを借り受け
ている事業者などで、設備
投資費用の3分の1を補助す
る。

名古屋／清水／横浜／
神戸で導入へ

19年度に公募し事業採択
されたのは、名古屋港鍋田
ふ頭コンテナターミナル遠
隔操作RTG導入事業で、名
古屋ユナイテッドコンテナ
ターミナル（NUCT）に対
して、遠隔操作RTG40基
（改造：8基、新規：32基）
と遠隔操作RTGの導入に必
要となる施設（遠隔操作卓、
データ転送施設など）を対
象に19年7月～24年3月（予
定）の期間、補助金を交付
する。

また20年度は、清水港新
興津地区・国際コンテナタ
ーミナル遠隔操作RTG導入
事業、横浜港本牧BCター
ミナルQA、QBレーン遠隔
操作RTG導入事業、神戸港
ポートアイランド地区
PC18荷役システム高度化
整備事業の3事業が採択さ
れた。清水港の事業は、事
業者が鈴与、遠隔操作
RTG22基（改造5基、新規
17基）と遠隔操作RTGの導
入に必要となる施設（遠隔
操作卓、データ転送施設な
ど）を対象に20年12月～25
年3月の期間、横浜港は事
業者が鈴江コーポレーショ
ン、遠隔操作RTG・新規2
基と遠隔操作RTGの導入に
必要となる施設を対象に20
年12月～23年3月の期間、
神戸港は事業者が上組、遠
隔操作RTG新規18基と遠隔
操作RTGの導入に必要とな
る施設を対象に20年12月～
27年3月の期間、それぞれ
補助金を交付する。

関係法令も改正
一方、遠隔操作RTGの港
湾への導入に関する技術的
な対応も進んでいる。主に
既設コンテナターミナルに
導入する際、稼働中のター
ミナルにおいて施設の設置
やレイアウトの変更などの
大規模な工事を行えば、タ
ーミナルの運営に支障をき
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港湾労使は20年10月末、「港湾の自動化・機械化に関する労使協議会」を開催、
港湾における遠隔操作RTG（Rubber Tired Gantry Crane、タイヤ式門型クレー
ン）導入の必要性について確認書を締結、日本港湾のターミナル自動化へ大きく前
進した。日本港運協会と全国港湾労働組合連合会、全日本港湾運輸労働組合同盟は、
港湾におけるRTGの遠隔操作化が港湾労働者の雇用と職域に深刻な影響を及ぼしえ
ることを共通認識として、安定的な雇用環境の維持を目的に確認書を締結した。日
港協によると、世界の自動化・遠隔操作ターミナルは60ターミナル弱が稼働、屋外
労働が減り、労働災害もほぼ無く、労働環境の改善が図られるとともに、労働安全
への関心も高まっているという。

国土交通省は導入事業へ設備投資費用を補助国土交通省は導入事業へ設備投資費用を補助

（C）名古屋港管理組合

港湾労働者の雇用へ配慮

（C）名古屋港管理組合



17年7月に閣議決定した
総合物流施策大綱は20年
度が計画期間の最終年度
となり、日本の物流をめ
ぐる環境は、人口減少・
少子高齢化に伴う労働力
不足の深刻化、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大
に伴う社会・経済環境の
変化、AI・IoTなどの最新
技術の進化など、さまざ
まな変化が生じている。
検討会では、ポストコロ
ナも見据えた新たな物流
のあり方への転換ととも
に、これまで進捗してこ
なかった物流の構造改革
や生産性向上に向けた取
り組みを加速度的に促進
させるまたとない機会だ
として、今後の取り組む
べき施策を提言した。今
後、検討会の提言を基に、
国土交通省が総合物流施
策大綱を策定、21年春ご
ろに閣議決定する予定だ。
同提言の要旨は以下の通
り。

提言①：物流DXや物流標

準化の推進によるサプラ
イチェーン（SC）全体の
徹底した最適化
（簡素で滑らかな物流の実
現）
紙やFAXなどによるやり
とりの多い港湾物流手続
きについて電子的に取り
扱うことを標準とする
「港湾関連データ連携基盤」
などの取り組みを推進し、
効率的な業務環境を実現
することを目指す。川上
から川下まで物流に関わ
るステークホルダーが一
貫してシステムを活用で
きるようなデータ基盤の
整備を目指すほか、複数
の事業者の連携によるシ
ステムの共有と各種セン
サー、RFIDなどで収集・
共有したデータの活用を
推進するなど、SCの全体
最適を見据えたデジタル
環境の整備を図る。特殊
車両の通行手続きの迅速
化、AIなどを搭載した点呼
機器の認定制度を構築し、
非対面の点呼が行えるよ
うにするなど、デジタル

化に資する取り組みにつ
いて規制緩和や手続の特
例を検討する。

SC全体でのシステム共
有やデータ連携などの取
り組みと合わせた自動
化・機械化を推進するこ
とで、物流効率化に向け
た相乗効果の発揮を目指
す。海運では、AI、IoTな
どの先進技術の船舶への
活用を促進することによ
り、①陸上からの船舶の
常時状態監視、機関故障
などの予防保全、不具合
発生時の迅速な復旧支援、
②気象、海象などの周辺
情報に基づく最適な航路、
速力などの自動設定など
を実現し、より安全かつ
効率的な船舶の航行を実
現する。また、こうした
先進技術を組み合わせた
次世代技術開発を推進す
ることにより、海難事故
の減少や船員の労働環境
の改善などを目的として、
2025年までの自動運航船
の実用化を目指す。さら
に、実船を用いた自動運
航技術の実証結果などを
踏まえ、国内向けガイド
ラインの策定を進めると
ともに、国際海事機関

（IMO）で国際ルールの策
定を主導する。
物流を構成する各種要

素が標準化されることで、
物流現場の作業が簡素化
することはもちろん、自
動化機器の導入による省
人化が促され、人手不足
の中でも物流の機能と高
度なサービスの維持が可
能となる。物流標準化を
真に効率的で持続可能な
物流への転換のための社
会全体の課題として捉え、
その必要性を一般消費者
含め広く、強く発信して
いく。加工食品分野にお
ける標準化・商慣習改革
のために推進体制を整備
するとともに、周辺分野
への横展開や連携を図る。
業種分野ごとの物流の標
準化や国際化やデジタル
化を視野に入れた標準化
を推進する。
「港湾関連データ連携基
盤」を整備し、同基盤の利
便性向上と利用促進を図る
ため、「ヒトを支援するAI
ターミナル」との連携を推
進するほか、NACCSなど
他のシステムとの連携につ
いて検討する。個社・業界
の垣根を越えてSC上でデ
ータを収集、蓄積、共有、
活用するに当たっては、そ
のデータに関するセキュリ
ティの確保が極めて重要で
ある。
物流DXの実現のために

は、物流業務の革新のた
めの企画・提案ができる
人材が必要で、その確保
のため、諸外国の人材育
成の先進的事例なども踏
まえながら、これからの
物流を担う高度人材に求
められる能力を明確化し
ていく。多様な能力を備
えた人材が物流分野に参
画し、物流改革が促進さ
れるよう、産官学が連携
し教育段階における高度

物流人材育成の取り組み
を推進する。

提言②：時間外労働の上
限規制の適用を見据えた
労働力不足対策の加速と
物流構造改革の推進
（担い手にやさしい物流の
実現）
トラックドライバーを

はじめ、物流に従事する
労働者の働き方について
は、輸配送を委託する発
荷主や着荷主を含む物流
関係者全体で見直すべき
である。物流事業者の効
率化に向けた取り組みも
必須で、輸配送業務を共
同化、季節波動など需要
にムラがある状況では、
効率的に空きスペースを
マッチングするほか、既
存のリソースを有効活用
するなど、革新的な工夫
により物流の生産性を引
き上げなければならない。
物流のサービス水準維

持のためには、新たな労
働力の確保という観点も
重要である。働き方の改
善により、若年層を含む
担い手の確保に最大限努
めるほか、デジタル機器
などを駆使し、業務内容
を簡素化・汎用化するこ
とで、多様な労働力の確
保に努めるべきである。
物流が社会において見直
される中、担い手がゆと
りを持って働ける魅力的
な産業に変貌することで、
「担い手にやさしい物流」
が実現するものと考える。

提言③：強靱性と持続可
能性を確保した物流ネッ
トワークの構築
（強くてしなやかな物流の
実現）
昨今頻発している豪雨

や台風などに起因する大
規模災害や、今般の新型
コロナウイルス感染症の

流行により、SCの途絶が
クローズアップされてい
る。幹線輸送、物流施設、
配送網そして国際物流も
含め、物流ネットワーク
の強靭性・持続可能性の
確保は喫緊の課題である。
道路や港湾などの物流

インフラの耐震化や老朽
化対策など、ハードその
ものを強靭にしていくこ
とに加え、代替輸送ルー
トの確認や、有事の際の
関係者間での連絡体制や
調整スキームの構築など、
平時から行うソフト面で
の対応が非常に重要だ。
災害や感染症流行などの
有事においても強靭性や
弾力性を確保した物流ネ
ットワークの構築を目指
すべきである。
国際経済の不確実性が

増す中にあって、日本の
産業の国際競争力を物流
面で支える取り組みも重
要である。そのためにも、
強靭なSCを支えるインフ
ラ整備の促進、特に農林
水産物・食品輸出の積極
的展開に必要な物流基盤
の整備は重要だ。加えて、
SCの多元化や企業の生産
拠点整備などに柔軟に対
応できる物流ネットワー
クの構築、成長著しいア
ジアなどからのトランシ
ップ貨物など物流需要の
取り込み、物流事業者の
国際展開に対する支援な
ども重要な施策である。
さらに、物流産業におけ
る低炭素化・脱炭素化や
ゼロエミッションの確立
に向けた取り組みなど、
環境対策についても最大
限取り組む。国際情勢の
大きな変化や有事であっ
ても維持される強靱性・
弾力性を確保した、いわ
ば「強くてしなやかな物
流」を実現することが必
要だ。
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たし、国際貿易に甚大な影
響を与えかねない。このた
め国土交通省港湾局では、
既設コンテナターミナルに
対して大幅なレイアウトの
変更や工事を行うことなく
遠隔操作RTGを導入する際
の安全確保のための方策に
ついて実証を行い、既設コ
ンテナターミナルにおける
遠隔操作RTGの導入環境を
整備することを目的に、16
年度から18年度まで「荷役

システム高度化実証事業」
を実施した。18年4月には、
港湾法施行令等の関係法令
を改正し、遠隔操作RTGを
技術基準対象施設に追加し
ている。
これにより、遠隔操作

RTGの設置者は、その運用
方法の明確化とその他の危
険防止に関する対策とし
て、自然状況、利用状況そ
の他の当該施設が置かれる
諸条件を勘案して、衝突防

止に必要な措置や当該措置
の実施について責任を有す
る者の明確化、遠隔操作
RTGなどを安全な状態に維
持するために必要な運用規
程の整備を行うことが標準
となった。
さらに19年3月には、遠

隔操作RTGの設置者が整備
などを行う運用規程の参考
として、「遠隔操作RTGの
安全確保のためのモデル運
用規程」を策定している。

次期総合物流施策大綱の策定へ
20年代の施策の方向性を提言

次期総合物流施策大綱の策定に向け、今後の物流施
策のあり方について検討してきた物流業界関係者や学
識経験者などからなる「2020年代の総合物流施策大綱
に関する検討会」は12月末に提言をとりまとめた。
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感染拡大期における
初期対応と課題
コロナ禍では、物流が

人々の生活に欠かせない
職業（エッセンシャルワ
ーカー）として、あらた
めて認知された一方、緊
急事態宣言時下には多く
の会員企業が現場を原則
出社、一部は自転車・車
通勤して対応するなど物
流を止めてはならないと
いう懸命な活動が続けら
れていたことが判明した。
危機感を持って対応を始
めた時期は、国内拠点2月
（41.4％）、海外拠点1月
（34.5％）が最多で、緊急
対策本部が設置、経営ト
ップがメッセージを発信
するなど全社的な支援体
制が形成された。
現場では、①接触・対

面が避けられないドライ
バー業務や庫内作業にお
ける集団感染リスクへの
対策、②人の移動制限が
あるなかでの業務遂行の
体制維持、③貨物の急増
減による自宅待機・応援
指示への対応、が急務と
なった。事務系業務は、
テレワーク・WEB会議の
下地があったものの、①
紙ベースの業務、押印手
続き、②ノートPCなどの
ツール不足、③個別シス
テムへのアクセスなどに
課題が残った。

テレワーク、Web会議、
ペーパーレス化の推進
働き方改革の一環で、

昨年からテレワーク・サ
テライトオフィスなどを
始めた企業は比較的スム
ーズに実施できたものの、
全社ベースでの運用は想
定していなかったこと、
必要な機器・通信環境
（持ち運び可能なパソコン
や携帯電話、通信機器、
個別システムなど）も整
わない中、対応を強いら
れた企業も多かったことが
判明した。テレワーク・
在宅勤務の効果有無につ
いて、事務 74％、現場
（現場事務）69.3％と高い
一方、「全く機能しなかっ
た」、「なんとも言えない」
と否定的な意見もあり、
テレワークに向く仕事と

そうでないものの整理に
課題がみられた。
メリットとして、①電

話対応が減り業務に集中
できるようになったこと、
②全国規模の社内会議が
webで完結されて経費削減
が実現、③個人のやるべ
き仕事が定義（ジョブ型
化）さえされていれば、
生産性の確保が可能なこ
とが判明した。一方デメ
リットとして、①会議の
数・時間ともに以前より
も増えたこと、②業務の
指示、進捗具合、評価な
ど、生産性の評価が難し
いこと、③入出庫作業な
ど“現地現物”の性質上
そぐわない（手間が増え
る）業務もある。
ペーパーレス化につい

て、①現場における関係
者間の署名、②官公庁の
許認可、③社内決裁、④作
業指示書など、書面業務
が原則で手付かずの課題
が多く残されていること
が明らかとなった。一部
は、ファクスを電子デー
タ化に変更する取り組み
も現れた。

新型の感染症に対応した
BCPの整備
初期対応に関して、既

存の自然災害BCP・新型イ
ンフルエンザ対応マニュ
アルなどの内容では不足、
新たに総務部や対策本部
などで検討、すでに策
定／改定済みの事業者も
みられる。今回の感染拡
大をふまえ、多くの事業
者が今後の感染症拡大、
未知のパンデミック発生
も視野にいれたBCPの早急
な策定の必要性を感じて
いる。

ウィズコロナ、アフター
コロナの物流に向けて
今後の見通しについて、
決して明るくないものの、
多くが21年度は状況改善
を見込んでいる（20年度
比）が、現状はEC市場な
ど BtoCは堅調な一方、
BtoB（企業間取引）貨物
量が回復に至らず、①輸
送単価の下降、②車両な
どの固定費負担、③低稼
働率、など事業への影響
が長期化している。一部

では、コロナ禍の暫定的
な対応として、①月末・
月初納品などの分散化、
②時間指定の緩和、③専用
車両など固定費の補てん
要求、④助成金の活用な
どを行っている状況だ。
このような応急処置に

留まらず、コロナ対応を
機に、①パレットなどの
荷姿の標準化、②納期の
分散化、③商習慣の見直
しなど、関係者が一体と
なって物流の生産性向上
の取り組みを加速させて
いくことが重要であると
の意見が多数だった。物
流事業者も、これを機に
①無人フォーク・AGVなど
の実証研究など省人化へ
の取り組みの加速、のほ
か、②テレワークの継続
運用、サテライトオフィ
ス整備による本社のスリ
ム化、③テレワーク推進
に関わるデジタル化・ペ
ーパーレス化の検証など、
柔軟な働き方を探る動き
がみられた。

国内の感染者総数が15
万人を超える（20年12月1
日時点）状況にあること
から、このコロナ禍を乗
り切り、新しい物流業界
のためにも、取引条件の
改善や商慣習の見直し、
荷役作業の効率化やテレ
ワークを含む働き方改革
は、継続的に取り組むべ
き課題と言えよう。

１．新型コロナウイルス
感染症の影響
回答事業者の半数以上

において、社内（グルー
プ企業を含む）で感染者
が発生した。発生した事
業所では、事業所の消
毒・清掃や濃厚接触が疑
われる従業員に係る対応
などに追われた。（図-1）
日常業務に変化や影響

が出始めた時期は、国内
拠点では2月（日本国内で
市中感染の懸念が強まり

始めた頃）、海外拠点では
国内拠点よりも影響が出
始めたのが若干早く、1月
（政府が中国・武漢へチャ
ーター便を派遣した頃）
からとの回答が最多だっ
た。輸送量・取扱量など
への影響は、特に国内の
輸送部門（B to B）や倉庫
部門の減少が目立つ結果
となったが、いずれも現
在（9月）は4月期、5月期
と比して状況の改善がみ
られた。国内の輸送部門
（B to C）では、一部「大
幅に増加した」という回
答も見られたが、海外で
は厳しい状況となってい
る。

２．新型コロナウイルス
感染症対策
現場系業務、事務系業

務ともに、すべての回答
事業者において、「マスク
着用の指導・徹底」およ
び「手洗いやアルコール
消毒の指導・徹底」の指
示が出された。また、事
務系業務では「Web会議シ
ステムの導入・利用」に
ついてもすべての回答事
業者で指示が出された。
指示を出した経緯は、多
くの対策に関して、「既存
のBCP（事業継続計画）や
非常時の対応マニュアル等
では不足していたので、追
加で検討した」あるいは
「BCP（事業継続計画）や
非常時の対応マニュアル等
はなかったので、新たに社
内で検討した」が大半であ
り、「既存のBCP（事業継
続計画）や非常時の対応マ
ニュアル等に基づいて」新
型コロナウイルス感染症に
対応できた事業者は少なか

主なアンケート調査結果
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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。
昨年は、1月に中国・武漢市で感染が急拡大した新
型コロナウイルスが、その後世界を席巻し、今日に
至るまで社会・経済全体がその対応に追われる1年で
ありました。人々の移動や外出の制限から、食料品
や生活必需品を供給する物流の重要性はかつてない
ほど注目され、エッセンシャルワーカーという言葉
も定着しました。
また、世界の各所で工場等が稼働停止となり、輸

送手段にも制約が生じる中で、グローバルサプライ
チェーンの分断を避けるために国の内外で奮闘した
のも物流事業者でした。しかし経済環境の大きな変
化により陸海空の輸送モード毎の需給ギャップが生
まれ、感染状況の行方も不透明であることから、コ
ロナとの闘いは今しばらく続くものと思われます。
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用」とし
てインターンシップや大学内での業界セミナー等の
取組みは、対面開催にwebでの開催日を加えること
で、参加人数を大幅に増やすことができました。
また、「国際的な課題への取組み強化」に向けた、

アセアン及び中国での新型コロナウイルスによる影
響等に係る講演会、「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、自然災害に対応する
BCP作成に関する講演会等をweb併用で開催すること
で、東京地区以外の方々の参加も得たところです。
また、コロナによる物流業者への影響については、
会員アンケートとヒアリングを行いました。
「物流環境対策の取組み」では、コロナ禍にも拘

わらずモーダルシフト取組み優良事業者賞へは多数
の応募をいただき、脱炭素社会に向けた物流事業者
の取組みを社会に公表しました。
世界で猛威を振るう感染症は、サプライチェーン

のあり方や、物流の姿をも変えようとしています。
物流の担い手が減少するなかで、運転や荷役の自動
化への取組みや、受渡しや輸送の効率化に向けた
「共通基盤の構築」、感染を防止するための非接触に
よる受渡しなど、様々な取組みを並行して進めなけ
ればなりません。そしてこれらを可能とする前提と
なるのは、パレットを始めとする容器の規格や情報
等の共有、統一を進める「物流標準化」と「デジタ
ル化」の推進です。これらについて物流業界を超え、
製造、流通等の業界とも連携し推進していきたいと
考えます。
皆様のご健康、ご多幸をお祈りするとともに、当

連合会に対して引き続き温かいご支援をよろしくお
願いいたします。

日本物流団体連合会は、物流業における新型コロナウイルス感染症への対応動向につ

いて調査を行い、21年度は状況改善を見込むと多くの物流企業がみているものの、現状

はEC市場などBtoＣは堅調な一方、BtoB（企業間取引）貨物量が回復に至らず、（1）

輸送単価の下降、（2）車両などの固定費負担、（3）低稼働率など事業への影響が長期化

するなどと、懸念していることも明らかとなった。同調査は、9～10月に会員企業81社

にアンケート調査（回答29社）、11月には10社を対象にヒアリング調査したもので、

今回概要速報版を発表した。

図-1

図-2

事業への影響長期化懸念
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った。
出社目標は、現場系業務
については回答事業者の
6.9％が設定（目標出社率
70～90％）。事務系業務に
ついて出社目標を設定した
事業者は34.5％（目標出社
率 20～90％）、部門により
設定した事業者は27.6％。
目標を達成できなかった場
合に、社内アンケートやヒ
アリングを実施し、ボトル
ネックの洗い出しおよび解
決に努めた事業者もあっ
た。
現場系業務では、マスク
やアルコール消毒液、手袋
などの衛生用品などの確保
や定期的な棚卸の実施、感
染症を想定したBCPの見直
し（緊急連絡先一覧への管
轄保険所の追加を含む）な
どが対応の反省点として挙
げられた。事務系業務につ

いては、平時からのテレワ
ーク制度の整備不足に関す
る反省点が多く挙げられ
た。

３．今後の物流への影響
新型コロナウイルス感染
症の今後の物流への影響

は、20年度は特に国内の輸
送部門（B to B）の輸送
量・取扱量、収入、利益が
減少するとの回答が約7割
と高い結果となったが、回
答事業者の約3分の1は21年
には輸送量・取扱量、収入、
収益が対前年比で増加する
とみている。（図-5）
国内の輸送部門（B to C）
では、20年度について一部
「大幅に増加する」という
回答もあった。21年度は国
内・海外ともに、約半数の
回答事業者が対前年比で増
加を見込んでいる。倉庫部
門も20年度は輸送部門（B
to B）ほどではないものの、
減少が目立つ結果となった
が、21年度は、20年度より
は状況が改善するとの見方
が多かった。

半数以上の回答事業者
が、今後のウィズコロナ、
アフターコロナ下の物流

業経営には「非接触型、
少人化、自動化など物流
システムの見直し」「事務
系従業員の出勤体制やテ
レワークの見直し」が必
要と回答した。その他、

「運賃・料金水準の見直
し」、「荷主企業に対する取
引条件見直しの要求」、「サ
プライチェーン全体での
商慣習の見直し」なども
上位に挙がった。

図-3

図-4

図-5

今年1月末から輸出入貨
物に影響が及びはじめ、
その後、国内工場の生産
縮小・稼働停止により、
機械、鉄鋼、自動車等の
取扱量が減少、また外出
自粛による移動の削減
（テレワークの増加、会議
やイベント、外食の減少
など）により、石油、紙
パルプ、業務用食品等の
取扱量が減少した。一方
で、家庭用食品や医療関
連、テレワーク関連機器
などには増加もみられた。
新規業務として、複数社
がマスクや消毒液、防護
服等、コロナ関連の案件
を受注した。
貨物量が激減したこと

でトラックが余剰となり、
一部でトラック運賃を下
げて受注する運送事業者
がいたり、大手荷主や大
手物流事業者が傘下の物
流子会社のトラックを優
先的に活用するなど、一
部では国内輸送を船や鉄
道輸送から一時的にトラ
ック輸送に戻す「逆モー
ダルシフト」の動きもみ
られている。

２．物流現場における
感染症対策
現場職はエッセンシャ

ルワーカーであることか
ら出社が前提となってい
たが、本来の業務がない
場合は、繁忙となった他
部門の応援に出たり、自
宅待機、休業、有給休暇

の取得奨励などの措置が
取られた。集団作業とな
ることが多い倉庫現場で
は、クラスターの発生防
止に細心の注意が払われ、
作業時間帯や作業場所を
分けるなど、グループ分
けをすることでリスク分
散を図る取り組みがあっ
た。仮に1つのグループで
感染者が出てグループ内
の濃厚接触者が自宅待機
となる場合でも、他のグ
ループが同じ業務を継続
できる体制が敷かれた。
事業所外で就業するド

ライバーへの対策には、
基礎的な感染防止策に加
え、ドライバー自身の感
染予防と顧客の安心感の
ためにビニール手袋を着
用する例、ドライバー乗
り換え時の車両消毒、同
一車両に乗務するドライ
バーの人数を限定・固定
化し、濃厚接触者となる
人数を最小化、かつ特定
しやすくした例などがあ
った。

３．テレワーク、WEB
会議等の活用
他者との接触を避ける

一番の方法は出勤・外出
しないことであり、この
観点では在宅勤務を中心
としたテレワークが有効
な手段であるとされた。
特に緊急事態宣言期間中
は、事務系業務に携わる
従業員は原則在宅勤務と
し、出勤は事業継続に必
要な最低限の人員に限定

した事業者が多かった。
従前よりテレワーク環境
整備が進んでいた事業者
からは、これまで導入さ
れていたもののあまり活
用されていなかったテレ
ワーク制度やWEB会議シ
ステムなどの利用が進ん
だという声が聞かれた。
一方で、整備が進んでい
なかった事業者では、持
ち運べるパソコンや通信
機器の不足、社内システ
ムへの接続の問題などハ
ード面のほか、コミュニ
ケーションの取り方や管
理方法、ペーパーレス化
の遅れなど、ソフト面の
双方で反省点が多く挙げ
られた。在宅勤務以外に、
社内の遊休施設や支店な
どを活用したサテライト
オフィスの設置・活用も
進んでおり、より職場に
近い執務環境で、安全に
社内システムに接続でき、
かつ移動を短縮できる働
き方として注目されてい
る。

４．働き方改革や取引改
善に向けた取り組み／意
見
生産性向上のために、

コロナ前からペーパレス
化、省人化、自動化など
物流システムの見直しに
取り組んでいた事業者が
多いが、まだ残っている
手積み手卸しは、直接人
の手が触れるため、これ
を機に非接触となるパレ
タイズ化の推進が望まれ
ている。現状、トラック
の余剰状態により実勢運
賃が下がっている実感が

主なヒアリング調査結果
（アンケート結果に基づき実施）

４．ウィズコロナ、アフ
ターコロナ下の物流業経
営に必要な対応

１．物流への影響
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港湾関連データ連携基
盤については、詳細設
計／製造工程作業は完了
しており、現在、21年4月
からのシステム稼働に向
け、構築事業者にてエラ
ーチェックなどをテスト
している段階だ。また同
テストと並行して、API
（Application Programming
Interface）GUI（Graphical
User Interface）連携テスト
に協力する事業者と、シ
ステム改修の仕様調整な
どを個別に進めている。
これらテストは21年1月か
ら3月までを予定、API連
携テストとGUI連携テス
ト、併せて約15者が協力
する予定だ。港湾関連デ
ータ連携基盤に関する公
開APIは、仕様を確定し国
交省のウェブサイトにお
いて公表済み。

情報セキュリティ対策
港湾関連データ連携基

盤の情報セキュリティは、
主にクラウド上の情報セ
キュリティ、アプリケー
ション上の情報セキュリ
ティ、構築におけるテス
ト工程での外部監査の導
入の3点で確保している。
同基盤は、クラウドセキ
ュリティ推進協議会によ
るCSゴールドマークの認
証を受けているクラウド
“Microsoft Azure”のPaaS
（Platform as a Service）上に
構築する。Microsoft Azure
サービスを利用した安全
性の高いID管理・アクセ
ス管理を実施し、機密性
を確保するとともに、高
い可用性（システムが停

止することなく稼働し続
ける能力）を持つデータ
ベースを使用し、データ
保存時の暗号化も実施す
る。アプリケーション上
の情報セキュリティは、
ユーザーの2段階認証を行
うことにより、ユーザー
のなりすましや情報漏洩
を防止する。事業種別に
基づいた帳票APIの権限制
御を行うことにより、機
密性を確保する。情報更
新された情報は、実行者
を含めて更新内容を全て
保持する仕組みとするこ
とで、意図しない改ざん
を抑止できる。また構築
におけるテスト工程で、
構築事業者の内部監査を
実施するとともに、外部
事業者による情報セキュ
リティ監査を行う。この
情報セキュリティ監査で
システムの脆弱性などの
テストを実施する。

運用ルールの明確化
港湾関連データ連携基

盤の利用開始にあたって
は、利便性のみならず、
安全性・信頼性を確保す
るため、運用ルールの明
確化が必要となる。他方、
多様な関係者の利用が想
定される中、各利用者と
運用ルールを個別に調整
することも非効率であり、
このため、想定される関
係者との調整のもと、利
用範囲や責任の所在など
について予め明示してお
くことを目的に、データ
作成者、データ利用者、
基盤の運営者の間で包括
的に適用される「規約」
を整備する必要があり、
20年度内に規約を確定さ

せる予定だ。

料金体系の構築
また21年度からのシス

テム稼働、23年度以降の
運営組織による運用体制
の確立を念頭に、運用体
制確立までの間の利用料
金は原則無料とし、運用
体制確立以降に利用料金
を徴収することを想定し
ている。さまざまな利用
主体ごとの受益に応じた
料金設定とすることを基
本とし、基盤が日本の国
際物流における「国際競
争力強化」を目的として
いるため、利用料金は極
力低廉に設定する。

データ活用について
港湾関連データ連携基

盤のデータやNACCSデー
タを集計・加工し、匿名
化を行った上で、国際海
上コンテナ輸送動向に関
するデータの速報として
公開することを想定して
いる。公開するデータ項
目は利用港湾、コンテナ
本数などで、基盤の利用
状況を踏まえて、将来的
にデータ項目の拡充も検
討していく。またデータ
の収集や公開の方針につ
いては、関係者の意向を
確認しながら実施、特に
データの公開は個社情報
に十分配慮する。公開開
始時期は22年度以降とし、
21年度以降に必要なシス
テム改修を実施する。

港湾管理・港湾インフラ
分野の検討状況
以上みてきたように、

国交省と内閣官房IT総合戦
略室は、まず民間事業者

間の手続きを電子化する
港湾関連データ連携基盤
（港湾物流分野）の構築に
向けた取り組みを進めて
きたが、港湾全体の電子
化に向けて港湾の利用
（活動）については各種の
手続きを電子化（物流分
野・管理分野）、港湾の空
間・施設については、港
湾と港湾内の各施設の情
報を電子化（インフラ分
野）する必要があり、民
間手続き（港湾物流分野）
とは別に、サイバーポー
ト検討WG（港湾管理分野）
と同WG（港湾インフラ分
野）を20年8月に設置し基
本仕様の検討を開始した。
これら2分野はそれぞれ、
21年度にシステムを設
計・構築し、22年度から
テスト稼働し社会実装す
るスケジュール。

港湾管理分野
管理分野は、既存シス

テムで既に電子化されて
いる手続を含め、原則全
ての港湾管理者に関する
手続の電子化を図るもの
とし、NACCSや港湾独自
のシステムと連携し、連
携基盤経由での申請を可
能とすることで、全国の
港湾における申請窓口の
一元化が可能となる。港
湾行政手続の電子化に向
け申請実態の把握調査や
アンケートを実施した。
これらの結果を踏まえ、
必 要 な 機 能 の う ち 、
NACCSで早期に対応可能
なものは、NACCSの改修
による対応を検討し、対
応が困難な機能は港湾関
連データ連携基盤での機
能構築による対応を検討
し、基盤とNACCSとの必
要な連携を実現する。

港湾インフラ分野
インフラ分野は港湾の

計画から維持管理までの
インフラ情報を連携させ、
国と港湾管理者による適
切なアセットマネジメン
ト（適切な維持管理の実
施、更新投資の計画策定）
を実現する。港湾管理者
（166者）と関係業界団体
（埋浚協会・港コン協会）
（71社）に港湾管理者の保
有するデータや同基盤

（港湾インフラ）の機能や
情報などについてアンケ
ート調査し、機能につい
ては、港湾管理者は90％
以上、関係業界団体は
60％以上が「十分」との
回答だった。港湾台帳、
維持管理情報データベー
ス、管理者の独自データ
ベース、港湾計画などを
連携基盤に連携させる必
要があり、21年度内にデ
ータ取り扱いに関するル
ールを策定する。10港程
度をプロトタイプとして
21年度にシステム設計、
データ規格化、22年度か
らテスト稼働、22年度内
に運用開始する。第2段階
として125港（重要港湾以
上）を対象に3年程度、第
3段階は全港湾（932港）
を対象に5年程度で連携を
目指す。

連携基盤（港湾物流）の
効果
港湾関連データ連携基

盤を利用することにより、
紙・FAXなどで行われてい
る民間事業者間の港湾物
流手続きの電子化が可能
となり、データの取得・
再入力や書類の作成・送
信などの業務に要する時
間が削減される。国交省
によると、事業者や実務
経験者へのヒアリングを
もとに、港湾物流手続き
（輸出）の「モデルケース」
を設定し、1取引あたりの
削減時間を試算すると、
全体で38％の時間が削減
されるとの効果が得られ
たという。

CONPASとの連携
「CONPAS（新・港湾情
報システム）」をはじめと
する「ヒトを支援するAIタ
ーミナル」の各種施策と
連携することで、ゲート
前混雑の緩和など、さま
ざまな効果が期待される。
CONPASは、コンテナター
ミナルのゲート前混雑の
解消や、コンテナトレー
ラーのターミナル滞在時
間の短縮を図り、コンテ
ナ輸送の効率化と生産性
の向上を図ることを目的
として、国交省が開発し
た新・港湾情報システム
で、情報技術の活用でゲ

ート処理とヤード内荷役
作業を効率化するための
実証を進めており、20年
度末までに横浜港で本格
運用を開始するとともに、
今後、阪神港など他港へ
も拡大を予定している。
港湾関連データ連携基

盤による搬入票の電子化
を活用し、CONPASで搬入
票情報の事前突き合わせ
が可能となるなど、コン
テナターミナルにおける
ゲート処理時間を短縮す
ることが可能となる。こ
れに併せ、CONPASの予約
機能を活用し、コンテナ
ターミナルに来場するト
レーラー台数を平準化す
ることで、ゲート前待機
時間をゼロ（目標値）と
し、コンテナターミナル
ごとの待機時間解消によ
る効果は、概ね年間数億
円から数10億円と試算さ
れる。さらに港湾関連デ
ータ連携基盤・CONPAS・
出入管理システムの連携
により、出入管理（本人
確認など）によるセキュ
リティを確保しつつ、遠
隔・非接触の情報入力・
確認により、効率的な貨
物搬出入を実現し、かつ
「ヒトを支援するAIターミ
ナル」によるターミナル
作業の遠隔化を実現する。

利用促進に向けた
取り組み

21年度からの本格稼働
に向け、機能改善などを
進め利用促進を図ること
を検討している。具体的
には港湾関連データ連携
基盤について全国で業界
ごと、地方ごとに説明会
を開催し、同基盤の特徴、
効果、利用方法などを紹
介していく。またNACCS
との直接のデータ連携
（システム間自動連携）を
実現することで、利便性
向上を図る。OCR機能と自
動入力機能の構築によっ
て書類の文字情報を読み
取り、データ化し、基盤
に自動入力する機能を導
入、手続きの完全な電子
化前の過渡期対応を進め
る。港湾関連データ連携
基盤の利用に係る情報を
公開する専用ウェブサイ
トを構築する。

あるが、適正取引の推進
にはトラック運賃の適正
化が望まれる。
コロナや自然災害など

のBCP対策としてのみなら
ず、働き方改革やダイバ
ーシティ対策、優秀な人

材確保のためにも、コロ
ナ終息後も継続してテレ
ワーク勤務環境を整備し
ていきたいとする事業者
が多かった。一方で、既
にコロナ前の出勤状態に
戻っている事業者もみら

れた。今後はテレワーク
勤務時も生産性を担保で
きるよう、ハード面のみ
ならず、評価や管理体制
などのさらなる検討の必
要性を感じている事業者
も多くあった。

「港湾関連データ連携基盤」構築へ
21年4月のシステム稼働に向けテスト進める

港湾の電子化（サイバーポート）推進委員会は昨年12月16日に、第5回の会議をオ
ンライン開催し、2020年末の構築を目指してきた港湾関連データ連携基盤（港湾物
流）の構築状況などについて報告した。内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室と国土
交通省港湾局は18年度から連携して、港湾の電子化により港湾情報処理の効率化や情
報の利活用を促進する環境を整備し、港湾物流の生産性向上を図るため、同推進委を
設置し、「港湾関連データ連携基盤」構築に向けて、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進めてきた。同会議での報告内容を紹介する。

港湾関連データ連携基盤
（港湾物流）構築状況



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

東進エージェンシー株式会社東進エージェンシー株式会社
DONGJIN  Agency  Co., Ltd.

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

Tokyo Tel : 03-3548-2928（代）  Osaka Tel : 06-6120-2100   Fukuoka Tel : 092-661-7711
              Fax : 03-3548-2918                     Fax : 06-6120-2098                       Fax : 092-661-7712

Full Container/Break Bulk Service
Japan to/from

Korea, China & S.E. Asia 

C.K. MARITIME CO., LTD.

Tokyo (03) 3271-1311
Osaka (06) 6264-7631
URL: http://www.ckm.co.jp

牛とカルピス
新年早々、変なサブタイ
トルで失礼します。以前、
「初恋の味」と言われてい
たカルピスが牛とどのよう
な関係があるのか？と不思
議に思われる方が多いかも
しれません。実は、牛とカ
ルピスは英語の面で密接に
関連しているのです。
「カルピス」は日本人に
不足していた「カルシュウ
ム」とサンスクリット語の
「サルピス」の合成語で、
「サルピス」は仏教の五味
の中で一番美味しいもので
ある「醍醐」に次いで２番
目に美味しいものである
「熟酥」です。音声学の権
威山田耕筰に相談して、
「カルシュウム」の「カル」
と「サルピス」の「ピス」
を合成してできたのが「カ
ルピス」なのです。
英語名をCALPIS にして

アメリカで売り出したので
すが、評判が悪くあまり売
れなかったのです。売れ行
き不振の原因を分析した結
果、英語名CALPISが原因

であったことが判明しまし
た。アメリカ人はCALPIS
を「カルピス」ではなく
「カウピス」のように発音
する傾向があったわけで
す。あえて、英語で表記す
れば COW-PISSで、「牛」+
「おしっこ」という意味で
すから売れないのは当然で
した。その結果、CALPIS
をCALPICOに変名しまし
た。

Cash Cow
コロナウイルス（Covid-

19）の感染拡大が続いてい
ますが、世界的な不況風は
いつ止むのか見当もつきま
せん。景気の早期回復を願
うのみですが、景気が早期
に戻らない、という声があ
ちこちから聞こえてきま
す。ところで、下記の英文
はどういう意味でしょう
か。

You can wait till the cows
come home.
中学生なみに直訳すれ

ば、「あなたは牛が戻って
くるまで待つことができま
す」という意味になります

が、Close, but no cigar.（い
まいちだ）です。牛は放っ
ておくといつまでも牛小屋
に戻らないことから、長い
間、いつまでも、永久に、
という意味で、till the cows
come home といいます。し
たがって、上記の英文は、
いつまでも待つがいいさ、
待っても無駄だ、というこ
とです。　
不況を克服するには cash

cow が必要です。cash cow
は「現金牛」ではありませ
ん。口語で、利益を生み出
す商品、事業、財産、頼り
になる資金源、金のなる木、
などを意味します。皆様の
会社の cash cow は？　
牛の名称については後で
詳述しますが、bull（雄牛）
を使った英語のことわざに
Take the bull by the horns.と
いうのがあります。「雄牛
の角をつかめ」という意味
ですが、恐るべき者に立ち
向かうには、まともにぶつ
かる方がよい、ということ
で、難局に当たっては勇敢
に正面から立ち向かえ、と
いう意味です。これも不況

に対する心構
えの一つとい
えるでしょ
う。

牛と人間
さて、牛の

先祖は、ヨーロッパ原牛ま
たは単に原牛と呼ばれる野
生のウシが家畜化されたも
ので、英語では aurochs =
urus（オーロクス）といい
ます。今から約15,000 年も
前に人類は野生牛オーロク
スを知っていたようです
が、まだ家畜化されていま
せんでした。紀元前６,000
年頃に西アジアの農耕遺跡
から家畜牛の遺骨が出土し
ていることから、その頃に
は既に牛が家畜化されてい
たといえます。牛が日本に
渡来してきたのはいつごろ
でしょうか。弥生時代（紀
元前 300年から紀元後 300
年）の遺跡から牛の歯や骨
が出ていることから、牛は
弥生時代に既に日本に渡来
していた、という説が有力
です。
何れにせよ、人類は牛の
乳や肉を食料とし、その皮
から靴や鞄などを作り、農
耕作業の労働力としても利
用してきました。乳を搾ら
れ、肉はいうまでもなく、
舌まで食べられ、剥がれた
皮も使われ、牛としては、

「モー（英語では、moo
［ムー］）止めてくれ」と言
いたいでしょう。とにかく
人間にとって、牛には無駄
なものは一つもないようで
す。その上、牛がげっぷ
（英語で belchといいます）
を出すと、二酸化炭素を排
出する、と言われています。
散々、利用しておいて、
「げっぷを出すな」とは、
人間は余りにも身勝手だ、
と牛は怒っているでしょう
ね。

牛と菅原道真
一方、牛は尊い動物と見

做され、牛信仰の風習があ
り、今でも豊作祈願の祭り
に牛が登場します。そして、
古来の仏像や神像には牛に
乗っているものがあり、学
問の神様といわれる菅原道
真が牛に乗っている騎牛天
神像もその一つです。とこ
ろで、この学問の神様が承
知12年（845）乙丑、丑の
月、丑の日、丑の刻生まれ
だったことをご存じでしょ
うか。
ヒンドゥー教では、牝牛
は聖獣とされ、豊穣、豊富、
大地の象徴です。牛頭天王
（ごずてんのう）はインド
祇園精舎の守護神、疫病除
け、京都祇園神社の祭神で
す。

いろいろな牛
日本語では、総称として

「牛」といいますが、英語
では、牛の性別、種類、用
途などによってそれぞれの
名称が下記のように異なり
ます。

ox 動物学的な総称
（去勢された雄牛、とい
う意味もあります）
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cow 牛乳と結びついた
一般的な名称
bull 去勢していない雄
牛
calf 仔牛
steer 去勢された雄の食
肉用の牛
bullock去勢された雄の荷
役用の牛
heifer 子を産んでいない
3歳未満の雌牛
cattle 集合的に家畜とし
ての牛の総称
bovine ウシ亜科の動物

いじめっ子は臆病者
上記の bull には、手強く、
がさつで、力強く、強気、
というイメージがありま
す。株式用語の bullishは相
場が上向きの、強気の、と
いう意味です。bull は買方、
強気筋のことで、その逆が
bear で、売方、弱気筋のこ
とですが、次の英語のこと
わざはどういう意味でしょ
うか。

No price is too low for a
“bear” or too high for a “bull.”
株式市場を考慮して意訳す
れば、「株価が下がっても
弱気であれば買わないし、
強気であれば、上がっても
売らない」ということで
す。

bull か ら 派 生 す る
bulldoze は、押し通す、こ
とで、国会で法案などを強
行採決して強引に通すこと
も bulldoze といいます。法
案に反対して野党が「牛歩
戦術」を取ることもありま
すが、英語では、snail’s
pace tactics, slow-down
tactics などといって、牛で
はなく、snail（カタツムリ）
が用いられています。
学校や職場でのいじめが
社会問題になっています

が、英語では bullying とい
います。いじめっ子に相当
する英語は bully で、人を
いじめる、という意味の動
詞としても使われます。研
究社の『英語語源辞典』に
よりますと、この bully の
語源は bull です。ところで、
英語には A bully is always a
coward.（弱い者いじめは
臆病者）ということわざが
あります。
この coward を見て、cow
と何か関係があるのでは、
と思われた方もあるかもし

れませんが、残念ながら、
直接的な関係はありませ
ん。coward の cow の語源
はラテン語の cauda（しっ
ぽ）で、その後に「極端に
～する人」という意味の
ard がついたのが coward で
す。「しっぽを両脚の間に
隠して逃げるもの」つまり、
「臆病者」ということです。

牛飲馬食（する）
正月休みで「牛飲馬食」

された方もあるでしょう。
お分かりのように、牛のよ
うに飲み、馬のように食べ
ること、つまり、暴飲暴食
する、という意味です。た
まにはストレスの解消にも
なっていいでしょう。
「年末年始の休みには牛
飲馬食したよ」を英語で、
I drank like a cow and ate like
a horse during the year-end
and New Year holidays. と言
えるだろうか。言えないこ
とはないでしょう。何とか
意味は通じるでしょう。し
かし、クリスマス休みの後
の年末や新年は欧米人にと
っては単なる一年の通過点
に過ぎない上に、drink like
a cow という英語表現はな
いので、この英文を読むと
一種の違和感を持つようで
す。なお、eat like a horse
は英語の慣用句の一つで、
「大食いする」という意味
ですから問題ありません。
「牛飲馬食する」に相当
する英語表現は drink like a
fish and eat like a wolf で、
｢牛｣が「魚」に、「馬」が
「狼」に変身します。

牛首を掲（かか）げて
馬肉を売る
「看板に偽りあり」や

「羊頭狗肉」と同じ意味で
す。英語では、「ぶどう酒
を売ると称して酢を売る」
（He cries wine, and sells
vinegar.）といいます。とに
かく、牛肉に限らず、他の
商品でも、品名と中身が異
なることがよくあります
が、英語では、Names and
natures don’t agree. といえ
ばいいでしょう。
余談ですが、筆者の住む
町に「英語の迷文を掲げて
牛肉を売る」店があります。
その英文は下記の通りで
す。

Everyone does a dinner
happy with meat that loves
and is delicious.
物凄い英文ですね。何と
なく意味が分かりますが、
余りにもお粗末で非文法的
です。この間違った英文を
見て、何とかその意味を把
握しようと空しい努力を重
ねている大学受験生がいる
かもしれませんが、時間の
無駄ですね。To milk a bull.
です。「雄牛の乳を搾ろう
とする」こと、つまり、

「比丘尼（びくに）に髭
（ひげ）出せ」と同じこと
で、無理難題ですから。

振り込め詐欺
用心に用心を重ねている
にもかかわらず、振り込め
詐欺が続発しています。犯
人は、特に（他人の）年老
いた親に「俺、俺」(It’s
me, it’s me.)と言って、自分
の息子からの電話と思い込
ませ、自分の窮状を訴え、
挙句の果てにお金を振り込
ませる詐欺（bank transfer
swindle）が後を絶ちませ

ん。
このような詐欺に限りま
せんが、人が老け込んだ、
不運に見舞われた、という
意味の英語のことわざを下
記に紹介します。

The black ox has trod on
one’s foot.
「黒い雄牛が人の片足を
踏みつけた」という意味で
す。trod は tread（踏みつ
ける）の過去分詞で、tread
とほぼ同じ意味のtrample
を使ったtrampled on one
（人を踏みつけた）という
表現になっていることわざ
もあります。
とにかく、だまされない

ように十分注意して、「軽
率なことをしない」ことが
大切です。英語では、
Don’t play the giddy ox. とい
います。

欲張らない
人間の欲望には際限がな
いことから、『老子』の三
十三章に「足るを知る者は
富む」という言葉がありま
す。英語の Content is a
kingdom.（満足は王国であ
る）もほぼ同じ意味ですが、
cow を使った他の表現を二
つ紹介しましょう。

（1）You cannot sell the cow
and drink the milk.
（2）Our neighbor's cow gives

more milk than ours.
まず（1）ですが、「牛を
売って牛乳は飲めない」と
いうことで、日本語のこと
わざ「田の事をすれば、畠
が荒れる」と同じ意味です。
英語では「菓子は食べれば
なくなる」という意味のこ
とわざとして You can't have
your cake and eat it too. や
You can't eat your cake and
have it too. もよく知られて
います。要するに、No two
things are equally good.とい
うことです。

次に（2）のことわざは
「隣家の牛は、我が家の牛
より多くの乳を出す」とい
う意味で、日本語のことわ
ざ「隣りの花は赤い」がこ
れに相当します。同じ趣旨
の英語のことわざとして、
Our neighbor's ground yields
better corn than ours.（隣家
の土地は我が家の土地より
も良い穀物を産出する）や
The grass is greener on the
other side of the fence.（隣
りの芝生は青い）がありま
す。
上記以外にも ox, cow,

bull などを含む英語の面白
い表現がありますが、紙面
の都合もあり、省略しま
す。

牛肉は cow meat か？
日本語では動物の名前の
後に「肉」を付けて牛肉、
豚肉、羊肉、鹿肉などと言
います。しかし、英語では
動物名と食肉名が異なるこ
とがあります。上記の4つ
は beef, pork, mutton,
venison で、cow meat, pig
meat, sheep meat, deer meat
とは言いません。beef の語
源は（家畜用の）牛、とい
う意味の古フランス語の

boef です。
牛肉は部位によって細分
され名前も異なります。詳
細は下記の通りで（　　）
は英語名です。
首肉（neck）、肩肉（chuck）、
あばら肉（rib）、腰肉（loin）、
しり肉（rump）、もも肉
（round）、すね肉（shank）、
胸肉（brisket）、バラ肉
（plate）、わき腹肉（flank）、
舌（tongue）
更に、 loinはshort loin

（腰肉の前半部）と sirloin
（腰肉の上位の肉で最高肉）
に分けられ、short loin は、
あばらに近い club steak
（クラブ・ステーキ）、腰に
近い上質の porterhouse
steak（ポーターハウス・ス
テーキ）、そして、骨つき
のT-bone steak（T字型の骨
が付いた腰肉のステーキ）
に切り分けられます。
なお、牛に関する英語に
ついて更にお知りになりた
い方は拙著『動物にたとえ
る英語表現事典』（丸善プ
ラネット発行）をご覧くだ
さい。

虚空蔵菩薩
（こくぞうぼさつ）
十二支にはそれぞれ守り
本尊があるそうです。虚空
蔵菩薩 (Akãsagarbha) が丑
（牛）と寅（虎）の守り本
尊で、限りない福徳円満、
大いなる智恵を授けてくれ
る菩薩とのことです。では、
最後に、ここまで拙稿を読
んでいただいた皆様に幸い
あれかし、と祈念いたしま
す。

May Akãsagarbha bestow
on you infinite, good luck
and peace and also profound
wisdom.（虚空蔵菩薩が皆
様に限りない福徳円満と大
いなる知恵をお授けになり
ますように！）
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　本書は2014年以来の改訂版。 1977年の初版発行以来、 7回目の

改訂で第8版に相当します。 海の日Booksシリーズは1977年発行以

来、本書で通巻43巻。 シ

リーズとして15のテーマで

発行していますが、 最も改

訂を重ねているロングセ

ラーです。

　海の日Booksは基礎知識

シリーズとして編集していま

すが、本書は前版よりさらに

理解しやすい平易な内容を

めざして発行しました。

　国際物流に携わるビジネ

スマンの実務マニュアルとし

て日常業務にお役立て頂け

れば幸甚です。

書籍コード：KKM　サイズ ： B5 判 138 頁
定価 ： 2,090 円（税込）2019 年 7月刊
　　　　　　   編：オーシャンコマース編集局 

改訂版　基礎から分かる

書籍コード：BQA　サイズ ： B5 判 64 頁
定価 ： 2,090 円（税込）2020 年 7月刊
　　　　　　   編：オーシャンコマース編集局 

基礎から分かる

ISBN978-4-900932-77-7

　本書は、海の日Booksシリーズで初めての「Q&A」方式の書籍で

す。「Q&A」の項目数は183。本書は船会社、商社系物流会社で長き

にわたりドキュメンテーショ

ンを担当してこられた吉田

誠治氏の実務経験をもとに

書かれたものです。

　同シリーズの「ビギナーの

ための　船荷証券・ウェイビ

ルの基礎知識」（2016年発

行）の改訂版ではありません

ので、併せてご利用下さい。

ビギナーの方から実務経験

の豊富なベテランまで、幅広

くご利用頂ける内容です。

基本書として、辞書のように

お使い頂き、実務上での問

題解決の一助になれば幸い

です。ISBN978-4-900932-80-7

改訂で第8版に相当します。 海の日Books
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