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元 首相が女性蔑視発言で東京五輪パラリン
ピック組織委員会会長を辞任したのは記

憶に新しいところだ。
　そんななか世界経済フォーラムから発表された

「ジェンダーギャップ指数（男女平等指数）2021
年」で日本は156カ国中120位と先進国中の最下位、
男女平等の機会が低い国という位置づけとなって
しまった。
　この指数は男女格差を見る際に、「女性の数÷
男性の数」の指数で表される。男女が平等なら「1」、
女性が少なく格差が大きくなると「0」に近づくと
し、これを「経済参加と機会」、「教育」、「健康と
生存」、「政治的権限」の4つの分野で指数を計算
し順位を付けている。日本は経済117位、教育92
位、健康65位、政治147位です
べての分野で昨年の調査時から
順位を下げている。

世 界では国会議員数の男
女比を半々にしたり、

女性の首相の誕生、女性閣僚が
20%から倍増したりといったこ
とを実現している国々もある。
日本は前政権下で男女共同参画
社会基本法を制定し、「男女が、
社会の対等な構成員として、自
らの意思によって社会のあらゆ
る分野における活動に参画する
機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経
済的、社会的及び文化的利益を享受することがで
き、かつ、共に責任を担うべき社会」を目指して
いる。また女性の活躍を成長戦略の一つとして女
性リーダーの割合を2020年代早期に30%に引き
上げることを掲げたが、現状は管理的職業従事者
に占める女性の割合は14.8%と米国の47%、英国
の36.8%に比べ見劣りする。

内 閣府による「男女共同参画社会に関する意
識調査」では男女の地位について、74.1% 

が「男性の方が優遇されている」と考えている。私
は云十年前にファッショナブルな通りにあるミッ
ション系の大学に通ったが、就職は女性の方が圧
倒的に優位だったと記憶している。さらに政府は、
上場企業役員に占める女性の割合を「2020年まで
に10％を目指す」としたが、経済専門誌の調査で

は上場会社3730社中で女性役員は全体の約6％、
女性役員が一人もいない企業は全体の半分以上の
1959社、女性役員比率が高い上位200社のなかに
海運業からは日本郵船のみが69位にランクイン
している。

こ れに関して経営者側からは正社員の女性
比率が20%と元々低いので「登用すべき年

齢層に女性社員が少ない」、「女性に家事・育児が
集中」というような問題も指摘されている。
　世界はよりよい社会のためにあらゆる分野を見
直し現状の刷新を目指している。
　必ずしも女性だけを優遇することがよい社会で
はないと思うが、しかし女性が土俵に上がること
を禁じている大相撲ではないのだから、女性も男
性と同じ土俵に上がり参加できる機会は大事だと
思う。また機会だけでなく責任も分担する社会は

男性にとっても歓迎ではないだ
ろうか。ダイバーシティとイン
クルージョン、ESG を推進し
た企業経営こそが、長期的また
持続的な企業価値を高め、さら
に少子高齢化する日本社会に於
ける経済活性化の一助となり、
それが国の発展にもつながると
いう認識を男女に関わらず抱か
なくてはならないだろう。その
為に男女機会均等の基準として
米国のタイトル・ナイン※と同
じような基準を会社に導入して

みるのも面白いかもしれない。またESG取組の
底上げを狙う東京証券取引所は「プライム」市場の
上場基準にこれを求めてもいいかもしれない。

海 運業界は「船乗り」のイメージから男性社
会を想像してしまいがちだが、船が沈没

する際に脱出する順番は、「子供、女性、男性、
高齢者」という優先順位が国際標準？だ。当然の
ごとく海を愛する海運業界関係者の中には某元首
相とは違い女性をリスペクトするDNAが受け継
がれていると信じている。
　国民性を表した沈没船ジョークで船長が各国の
人を飛び込ませるために同質化を好む日本人には

「他のみなさんはもう飛び込みましたよ」と言った
ように、「他の国ではもうジェンダーギャップは
無くなりましたよ」と促されないと行動がとれな
いようでは恥ずかしい。 （カルペ・ディエム）

グレート・リセット

波濤
第255回

※タイトル・ナイン…アメリカ合衆国の公的高等教育機関における男女の機会均等を定めた修正連邦法

www.jms-inc.jp

事業内容
（一部）

私たちは
海の総合コンサルタントです。

海事コンサルティング
●航行安全対策 ●港湾計画 ●船舶航行実態調査

船舶運航コンサルティング
●船舶検船 ●安全監督 ●建造監督 ●保守管理

当社操船シミュレータ

海外造船海運コンサルティング
●造船事業計画支援 ●造船施設建設支援
●海運事業計画 ●シップリサイクル計画

船員サポート
●船員支援 ●船員エスコート ●船員派遣
●国際船員支援

海事教育訓練 システム販売、他
●操船シミュレータ ●離着桟橋支援システム
●ドライカリー販売

●シミュレータによる操船訓練 ●BRM講習 
●PEC講習 ●ECDISトレーニング
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船主：FEDNAV LTD
砕氷ばら積運搬船
22,615総㌧
約30,300重量㌧
主機関：MAN B&W 7S70ME-C8.5-EGRBP
全長188.80m、幅26.60m、深さ15.70m、喫水11.71m
速力：13.50ノット
船級：DNV
ジャパン マリンユナイテッド（株）横浜事業所磯子工場、3月29日竣工

船主：MAGNUS LINE INC.
油/ケミカルタンカー
29,539総㌧
49,999重量㌧
主機関：HYUNDAI-MAN B&W 6G50ME-C9.5-HPSCR
全長183.06m、幅32.2m、深さ19.1m
船級：ABS
現代尾浦造船、2月10日竣工

船主：SOUTHERN CHEMICAL CARRIERS S.A.
油/ケミカルタンカー
9,994総㌧
17,344重量㌧
主機関：HITACHI-MAN B&W 6S40ME-B9.5
全長134.93m、幅23.2m、深さ12.55m
船級：NK
浅川造船（株）、3月4日竣工

船主：PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING PTE LTD.
原油タンカー
157,116総㌧
302,094重量㌧
主機関：MAN B&W 7G80ME-C9.5-HPSCR
全長330.0m、幅60.00m、深さ29.35m、喫水21.58m
速力：15.5ノット
船級：ABS
ジャパン マリンユナイテッド（株）有明事業所、3月30日竣工

運航管理から航跡調査まで。
汎用性の高い船舶モニタリングツール。

情報が港湾と物流の未来を創造する

Shipfinder.com

外部システム連携用APIサービスも好評提供中！
プロダクト詳細：https://jpapi.shipfinder.com/

API
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　日本の造船業界は、相次ぐ環境規制の強化やデジタル技術の急進への対応を求め
られている。一方、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響から、手持ち工
事量は通常の約半分である1.03年にまで縮小している。こうした中、日本と競合す
る中国と韓国では造船会社同士の統合が決まった。日本でも重工系・専業系を問わず、
合弁会社の設立や事業譲渡などの再編に向けた動きは激しさを増している。日本の
造船業界の再編はさらに進むことになるだろう。
　今月号の特集は「日本造船業のあるべき姿を考える」と題し、まず総論として日本
の造船業界の再編を巡る最近の動きを編集部としてまとめた。続いて、今治造船と
ジャパンマリンユナイテッド（JMU）の合弁会社として誕生した「日本シップヤード
（NSY）」の社長・副社長にインタビューした。また、学識者の寄稿を通じて中韓それ
ぞれの造船業界の動向について整理した。さらに、証券アナリストに第三者的視点
から日本の造船業界が置かれている現状を分析いただいた。

日本造船業のあるべき姿を考える
特集

©Maria Madrinan/Shutterstock.com

従来の船級協会、 政府代行機関としての役割に加え、 新たな認証サービス
”イノベーションエンドースメント” により、 革新技術の普及に努めます。

Certifying excellence since 1899

www.classnk.or.jp
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日本造船業のあるべき姿を考える特集

三井E&SHDは今年10月を目途に
艦艇事業を含めた造船事業を大幅縮小

　日本の造船業界は中国や韓国との激しい国際
競争の中にあり、通常2年程度が望ましいとされ
る手持ち工事量は足元で1.03年にまで減少してい
る。一方、中韓では2019年にそれぞれ建造量1位、
2位の造船会社の統合が決まった。こうした中、
日本の造船業界の再編に関連し、今年3月末に相
次いで大きな発表があった。
　一つは三井E&Sホールディングス（HD）が3月
29日、三菱重工業との共同会見で明らかにした
艦艇・官公庁船事業の譲渡だ（47頁に関連記事）。
今回の譲渡に関して両社では2020年6月から協議
を開始し、三井E&SHD子会社である三井E&S
造船が営む艦艇・官公庁船事業を三菱重工に譲渡
することを決めていた。公正取引委員会など関係
当局の必要な審査を経たのち、今年10月を目途
に譲渡を完了する。これ以降、三菱重工が三井
E&S造船の玉野艦船工場（岡山県玉野市）で同社
の艦艇・官公庁船事業を運営していく。艦艇事業
を手掛ける国内造船会社は三菱重工、ジャパンマ
リンユナイテッド（JMU）、川崎重工業の3社に集
約されることになる。
　また、同日付で三井E&SHDは、艦艇事業以外
の商船事業の株式49％相当を常石造船が取得す
ることで合意したと発表した。両社は2020年7月
末、資本業務提携に向けた協議を開始している。
最終契約書では今年10月1日に株式を譲渡するこ
とを定めており、4月下旬の締結を目指している。
艦艇・官公庁船事業を三菱重工へ、それ以外の
商船事業を常石造船へそれぞれ譲渡することで、
旧・三井物産造船部として創業した三井E&SHD
は、祖業である造船事業を大幅に縮小することと

なる。
　さらに3月30日には、三菱重工業が大島造船所
と2019年から検討していた長崎造船所香焼工場
の譲渡契約を締結したと発表した。今年度から段
階的に譲渡を開始し、22年度に完了するとして
いる。三菱重工グループの三菱造船では、香焼工
場でVLCC（超大型原油タンカー）や液化ガス運
搬船（LNG、LPG）などをメインに建造していた
が、今後はフェリー・RORO船や官公庁船など付
加価値を高められる船舶と海洋エンジニアリング
に経営資源を集中させていく方針だ。三菱造船の
北村徹社長は2020年10月号の本誌インタビュー
で「造船事業は下関造船所を主軸とし、必要に応
じて長崎造船所の立神工場（本工場）も活用」する
ことを明らかにしている。年度末のタイミングで
各案件が一歩ずつ動き出したかたちだ。

今治造船は新造船受注の合弁会社を
JMU、三菱重工とそれぞれ設立

　さて、ここからは少し遡って、日本の造船業界
の再編を巡る最近の動向を振り返ってみたい。
　まずは国内首位の建造量を誇る専業系造船会社
の今治造船の動きが挙げられよう。同社は海事産
業の一大集積地、瀬戸内エリアを拠点に中小造船
会社を傘下に持つ造船グループを築いている。近
年では2018年4月、南日本造船が今治造船グルー
プの新笠戸ドックの子会社になったことも記憶に
新しい。
　他の造船会社との合弁事業では、2013年4月
に三菱重工業と、液化天然ガス（LNG）運搬船の
設計と販売を行う「MI LNGカンパニー」を設立
した。出資比率は三菱重工が51％、今治造船が
49％。同社が三菱重工グループの三菱造船と今治

造船でそれぞれ建造するLNG運搬船の受注窓口
の役割を担っている。
　さらに2020年3月、今治造船はJMUとの間で、
資本業務提携と合弁会社設立に関する契約を締結
した。資本業務提携では、出資比率30％を目途
にJMUの発行する新たな普通株式を今治造船が
引き受けることとした。また、合弁会社について
は、LNG運搬船を除くすべての一般商船・海洋
浮体構造物を対象に営業と設計を行う「日本シッ
プヤード（NSY）」の設立を決めた。LNG運搬船
を除いたのは、三菱重工との合弁会社であるMI 
LNGカンパニーと棲み分けを図るためだ。
　NSYは今年1月から業務を開始している。海外
で競争法上の審査に遅れが出たことから、当初予
定していた2020年10月よりも3カ月後ろ倒しで
の船出となった。同社が注文を獲得し、商品開
発・基本設計、機能設計までを行う。そこから先
の生産設計、調達、建造については親会社の今治
造船、JMUがそれぞれ担当する。なお、これか

らNSYとしてリリースするすべての船は2025年
開始の新造船燃費規制であるエネルギー効率設計
指標（EEDI）フェーズ3に適合させる。
　同社の社長はJMUの前田明徳・専務執行役員
が、副社長は今治造船の檜垣清志・専務執行役員
がそれぞれ務める。1月6日の記者会見では、前
田社長が「将来に向けた厳しい環境規制や、自律
運航・自動運航化の流れは技術力に強みを持つ
NSYにとっては追い風。技術面で差別化し、環境
技術で世界ナンバーワンと認めてもらう会社を目
指す」と抱負を語っている（18頁にインタビュー）。

年初以降も佐世保重工の新造事業休止や
サノヤスHDの造船事業譲渡が相次ぐ

　一方、重工系造船会社では、三菱造船が専業系
3社と協業していく姿勢を打ち出している。現在
の三菱造船が設立される前である※12017年3月
と6月、三菱重工は今治造船、名村造船所、大島

まだまだ続く日本造船業界の再編

今年3月、三井E&SHDは三菱重工に艦艇・官公庁船事業を譲渡することを発表した。

※1 三菱重工は2018年1月に商船事業を分社化し、新造船の建造事業などを行う三菱造船と、大型船・海洋構造物
事業を主体とする三菱重工海洋鉄構の2社が誕生した。

総論
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造船所の専業系3社と相次いで商船事業のアライ
アンス形成に向けた基本合意を発表した。これら
の基本合意は、技術提携による新船型の開発、設
計・建造や各種ツールの標準化および艤装品の共
通化、各パートナーとの建造能力の機能的な活用
に関するもの。個別の契約案件となるため事業の
具体的な中身は明らかにしていないが、三菱重工
が20年10月に発表した3カ年の事業計画の中で
は「造船エンジニアリングの強化」を明示している
状況にある。

　加えて、重工系造船会社の修繕船事業に関し
て見ると、三井E&S造船と川崎重工業による合
弁事業が今年4月に終了した。川崎重工では2015
年4月、三井造船（当時）の100％子会社で修繕船
事業を営んでいた「エム・イー・エス由良」の株式
40％を取得し、共同出資会社「MES-KHI由良ドッ
ク」を立ち上げた。合弁契約自体は5年の年限だっ
たが、1年の期間延長を経て、このほど合弁終了
となった。今後、同社は三井E&S造船の100％子
会社に戻り、「MES由良ドック」という社名のも

とで修繕船事業を継続していく。
　このほか、専業系の名村造船所では今年2月の
取締役会で、100％子会社である佐世保重工業の
新造船事業の休止と希望退職者の募集を決めた。
名村造船では佐世保重工の新造船事業に向け、老
朽設備の更新・整備や自社の伊万里工場との一体
運営などを講じてきたが、「内外の新鋭造船所に
比べて大きく見劣りするコスト競争力を短期間に
改善させることは困難」とし、2022年1月に予定
している既受注船の最終引き渡しをもって、新造
船事業が休止することになった。現在建造中の案
件に関しては、名村造船と佐世保重工が協力して
完成を目指し、これまで通り両社でアフターサー
ビスにも対応していくとしている。
　また、サノヤスホールディングスは2020年11月、
中核会社で造船事業を営むサノヤス造船を新来島
どっくへ譲渡することを決めた。同社が主力とす
るバルカーの需要低迷などに加え、新造船の不振
を補完する役目を見込んでいたグループの他事業
の環境もコロナ禍で不透明になったことから「当
社単独の造船事業規模では生き残っていくことは
難しい」（サノヤスHD）と判断し、今回の決定に

至った。サノヤス造船の株式は今年2月末で新来
島どっくへ譲渡され、新社名「新来島サノヤス造
船」に変更した上で、新来島どっくグループの造
船会社として新たなスタートを切った。
　そして、こうした再編とは別に造船会社同士の
共同研究開発体制ができたことも、日本の造船業
界の再編を捉える上では重要な動きだ。国内の主
要造船所と日本海事協会（NK）では2020年10月、
カーボンゼロ（GHG〈温室効果ガス〉排出ゼロ）時
代に向けた高度な環境性能船の開発を目的とした
中核組織「次世代環境船舶開発センター」を設立し
た。造船会社の設立メンバーは今治造船、大島造
船、尾道造船、新来島サノヤス造船、JMU、新
来島どっく、住友重機械マリンエンジニアリング、
名村造船、三菱造船の9社。各社の出向者を中心
に今年度から本格的に活動を始め、環境性能船の
開発や商品化に向けた各種調査・研究開発を行っ
ていく。同センターの大和裕幸代表理事は、今年
3月号の本誌インタビューで「2024年を目途に商
品設計を終了させ、翌25年には新しい環境船舶
を市場に投入する」計画を明らかにしている。

今年1月、今治造船とJMUの営業・設計を担う合弁会社「日本シップヤード」が誕生した。

図　日本の造船業界再編を巡る最近の動き

①2021年4月に修繕船の合弁事業を終了。合弁会社は三井E&S造船の修繕子会社として事業継続。
②三井E&SHDは2021年10月を目途に、常石造船に艦艇以外の商船事業を譲渡する。
③三井E&SHDは2021年10月を目途に、三菱重工に艦艇・官公庁船事業を譲渡する。
④2017年上期、三菱重工は専業系各社と商船事業のアライアンス形成に向けた基本合意を相次いで発表。
⑤2021年3月、三菱重工は大島造船と長崎造船所香焼工場の譲渡契約締結。22年度に譲渡を完了予定。
⑥2013年4月、今治造船と三菱重工はLNG船の設計・販売を行う「MI LNGカンパニー」を設立。
⑦2021年1月、今治造船とJMUはLNG船以外の一般商船の営業・設計を行う「日本シップヤード」を設立。
⑧2021年2月、名村造船は佐世保重工の新造船事業を決定。休止時期は22年1月を予定。
⑨2021年2月、新来島どっくはサノヤスHDから造船子会社を取得し、同社社名を変更した。

新来島波止浜どっく/新来島広島どっく/
新来島製作所/新来島豊橋造船/

新高知重工
函館どつく佐世保重工業 新来島サノヤス

造船

MI LNGカンパニー 日本シップヤード
（NSY）

岩城造船/しまなみ造船/
新笠戸ドック/あいえす造船/

多度津造船

NACKS/DACKS
（ともに中国）

江蘇揚子三井造船
（中国）MES由良ドック

新来島どっく名村造船所 サノヤスHD

海外合弁会社 子会社（修繕） 子会社海外合弁会社

子会社（修繕）子会社 子会社

①

④

⑥ ⑦

⑧ ⑨

③

常石造船
※常石グループ

三井E&S造船
※三井E&Sグループ

川崎重工業
② TZS（中国）/

THI（フィリピン）

今治造船大島造船所 三菱造船
※三菱重工グループ

④④
⑤

ジャパン マリンユナイテッド
（JMU）

海外子会社

合弁会社 合弁会社
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「国内で造船業を続ける」という
両親会社の志が一致しNSYが誕生

――日本の造船業界について、課題を含めた現在
の状況をお聞かせください。

前田■　受注量、仕事量が足りなくなっているこ
とは確かです。これは日本内外のお客様がコスト
競争力、つまり為替などを含めて総合的に判断し
た結果だと思います。日本の会社がつくる船の性
能面や信頼性、中古船価格に対する評価は適正で
すが、中国や韓国に比べて日本はコスト面であま
りにも不利で、状況を打開するまでには至って
いません。運賃が低迷している間も若干の円高に
なったのに対し、同じ期間、韓国のウォンや中国
の元は約10％安くなり、為替だけで10％のコス
ト差が生じていました。一例として、中韓と日本
の船価との間には1 ～ 2割程度の差があると言わ
れています。

檜垣■　2020年秋以降、コンテナ船市況は高騰
しており、中小型バルカーについても今は調整局

面に入っていますが、以前より格段に上がって来
ています。ただ過去数年間で見れば、海運マーケッ
トは全般的に悪く、船価レベルも低い水準にあっ
たため、造船会社にとって「（注文を）取るも地獄、
取らぬも地獄」の様相を呈していました。一方、
中国や韓国の造船会社は国などから公的な支援等
を受けながら受注を進めており、日本としては非
常に歯がゆい状況が続いています。

前田■　日本には小規模の造船会社が多いので、
新しい環境対応技術などが出てきた際、設計リ
ソースが不足している感じは否定できません。副
社長が言ったように国の支援を受けた造船会社と
闘わなければならない辛さもあります。ただ、泣
き言を言っていても始まらないので、自社の企業
努力に加え、国の支援や企業間の協力などオール
ジャパンで臨んでいく必要があります。

――こうした中、今年1月に日本シップヤード
（NSY）が誕生しました。設立の背景と目的をご
説明いただけますか。

前田■　2019年に中国で中国船舶工業集団と中
国船舶重工集団が合併し「中国船舶集団」が誕生
し、韓国でも現代重工業と大宇造船海洋が合併
する可能性があります。翻って、日本の造船会
社はこれらの2社に比べて事業規模が小さく、日
本の造船関係者は「中韓と互角に戦うためにはボ
リュームを確保し、競争力を発揮しなければなら
ない」という共通の危機感を持っています。中で
も、今治造船の檜垣幸人社長とJMUの千葉光太
郎社長は「日本国内で造船業を続けていく」という
基本的な志が一致していたことから、19年夏に
両社の間で協力関係の構築に向けた協議が始まり
ました。
　スピード感を持って両社の力を結集するため、
資本業務提携という形での協力を決め、2019年
の11月に共同営業・設計の合弁会社設立を含む
資本業務提携の基本合意を結び、20年3月末に最
終合意に至ることができました。その後、合弁
会社の名称を「日本シップヤード」に決定しまし
た。当初は同年10月の設立を予定していました
が、海外の競争法のクリアランスに関して遅れが
あり、今年1月に発足にこぎつけました。協議開
始から約1年3カ月掛かりましたが、比較的早く
NSYの体制を具現化できたと思っています。
　当社では、今治造船とJMUが行っている業務

のうち、営業と設
計を担うことにな
ります。より細か
く説明すると営業
から商品開発・基
本 設 計、 機 能 設
計 ま で を NSY が
行い、その先の生
産設計、調達、建
造については親会
社である2社が担
当することになり
ます。建造後のア
フターサービスや
保証は親会社サイ
ドの仕事です。契
約 の ベ ー ス は お
客 様、 当 社、 建
造会社（今治造船、

JMU）の三者契約となります。また、開発・設計
工程のうち研究所は両親会社に残し、NSYから
研究を委託する形を取ります。
　会社としての方針については、両親会社の建造
能力を足し合わせ、最も環境性能の高い船を世界
中に提供することを目指しています。具体的には、
新造船の国際燃費規制であるエネルギー効率設計
指標（EEDI）のフェーズ3に適合した船を早期に
マーケットにリリースするとともに、新たな舶用
燃料である液化天然ガス（LNG）、さらにその先
にあるアンモニア、水素焚きのゼロエミッション
船の早期実現を目指していきます。

客層のバリエーションが圧倒的に増えて
超大型船の連続建造にも対応可能に

――前田社長はJMU、檜垣副社長は今治造船の
出身ですが、互いの会社の強みとは何ですか。

前田■　今治造船の強みはグループの船会社（正
栄汽船）を含めた営業力、そして建造力にあると
思います。加えて、決断の速さを感じます。ある
物事を決定する時、JMUは様々な会議を通す必
要がありますが、今治造船は一族会社なので「こ
うやる」と決めた時のスピード感がありますね。

造船業界をNSYがリードし
日本の競争力の底上げを目指す

インタビュー

今治造船・丸亀工場

　今年1月、国内造船首位の今治造船と第2位のジャパン
マリンユナイテッド（JMU）による合弁会社「日本シップ
ヤード（NSY）」が本格的に業務を開始した。液化天然ガス

（LNG）運搬船を除く一般商船と海洋構造物の営業・設計を
担い、親会社である2社の建造につなげていく。NSYの
前田明徳社長（JMU取締役専務執行役員）と檜垣清志副社長

（今治造船 代表取締役専務執行役員）に会社設立の狙いと
期待、これからの事業展開に賭ける想いをお話しいただ
いた。 （取材日：4月9日）

日本シップヤード株式会社

代表取締役社長	 前田 明徳氏（左）
代表取締役副社長	 檜垣 清志氏（右）
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1．2020年中国造船業界の概況

1.1 新船受注量、3年ぶり世界一に返り咲く
　2020年、新型コロナウィルスは世界経済を直
撃し、特に造船業に深刻なダメージを与えた。ク
ラークソンのデータによると、2020年上半期の
世界の新船需要は隻数で269隻、標準貨物船換算
トン数（CGT）ベースの重量で575万トンに止ま
り、史上最大の落ち込みを記録した。そうした中、
いち早く新型コロナウィルスから抜け出した中国
は6割以上の新規需要を獲得して、ライバルであ
る韓国と日本を大きく引き離した。下半期に入っ
てから需要が徐々に回復し上半期を大幅に上回っ
たものの、通年では2,210万トンに止まり、2019
年の2,529万トンに比べ、10％を超えるマイナス
となった。

　上半期で大きく出遅れた韓国の造船所は下半期
に入ってから船舶設計と船舶製造における豊富な
ノウハウと高い技術力を生かして高付加価値船舶
を中心に次々と受注を獲得していった。7 ～ 12
月の受注量は6カ月連続で世界一となり、中国と
の差を5ポイント台までに縮めたが、逆転するに
至らず、新船受注量世界一の座を3年ぶりに明け
渡した。表1は2020年の中国、韓国、日本3国の
工事完成量、新船受注量、手持ち受注残の世界シェ
アを示している。なお、工事完成量と手持ち受注
残でも中国が引き続き世界一を維持している。
　新船受注量では、中国は2010年に韓国を抜い
て世界一になったが、2018年の世界シェアでは
韓国が42.7％、中国が32.2％、2019年は韓国が
37.3％、中国が33.8％と、2年連続で韓国に抜かれ、
二位に甘んじていたが、2020年は3年ぶりに世界
一の座に返り咲いた。

受注・建造と業界再編を巡る
中国造船業界の最新動向

寄稿 1.2 新船受注量と手持ち受注残、減少へ
　中国の造船三大指標である工事完成量、新船
受注量、手持ち受注残の積載重量トン数（DWT）
ベースの世界シェアは3項目とも世界一だが、状
況は決して楽観できない。新船受注量は3年ぶり
に世界一に返り咲いたが、受注量は2年連続で
3,000万トン（DWT）を下回っている。手持ち受注
残は世界一を維持しているものの、2008年のリー
マンショック以来の低水準となっている。また、
表2から分かるように、中国の造船業を支えてい
るのは輸出であり、新型コロナウィルスの影響で
世界の海運市場の需要の低迷を反映して、輸出船

舶の新船受注量と手持ち受注残のマイナス幅が突
出して大きい。
　船舶輸出の不振は輸出金額にも表れている。
2020年の中国の船舶輸出金額は217億米ドルで、
前年対比で11.3％減少した。輸出船舶の内、ばら
積み貨物船、タンカー、コンテナ運搬船の輸出額
が99.8億米ドルで、全体の51.4％を占めている。
輸出先は184の国と地域におよぶが、最大の輸出
先はアジアだった。アジア、欧州、ラテンアメリ
カ上位3地域への輸出額は123億米ドル、33.6億
米ドル、25.8億米ドルだった。

表1　2020年1 ～ 12月世界造船市場における中韓日のシェア

全体 中国 韓国 日本

工事完成量

DWT（万㌧） 8,944 3,853 2,440 2,258

シェア 100.0% 43.1% 27.3% 25.2%

CGT（万㌧） 2,993 1,082 883 631

シェア 100.0% 36.2% 29.5% 21.1%

新船受注量

DWT（万㌧） 5,933 2,893 2,454 416

シェア 100.0% 48.8% 41.4% 7.0%

CGT（万㌧） 2,210 969 854 145

シェア 100.0% 43.9% 38.6% 6.6%

手持ち
受注残高

DWT（万㌧） 15,891 7,111 5,393 2,744

シェア 100.0% 44.7% 33.9% 17.3%

CGT（万㌧） 6,993 2,502 2,228 831

シェア 100.0% 35.8% 31.9% 11.9%

表2　2020年中国造船業の三大指標（DWT）

重量（万トン） 前年対比

工事完成量 3,853 4.9%

内、輸出船舶 3,425 2.1%

船舶新規受注量 2,893 ▲ 0.5%

内、輸出船舶 2,445 ▲ 9.3%

手持ち受注残高 7,111 ▲ 12.9%

内、輸出船舶 6,521 ▲ 13.3%

表3　2020年1-12月中国造船業の収益状況

売上（億元） 前年対比 利益（億元） 前年対比

全　　体 4,362.4 0.6% 47.8 ▲ 26.9%

内　訳

船舶製造 3,029.8 ▲ 13.0% 9.3 ▲ 84.3%
船舶装備・部品 494.9 2.4% 17.4 ▲ 25.3%
船舶修理 299.3 13.5% 19.3 130.0%
船舶改造 39.3 ▲ 2.7% 4.8 33.3%
船舶解体 54.3 ▲ 31.1% 1.4 ▲ 41.7%
海洋エンジニアリング 439.6 19.3% ▲ 4.2 17.3 億元縮小
航行標識・機材 5.2 ▲ 17.2% 0.2 ± 0%

*1 元＝約 17 円、以下同じ

文教大学
文学部　教授 蔣 垂東

（作成日：4月14日）

　表3は2020年中国の造船業統計対象企業1,043
社を合わせた収益状況を示している。世界経済の
鈍化、海運市場の低迷、生産コストの急激な上昇
を反映して、造船業は売上でプラス成長を維持し
たものの、利益はマイナス26.9％の大幅な減少と
なった。2020年の人民元対米ドル為替レートが
6.9％上昇したこと、造船用6mmと20mmの鋼板
の価格が年初来16.6％と19.9％上昇したこと、造

船企業人件費が平均で約15％上昇したことなど
が造船関連企業の収益を大きく圧迫した要因と
なった。項目別では、新型コロナウィルスの影響
で、輸入設備の納入の延期、水際対策の強化に伴
う船主、船員等関係者の入国制限が船舶設備の取
り付けやテスト、試験運行と引き渡しに甚大な影
響を及ぼした。これを反映して、船舶製造は大幅
な減収減益となった。一方、業績が大きく伸びた
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1．はじめに

　造船業はその名のとおり、船舶を造る産業であ
る。三面を海に囲まれている韓国にとって、船は
大切な輸送手段である。海運は国際貨物輸送のお
よそ99.7％を占めるため、私たちの生活に必要な
ものが揃うのは、造船業があればこそともいえる
であろう。また、船にはさまざまな用途があり、
荷物の運搬や観光、国の防衛など多様な面で活躍
している。そのほか、海の観測や調査、研究など
にも欠かすことのできない存在であろう。
　1949年10月の大韓造船公社の設立を韓国造船
のはじまりであると見れば、以後72年間で韓国
造船は今や、20,000TEU以上の超大型コンテナ船
を建造する世界1位の先端産業と輸出孝子産業（編
注：輸出面で寄与する産業）に生まれ変わってい
る。しかし、国内造船会社は、自国の需要と船舶
金融に迅速に追撃してくる中国、および技術大国
で、いつでも競争力を回復して1、2位の座を争
うことができる日本と、世界の中で激しく受注競
争を続けている。
　さらに、2008年のリーマンショックを期に始
まった前方産業（編注：自動車、機械、電機など
の産業）の長期不況とニューノーマル時代の交易
成長率の停滞は、慢性的船腹過剰と2016年の受
注ピークのような産業の危機状況を招いた。しか
し、一方では、シェールガス（shale gas）革命と
環境規制により触発されたLNGガス船の発注を
独占し、今後の来るべき環境規制と第四次産業革
命に備え、代替燃料船、無人船の開発に拍車をか
けている。したがって、危機と機会が共存してい
る現在、韓国の造船市場の状況や産業構造の調整

雰囲気を探って見て、近づく未来に備えた今後の
課題について述べてみたい。

2．韓国の造船業界における受注・建造状況

　まず、全世界の船舶建造契約を見ると、2016
年の受注ピークと言えるほど平年の3分の1水準
の発注のみがあったことを除いて、その発注量は、
約5,000 ～ 6,500万GTレベルを維持し、2020年に
は4,000万GT以下に急減した。
　ほとんどの船種が2017、18年に最高水準の発
注量を記録して増加率が減少しているが、低油価
のため需要が増加したタンカーとシェールガスと
環境規制の需要に増加したLNG運搬船の需要が
大きく増加したことを確認できる。
　アジアの韓中日がヨーロッパのクルーズなど、
いくつかの船種を除いた商船の99％を受注して
いるため、この三国の受注競争がすぐに世界市場
の受注競争であるとみなすことができる。韓国は
中国と2017年からの受注量の世界1、2位を交互
に争っており、日本は韓中の半分よりも若干高い
レベルの受注量を記録している。

　受注量では韓国と中国が競争をしているが、受
注の質的側面で見れば、その性格が大きく異なる。
中国の手持工事量（韓国では、手持工事量を「受注
残量」と呼ぶ）をみると、2021年現在はドライ貨

物船が全体の手持工事量の約45％を占めている
が、韓国は全体手持工事量の50％を超える量を
VLCC、超大型コンテナ船、LNG船のような高付
加価値の大型船舶が占めている。
　これらの特性は、2018年以来、手持工事量の
推移でも反映され、全世界のタンカーとドライ貨
物船の手持工事量が20 ～ 40％を超える減少幅を
記録している一方、LNGとコンテナ船の手持工
事量の減少率は20％未満を記録している。これ
は、日中韓の手持工事量の特性にもそのまま表れ、
韓国はLNG船と超大型コンテナ船の継続的な受
注により、手持工事量の減少率が2018年と比べ、
2020年には12％の水準を示しており、中国に比
べ造船業の競争力は非常に高いといえる。
　一方、<表－2>のように、2020年に韓国の造
船業の受注量は2019年に比べ、13.15％も減少し
たが、これは新型コロナウイルスの影響もあると
思われる。韓国の造船業の建造量もまた、2019
年に比べて7.47％も減少した。手持工事量の場合、
2018年以降、2,200万CGTレベルを維持している。
　2019年と2020年の韓国の月別造船業、受注量、
建造量、手持工事量は<表－3>、<表－4>の通
りである。1 ～ 6月までの上半期の受注量につい
ては、2019年の358万CGTから2020年には134
万 CGT へと、62.57％も大きく減少したが、こ

れは新型コロナウイルスが引き起こした大封鎖
（Great Lockdown）の影響と思われる。一方、7
～ 12月下半期の受注量は2019年586万CGTから、
2020年には684万CGTへ、むしろ16.72％の増加
となった。
　2021年1月に世界で発注された船舶のうち52％
を韓国の造船所が受注し、韓国は4カ月連続で受
注量世界1位となった。なお、韓国は2020年で見
ても、年間の船舶受注量が世界1位となっている。
その背景には、1隻あたりの値段が2,000億ウォン
を超える大型LNG＝液化天然ガス運搬船や、900
億ウォンを超える超大型オイルタンカー（VLCC）
など、付加価値率の高い船舶で競争力を発揮した
ことが挙げられる。
　2021年の見通しはさらに明るい。韓国輸出入
銀行海外経済研究所では、2021年に韓国の造船
所の受注額が前年の2倍以上に増えると予想する。
新型コロナウイルスの流行で延期されていた船舶
の発注が再開され、物流量も増えている。さらに、
船舶の環境規制が大幅に強化され、老朽化した船
舶に代わる新しい船舶建造の需要が増えると見ら
れている。韓国の造船3社（現代重工業、三星重
工業、大宇造船海洋）も、2021年の受注目標を前
年より大幅に引き上げている。

３．最近の造船業界間の協業・合併に
向けた動き

（1） 造船業界間の協業の動向
　2018年4月、IMOにおいて開催されたMEPC72

（第72回海洋環境保護委員会）では、海運から発
生する温室効果ガス（GHG）の排出量を2050年に
半分に削減して、今度の世紀中になるべく早く完
全に無くすことを目的とする温室効果ガスの削減
戦略が採択された。この戦略が、環境にやさしい
エコ新造船を建造する動力となっている。
　さらに、2020年11月に開催されたMEPC75で
は、既存の船舶にも新造船レベルの燃料効率規制
を厳しく適用することになるMARPOL附属書VI
の改正が合意された。改正によって、2014年以
前に発注した船を対象に、来る2023年からEEXI

（Energy Efficiency Existing Ship Index）を導入
することになった。この改正案が2021年6月に開
催予定のMEPC76で採択されると、既存の船舶

韓国の造船業界における
受注・建造状況と現下の課題

寄稿

慶南大学校
貿易物流学科　教授 韓 洛鉉

（作成日：4月5日）

表－1  韓中日の船種の受注（Contracting）推移
（単位 : 百万 GT）

2016 2017 2018 2019 2020
韓国 4.5 20.2 25.7 17.9 17.2
中国 9 25.7 21.5 19.5 16.7
日本 4.6 6.9 14.5 10.4 2.8

出所：Clarksons Research,「World Shipyard Monitor」

表－3  2019年の韓国の造船業の受注量、建造量、
手持工事量（月別）

（単位：万 CGT）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

受 注 量 73 75 44 37 68 61 55 84 69 140 63 174
建 造 量 144 62 74 67 80 86 120 55 107 50 75 31
手持工事量 2,198 2,211 2,179 2,150 2,138 2,113 2,048 2,077 2,039 2,129 2,117 2,260
出所：Clarksons Research、「World Shipyard Monitor」

表－4  2020年の韓国の造船業の受注量、建造量、
手持工事量（月別）

（単位：万 CGT）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

受 注 量 7 36 12 29 25 25 62 75 37 99 126 285
建 造 量 91 62 50 47 98 101 96 66 112 65 60 32
手持工事量 2,241 2,183 2,146 2,127 2,055 1,980 1,945 1,946 1,871 1,899 1,966 2,216
出所：Clarksons Research,「World Shipyard Monitor」

表－2  韓国造船業の受注量、建造量、手持工事量
（年度別）

（単位：万 CGT）
2016 2017 2018 2019 2020

受 注 量 222 761 1,308 943 819
建 造 量 1,236 1,057 772 951 880
手持工事量 2,094 1,768 2,238 2,260 2,216

出所：Clarksons Research,「World Shipyard Monitor」
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造船会社にとって最も深刻なのは
利益を出しにくい傾向にあること

――証券アナリストの立場から、日本の造船業界
の現状分析をお聞かせください。

田井■　日本の造船業界は厳しい状況にあること
は間違いありません。ただ私自身は、中国や韓国
に建造シェアを取られたり、生産規模が小さく
なったりすることに対して、大きな心配はしてい
ません。たとえシェアが小さくても、儲かりさえ
すれば問題はないからです。自動車メーカーに置
き換えてみると、トヨタや日産のような大衆ブラ
ンドではなく、少量の生産で儲けを出す、フェラー
リのように高級ブランド路線を目指す選択肢もあ
り得ると考えています。
　ところが、我々のような証券会社が資本市場か
ら見て最も深刻だと思うのは、現状、日本の造船
会社が概して儲けにくい、利益を出しにくい傾向
にあることです。言うまでもなく、企業はボラン
ティアではありませんから、会社の運営を通じて
利益を出し、従業員に給料を支払っていかなけれ
ばいけません。
　厳しさの度合いはそれぞれの会社で異なると

思っています。例えば、A社は造船事業からほぼ
事実上、撤退することを決めているのに対し、重
工系のB社の場合、大型船の工場は他社に譲渡し
ますが、残った拠点で造船事業を継続する方向で
す。この会社はニッチなニーズを狙ってしっかり
儲ける、フェラーリタイプという一つの解を見つ
けたのだと思います。
　B社とは別のかたちでフェラーリタイプを志向
する重工系のC社は、アフラマックスなどのタン
カー建造に特化しています。ただ、高級路線では
あるけれど、同じセグメントで複数の競合相手が
存在していることを懸念しています。要するに、

「国内他社や中韓で造ってもいいではないか」と
なってしまい、儲けにくくなっている気がします。
　重工系で最も心配しているのがD社です。この
会社では海外拠点を活用したり、国内拠点で高付
加価値な特殊船を手掛けたりする方針を示してい
ます。しかし、韓国の造船会社ではD社と同じ特
殊船に関して、船級協会などの設計認証を取得し
ており、安心できる状況ではありません。
　こうした状況は、かつての液化天然ガス（LNG）
運搬船の歴史を思い起こさせます。LNG運搬船
は日本が初めて建造しましたが、今や韓国の造
船会社が得意とする船種となってしまいました。

LNG運搬船を含め特殊船の場合、一般的にドッ
クで行う船殻工事に比べ、岸壁での（必要な設備
や装置を載せる）艤装工事により多くの時間を必
要とします。ドックの回転率を上げるため、他の
船種を建造しようとしても、競合相手が多いため
に、なかなか受注を取りづらいのです。
　一方、重工系のE社、未上場で専業系のF社や
G社は明らかに「規模で儲ける」方針を取っていま
す。船は一隻一隻のカスタマイズが必要ではある
ものの、自動車のように生産規模が大きくなれば
経済性や効率性といったスケールメリット（規模
のメリット）を得ることができます。これら3社
についてはスケールメリットを追求している限
り、引き続き世界の造船市場で一定のポジション
を確保していけると思っています。仮にスケール
メリットを保てなくなった場合には、A社のよう
に撤退を考えるか、B社のようにニッチなニーズ
を狙っていくことになるのでしょう。

技術力は必要条件だが十分条件ではない
同時に営業力も強化していく必要がある
――日本の造船業界にとっての大きな課題は何だ
と思いますか。

田井■　主に2つあると思っています。まずは、

サプライチェーンの硬直化です。ご承知のように、
日本の海事産業の強みとしてしばしば取り上げら
れるのが、特定の地域における海運や港湾、造船・
舶用工業などの企業群を指す「海事クラスター」と
いう言葉です。確かに船の建造から運航までの必
要な関係者が揃っているからこそ、非常に多くの
雇用が守られ、地域経済を支えている側面もあり
ます。また、自衛隊や海上保安庁などの官公庁船
の場合、部品の調達を含めて全ての工程を国内で
完了する必要があります。
　しかし、一般商船に関しては、スクリューのよ
うに世界的に高いシェアを持つ部品・機器を除く
と、必ずしも国内にこだわらなくてもいいのでは
ないかと考えます。例えば、造船会社がある部品
をある国内メーカーだけから購入した場合を考え
てみましょう。そのメーカーが倒産してしまった
ら、海外メーカーから部品調達する必要が出てく
るかもしれません。ところが、足元を見られて海
外メーカーから非常に高い価格を提示されるケー
スが頻繁に起きています。結局のところ、海事ク
ラスターを重視し過ぎたがゆえに自分たちの首を
絞めることになってしまったのです。
　これは部品をまるっきり、海外メーカーからの
調達に切り替えろ、という意味ではありません。
日本メーカーとの付き合いを基本としながら、何
度かに一度は海外メーカーの部品を購入してはど

日本の造船業界が生き残るには
“儲け方の変革”が必要

インタビュー

（写真は本文と直接関係ありません）

　日本の造船業界が現在置かれている状況は、第三者の目から見てどう映っ
ているのか。大和証券エクイティ調査部の田井宏介担当部長に、証券アナリ
ストの立場から日本の造船業界の現状分析や課題、優位性を発揮するヒント
を聞いた。田井氏は「今は技術があれば儲かる（利益が出る）時代ではない。こ
の先、日本の造船業界が生き残るには、顧客をどう囲い込むかという“儲け方
の変革”を実行する必要がある」と提起する。 （取材日：3月31日）

大和証券株式会社
エクイティ調査部　担当部長

チーフアナリスト　田井 宏介氏

©Stock for you/Shutterstock.com
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　商船三井は4月5日にオンライン会見を開き、
新たな企業理念とグループビジョンを発表した。
企業理念は社会における同社グループの“存在意
義”、グループビジョンは10年後の“ありたい姿”
にあたるもの。4月1日付で就任した橋本剛社長

（写真）は会見の中で「当社
グループは総合海運事業を
中心に業務を伸ばすスタン
スを取っていたが、同時に
海洋事業や港湾事業など非
海運分野の重要度が増して
おり、今回の改定に至った」
と説明した。

■グループの価値観・行動規範に
　安全を加え「MOL CHARTS」へ
　今日、商船三井を含む企業にとって、急激に高
まる環境意識への対応のほか、国連のSDGs（持
続的な開発目標）や持続可能な社会の実現への貢
献が求められている。他方、商船三井は2000年
代の業容拡大、2010年代の事業構造改革を経て、
グループ全体で競争力向上の追求を図るステージ
への移行も求められている。こうした社会的要請・
同社自体の“2つの変化”を背景に今回、企業理念・
グループビジョン（ともに2001年制定）の見直し
を決めた。
　企業理念はこれまで「顧客のニーズと時代の要
請を先取りする総合輸送グループとして世界経済
の発展に貢献」するなど3項目を示していたが、「青
い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらき
ます」とシンプルな形に再整理した。
　一方、既存の長期ビジョン「世界の海運をリー
ドする強くしなやかな商船三井グループを目指
す」をグループビジョンに改め「海運業を中心に
様々なインフラ事業を展開し、環境保全を始めと
した変化する社会のニーズに技術とサービスの進
化で挑む」とし、新たな将来像に「グローバルに成
長する強くしなやかな企業グループ」を設定した。
　併せて、2015年4月に制定したグループの価
値観・行動規範である「MOL CHART」も6年
ぶ り に 改 定 し た。 こ れ ま で は “CHART” そ れ

ぞ れ の 頭 文 字 に あ た る Challenge、Honesty、
Accountability、Reliability、Teamwork を 指 し
ていたが、Reliabilityに含まれていたSafety（安全）
を独立させ「MOL CHARTS」と改めるなどした。

■新たな経営計画のポイントは
　環境戦略と地域戦略
　企業理念が商船三井グループの存在意義、

「MOL CHARTS」が価値観・行動規範、グルー
プビジョンが目指す姿だとすれば、「何をするの
か」を示したのが、同社が2017年度から毎年発表
している経営計画「ローリングプラン」となる。4
月5日の会見では、4月末に公表する新たな「ロー
リングプラン2021」（RP21、対象期間：2021 ～ 23
年度）の骨子についても明らかにした。
　RP21では環境戦略と地域戦略を複合的に展開
させていくことがポイントとなる。
　環境戦略では、2021 ～ 23年度の3年間で低・
脱炭素分野に約2000億円を投じる。グループの
環境ビジョンを改定し、GHG（温室効果ガス）削
減ロードマップの策定などを図るほか、液化天然
ガス（LNG）需要増の取り込みなどによる環境低
負荷・低炭素事業の拡大、さらに環境負荷・低減
効果を可視化するサービスの展開を計画している。
　また地域戦略に関しては“営業戦略の肝”と位
置付け、本社・海外営業部門で潜在案件を発掘し、
部門間・海外拠点との連携強化によるビジネスの
具現化などを行って、アジアを重点に「輸送にと
どまらない大型案件の獲得」を目指していく。
　利益計画については同社のローリングプラン
開始以来、これまでも中期的に800 ～ 1000億円
の経常利益水準を目指すことを表明している。
RP21でもこの水準を達成できる見込みだ。また、
財務戦略・投資計画については前回の「ローリン
グプラン2020」で掲げた「資産や事業・プロジェ
クトのキャッシュ化」、「2020 ～ 22年度で1000億
円のフリーキャッシュフロー創出」が順調に進む
と見られている。
　橋本社長はRP21に関して「守りの策をかなり
大胆に実行すると同時に、成長に向けた攻めの戦
略も立てたものになる」と説明した。

クローズアップ

新企業理念・グループビジョンを発表、価値観・行動規範も改定
商船三井

日本・内航船舶明細書収録の全船舶のデータをお手元の
パソコンで検索・閲覧・印刷が可能なCD-ROM版です。

Microsoft Windows 対応
販売価格  47,300円

Windows は米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標です。

2020年6月30日現在における100総トン以上の日本籍船舶（除内航登録船及び
500総トン未満の1・2種漁船）約1,800隻と信号符字を持つ約6,100隻を収録。

販売価格  22,000円
B5判　約450頁

2020年6月30日現在における100総トン
以上の内航登録船約2,900隻を収録。

販売価格  22,000円
B5判　約420頁

2020年6月30日現在における20総トン以上100総トン未満及び
500総トン未満の1・2種漁船の日本籍船舶約2,400隻を収録。

販売価格  11,000円
B5判　約200頁

編纂・発行
一般社団法人　日本海運集会所（総務グループ）
〒112-0002 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル3階TEL 03-5802-8361

E-mail jse@jseinc.org

ご予約・ご注文・お問い合わせは

https://www.jseinc.org

お求めやすいセット価格もございます。詳しくはHPをご覧ください。
2021年度版 2021年1月発売

送料 770円

送料 990円

送料 990円

送料 990円

※上記は、すべて税込価格です。
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　次世代を担う子どもたちに海や船への関心を高めてもらうため、海事産業では乗
船体験や造船所見学、「海の日」イベントなど様々な取り組みを行っている。しかし、
2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、こうした現地イベントを行
うことができなかった。現在も新型コロナ収束の見通しは立っておらず、子どもたち
が大型商船に触れる機会が減っている。
　そこで今回は、バリシップを念頭に、より多くの子どもたちが海や船に興味関心を
持つきっかけの1つとなるような企画を試みた。東京海洋大学の南清和教授に「船博士」
として登場していただき、商船の構造や舶用機器の種類と役割、荷役の方法などを分
かりやすく解説してもらった。知っているようで実は知らない船の仕組みを見ていこ
う。（小学生も読めるように漢字にはルビを振っています。）

これで君も船博士！
船の仕組みを知ろう

　この記事は、日本海運集会所のウェブサイトにも掲載します（ダウンロード・
印刷可）。船の仕組みについて分かりやすく説明していますので、ご家庭で、
学校で、イベントで、ぜひご活用ください。

船を知りたい
小学生必見 

約 2,000社・団体 収録

内容 （2020年7月1日現在）

A5判/約1,030ページ 一般社団法人 日本海運集会所

会　員  14,960円（税込）
非会員  18,700円（税込）

価格

※送料990円（税込）が別途かかります。

2021海事関連業者要覧

発行・発売　一般社団法人 日本海運集会所　〒112-0002 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル3階 https://www.jseinc.org



40 412021.5 2021.5KAIUN KAIUN

船の仕組みを知ろう
特別企画

　食べ物、エネルギー、日用品などわたしたちの生活に
必要なものの多くを船（商

しょうせん
船）が運んでいます。船で運

ぶもののことを「貨
か
物
もつ
」といい、船で貨物を運ぶことを

「海
かい
運
うん
」といいます。�

　船はたくさんの種類の機械と部品でできています。船
の中はどういうつくりになっていて、どんな機械で動かし
ているのか、皆で見ていきましょう。�

船はハガネでできている

　船の外側の部分を「外
がい
板
はん
」といいます。素

材は主に鋼
はがね
です。鋼とは、鉄に炭

たん
素
そ
などの

成分を混
ま
ぜたもので、鉄よりもねばり強く

伸びやすい性質のため、加工に向いてい
ます。
　外板の厚さは、巨大な船でもうすいとこ
ろは4cmほどしかありません。外板がう
すいと船が軽くなり、貨物をたくさん積む
ことができます。その分、内部の構

こう
造
ぞう
をく

ふうして船の強度を高めています。
　船の色は、ほとんどの場合、外板の下の
部分が赤く塗

ぬ
られています。理由は、船底

の塗
とりょう
料に赤色の成分を含む防

ぼう
汚
お
剤
ざい
が入って

いるためです。この防汚剤によって、カキ
やフジツボ、藻

も
などの水生生物が船底にくっ

つくのを防ぎます。ただ、最近は新技術で
防汚剤を含まない塗料も出てきています。

船の種類

　「海運」では、船を使って一度に大量の貨
物を世界中に運んでいます。貨物とは、穀

こく

物
もつ
や果

くだ
物
もの
などの食べ物、石油や石炭といっ

た燃
ねんりょう
料、ほかにも木材、自動車、工業製

せい
品
ひん

などさまざまです。
　船自体にもたくさんの種

しゅ
類
るい
があり、運ぶ

ものに合わせて専用化が進んでいます。
　「タンカー」は液体を運ぶ船で、原油や液

えき

化
か
天
てん
然
ねん
ガス（LNG）などを専用船で輸

ゆ
送
そう
し

ます。LNGはマイナス162℃と極
ごく
低
てい
温
おん
の

ため、タンクも特別な材質でできています。
　「コンテナ船」は、いろいろな貨物をコン
テナという箱に入れて輸送します。大きさ
や形がちがう貨物でも、コンテナに入れる
ことで効率よく運ぶことができます。
　「自動車専用船」は、名前の通り車を専用
で運ぶ船です。中には新

しん
幹
かん
線
せん
や建設機械な

どの大きな乗り物を積
つ
める船もあります。

　「ばら積み船」は、穀物や石炭、鉱
こう
石
せき
など

の貨物を箱に入れず、ばらばらのまま船に
積み込んで運びます。

ブリッジ

スクリュープロペラ

ウィンチ

ラダー（舵）
かじ

ライフボート（救命艇）
きゅう めい てい

機関室
き   かん しつ

錨
いかり

船首
せん しゅ

船底
せん てい

船尾
せん  び

世界最大級の超大型コンテナ船は全長が400mもあります。
東京タワー（333m）を横に倒したよりも長いのです。

船のデザインで一番個性が出るのは船の煙
突「ファンネル」です。船を見かけたらぜひ
チェックしてみてください。

塗装のようす。巨大な船に人の手で塗料を塗ってい
きます。

提供：日本ペイントマリン

船博士
南 清和 先生

海の上を走る大きな船を見たことはありますか？

提供：日本郵船

LNGタンカー

提供：オーシャン　ネットワーク　エクスプレス　ジャパン

コンテナ船

提供：川崎汽船

自動車船

東京海洋大学　学術研究院
海事システム工学部門　教授　博士（工学）

イメージ提供：日本舶用工業会

左上から、日本郵船、商船三井、
川崎汽船、オーシャン	ネットワーク	
エクスプレス	ジャパン（提供）

船のどこに何があるか見てみよう
船の部屋や機械について、これからくわしく紹介します。
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ギリシアの海洋冒険譚『オデュッセイア』

　ギリシア神話世界の海洋冒険物語と言えば、叙
事詩『オデュッセイア』を挙げなくてはなるまい。

『オデュッセイア』はその前日譚である『イリアス』
とともに、紀元前8世紀の詩人ホメロスの作でギ
リシア神話に語られているトロイ戦争に題材を
取った叙事詩である。この戦争は、イリアスとも
呼ばれていた小アジアの国トロイアと、ギリシア
の都市国家連合軍が戦ったものだ。まず、イリア
スの王子パリスが絶世の美女と名高いスパルタの
王妃ヘレネを奪い、激怒したスパルタを中心に、
アテネ、イタケなどのギリシア都市国家が参戦、
激戦の末、トロイの木馬の計略によって、イリア
スは滅びることになる。この戦争の経過を語っ
たのが『イリアス』である。（トロイ戦争は長らく
伝説とされていたが、シュリーマンの発見によ
り、トロイが現在のトルコ北西部にあり、紀元前
1275年から1240年の間のどこかで起こったもの
とわかってきた。）
　『オデュッセイア』は、戦争の後、英雄オデュッ
セウスの放浪を描く。オデュッセウスはイリアス
を滅ぼし、財宝を持って帰国の途についたが、神々
の呪いにより、何年もの間、海をさまようことに
なったのである。

冒険の始まり

　『オデュッセイア』は、オデュッセウスが、身一
つでたどり着いたパイアケス人の国で王女ナウシ

カアに救われ、島の王アルキオノスに歓待され、
冒険物語を回想するところから始まる。
　トロイを滅ぼしたオデュッセウス一行は、イリ
アスを守護していた神々から疎まれ、故郷・イタ
ケに帰れなくなってしまう。まず、ゼウスの送っ
たつむじ風によって流され、ロートパゴイの島で
ロトスの実を食べた。蓮に似たこの実は食べると
記憶を失うため、仲間は帰国を忘れてしまう。
　次に着いた島で、オデュッセウスは膨大な量の
食料に満ちた謎の岩屋を発見する。そこで飲み食
いした英雄たちは、帰ってきた単眼巨人キュクロ
プスに捕らわれてしまう。オデュッセウスは巨人
が酒に酔った隙に、その目を潰した。たった一つ
の目を潰された巨人は怒り、ポセイドンに祈りを
捧げた。
　「イタケのオデュッセウスを故郷に戻さぬように」
　その結果、英雄たちは漂泊の旅を余儀なくされ
たのである。

風の神アイオロスの贈り物

　次に、オデュッセウスは風の神アイオロスの浮
島、アイオリエ島にたどり着いた。風の神に歓待
された一行は1カ月後、牛の皮袋に吠え猛ける風
を詰めてもらい、旅立った。西風の助けもあり、
9日目にはイタケ島が見えてきた。ここまで9日9
晩、オデュッセウスは船の帆を操ってきたが、さ
すがに、故郷が見えたので、うとうとしてしまっ
た。ここで部下たちは、気になっていた皮袋に手
を伸ばす。そこに風の神からもらった金銀財宝が

入っていると思っていたのだ。袋の口を開けた途
端に、突風が起こった。アイオロスが詰めた、吠
え猛ける風が一気に噴出したのだ。たちまち、船
はアイオロスの島まで戻されてしまった。
　やむなく自力で航海をやり直したオデュッセウ
スらはテレピュロスにたどり着いた。ここも巨人
の島で、無数の巨人たちが石を投げて船を叩き壊
し、殺した死体を魚のように串刺しにし、食事と
して持ち帰った。生き残ったのはオデュッセウス
の船だけであった。

魔女キルケの住む島

　次に訪れたのは、魔女キルケの住むアイアイエ
島である。キルケは太陽神ヘリオスを父とし、海
神オーケアヌスの娘ペルセを母とする女神であ
り、魔術をよくした。
　一行は注意深く行動することにし、エウリュロ
コスの隊が偵察に行った。館に近づくと、美しい
魔女キルケが動物たちとともに現れ、一行を歓迎
した。エウリュロコスだけは警戒して館に入らな
かったが、館に入ったものたちはキルケの振る舞
う食べ物を食べて、豚に変えられてしまった。エ
ウリュロコスは慌てて逃げ帰り、オデュッセウス
は単身、仲間を救うためにキルケの館に向かった。
旅の途中で神ヘルメスから授かった秘薬を飲んだ
彼は、キルケの食べ物を食べても獣にされること
はなく、剣をキルケに突きつけ、部下を元に戻す
ことを誓わせた。キルケは誓いを立て、和解の印
にオデュッセウスを寝床に誘った。その後、一行
はキルケの館で歓待され、1 年を過ごすことに
なる。
　やがて、船出しようとしたオデュッセウスに対
して、キルケは、まず、彼が冥界に下り、すでに
他界したテーバイの予言者ティレシアスの霊魂と
出会い、予言を聞かねばならぬと言った。キルケ
の指示通り船出した一行は、いつしかオーケアヌ
スの流れに乗り、果ての地にたどり着いた。そこ
でオデュッセウスはティレシアスの霊魂から、帰
国の方法、オデュッセウス自身の今後の運命、そ
の死までも聞かされる。予言者は言った。
　「太陽神ヘリオスの牛を傷つけることがなけれ
ば、無事、帰国できるだろう」

セイレーンの呼び声

　冥界から戻った一行は、故国に向かって船出し
た。ここから、オデュッセウスは、黄金の羊の皮
の探索に赴いた英雄ペルセウスとアルゴー号が
辿ったのと同じ怪物の海に踏み込んだのである。
まず、半鳥の女怪（女性の怪物）、セイレーンの縄
張りに入ると、オデュッセウスは全員に耳栓をさ
せた。なぜならば、その声を聞いたものは狂気に
陥り、記憶を失い、セイレーンの餌食になってし
まうからであった。しかし、オデュッセウスは、
セイレーンの歌を聞いてみたかったので、耳栓を
せずに、帆柱に体を括り付けさせた。やがて、セ
イレーンの歌が聞こえてきたが、耳栓をした部下
たちはそのまま櫂をこぎ続けた。一方、オデュッ
セウスはセイレーンの歌声に魅了され、身をよ
じって暴れた。しかし、縄は解けず、そのまま、
船はその縄張りを通り過ぎた。次に、巨大な渦潮
のような海の怪物カリュブディスと下半身が人食
い狼になっている女怪スキュラがいる海域にたど
り着いた。その隙を突いて抜けようとしたが、カ
リュブディスの恐ろしい様子に気を取られている
間に、6人の部下がスキュラに食われてしまった。

太陽神の牛

　やがて、太陽神の牧場であるトリナキエ島にた
どりついた。ここには神の牛が群をなしていた。
ティレシウスからの予言を思い出したオデュッセ
ウスは仲間に、牛に手を出してはならないと命じ
たが、風向きが悪く、食料が尽きるまで島に閉じ
込められた一行は、牛に手を出してしまった。ひ
とり、オデュッセウスだけはそれに反対したが、
他の男たちは聞かなかった。彼らに神罰が下り、
オデュッセウスたちの船は再び、カリュブディス
の渦へと流され、オデュッセウスを除くすべてが
海に飲み込まれた。ひとり、オデュッセウスだけ
がカリュプソの島に流れ着き、そこで7年の年月
を過ごすことになる。
　アルキオノス王はここまで語ったオデュッセウ
スに感謝し、船を仕立て、彼をイタケに送り出し
た。かくして、オデュッセウスはトロイ戦争出陣
以来20年目にして、イタケに帰還したのだった。
 ■

 第十回  「地中海の英雄譚」

世界の神話に見る海と神
文：朱鷺田祐介

かつて、地中海はギリシア神話の舞台だった。海へと漕ぎ出していった英雄の冒険譚を紹介しよう。
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＜動画 3＞

＜動画 4＞

＜動画 5＞

みんな知ってる！？　
船はみんなの暮らしを支えてくれているんだよ。

今は世界中でコロナが流行っているよ！大丈夫？
船員さんは、どんな時でも海を走り続けているよ！

ペンギン船長が来たよ！
ああ～疲れた～、家族にも会えないし。 でも、みんなのために、頑張ったぞ！

（Thank you for supporting us. 
 Please stay safe.)

船員さんはコロナの中、外国に行けていいな！
そんなことないよ。危険なのに、物資などを運んでくれて
いる。それに、なかなか家族に会えないんだよ。

危険なのに、僕たちの生活を支えてくれているんだね、
すごいよ！
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研修講座・セミナーのご案内研修講座・セミナーのご案内
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セミナーについて
受講料について 各研修講座・セミナーにより異なります。ご案内のメール通信、ウェブサイトにてご確認ください。

お申し込み期間
について

各研修講座・セミナーの詳細は、開催の約 3 週間前に JSE メール通信、ウェブサイトでご案内しています。いずれも定員に達した
時点で締め切ります。こちらもウェブサイトで随時お知らせしています。　https://www.jseinc.org/seminar/index.html

お支払いについて 郵便振込、または銀行振込にてお願いいたします。お振込みいただいた受講料は、開催中止の場合を除き返金できません。

キャンセルについて
キャンセルは 開催 2 営業日前の 16：00 までにご連絡ください。
それ以降に、参加できなくなった場合には、代理出席をお願いいたします。代理出席が難しい場合には、後日資料の郵送をもっ
て出席とさせていただきます。また、当日欠席の場合も後日資料の郵送をもって出席とさせていただきます。

よくあるご質問 ウェブサイトをご参照ください。　https://www.jseinc.org/seminar/q&a/seminar_q&a.html

◆お問い合わせ セミナーグループ TEL  03-5802-8367　E-mail  project@jseinc.org

研修講座・セミナーの新型コロナウイルス感染症対策について
◦新型コロナウイルス感染症防止の観点より、通常定員56名のところ24名とし、1.5 ～ 2m程度の間隔を保つため、机1台に1名の着席とします。

セミナールームは、空気清浄機や加湿器などを設置し最大限の換気に努めます。また、演卓の前には飛沫防止ビニールカーテンを設置しています。
◦今後状況等により開催を延期・中止する場合は、申込者にはメールでお知らせし、Webにも表示します。
◦ご参加の際には、マスクの着用や手洗い・うがい等、感染防止対策を心がけるとともに、咳エチケットにもご配慮ください。
　また、受付にアルコール消毒液を準備していますのでご使用ください。なお、講師の方にもマスクやフェースシールド等の着用をお願いします。

感染症対策のため、会場での会話・食事はお控えください。
◦次に該当する方は、参加をお控えください。　　・感染が明らかな方との接触歴がある方　・咳や37.5℃以上の発熱症状がある方

●他法人主催セミナー　海外法律事務所、海外船舶管理会社、海外保険会社等によるセミナー。（無料）

●海運実務研修講座（2019～2020年度実績より編成。詳しい日程等は、当所ウェブサイトをご覧ください。https://www.jseinc.org/seminar/index.html）

予定 テーマ レベル

6月

11 入門 会計と海運業（全3回） ★

12〈T3日程〉新人社員研修（春）（連続2日間） ★

13 船荷証券の実務上の問題点（中級）（全3回） ★★★

14 不定期船実務の基礎知識（陸上編）（全3日） ★★

15 船の技術知識あれこれ（全1日） ★

7月

16 ドリルシップ・オフショア支援船・FPSOをとり
まくリスクと契約上のリスク分担（全2日）

★★★

17 港湾・物流基礎（全1日） ★☆

18 税務・会計基礎（全2回） ★★

19 船舶保険 入門（全3回） ★☆

8月 20 コンテナ船事業入門 ★

予定 テーマ レベル
9月 21 船舶管理実務（連続2日間） ★★

10月
22 不定期船実務の基礎知識（陸上編）（全3日） ★★

23 海技の知識（全3回） ★★

24〈T4日程〉新人社員研修（秋）（連続2日間） ★

11月

25〈T5日程〉新人社員研修（秋）（連続2日間） ★

26 ケミカル／プロダクトタンカーの運航／荷役の
実務（基礎編）（全3回）

★☆

27 P&I保険の基礎 ★☆

2月 28 船舶保険実務（中級）（全1日） ★★☆

3月 29 船舶売買の実務（全3回） ★★

随時 30 海運/海事産業と革新的技術（仮） －

●一般セミナー
予定 テーマ

4-9月

世界のとうもろこし及び大豆の需給情勢
2020年代の中国～巨大な隣国の強み、弱み、そしてチャンス
ブロックチェーンでデジタル化が進む世界の貿易事情
水素エネルギーとその輸送について
船舶のサイバーセキュリティー対策について
企業の文書電子化の動向と有効なペーパーレス化の進め方
解剖・ドライバルク市況
海事産業が関わるエネルギー分野の市場展望（仮）

予定 テーマ

4-9月
環境保全の荷動き・物流への影響（仮）
自律運航船の開発状況と実用化への展望（仮）

10月 内外鉄鋼業界の現状と展望（全3回）
11月 2021 Outlook for the Dry-Bulk and Crude-Oil Shipping Markets.

12月
石炭資源の開発生産及び市場動向
原油市場の2020年総括と今後の展望

1月 船舶の次世代燃料・環境技術の展望とLNG燃料の最新動向
随時 デジタル&グリーン時代の港湾マーケティング（仮）

●関西地区  海運実務研修講座（2020年度実績より編成）

予定 テーマ レベル
6月 3 船の技術知識あれこれ ★

10月 4 船舶保険 入門 ★☆

予定 テーマ レベル
11月 5 P&I保険の基礎 ★☆

3月 6 入門　会計と海運業 ★

　注 ・会場は、基本的に日本海運集会所の会議室（定員24名／通常定員56名）、関西地区は神戸銀行倶楽部（定員20名／通常定員40名）です。
 ・原則として、1回あたりの講義時間は90分、受講料は5,500円（税込）です。（会員価格）
 ・レベル表記は、★：入門（新人・中途入社）、★☆：初級（新人～ 3年程度）、★★：初・中級（実務経験1 ～ 3年程度）、
  ★★☆：中級（2 ～ 4年程度）、★★★：中級以上（実務経験3年以上）。
 ・一部の講座・セミナー等は、新型コロナウイルス感染症対策により開催を見合わせています。また、開催予定日が緊急事態宣言施行中と

なる場合は、開催を延期等する方針です。

2021年度 研修講座・セミナー2021年度 研修講座・セミナー ※各研修講座・セミナーは、予告なく変更となる場合がございます。
　また、予約は承っておりません。ご了承ください。

今月の研修講座・セミナー今月の研修講座・セミナー ※各研修講座・セミナーは、予告なく変更となる場合がございます。

●海運実務研修講座 ※会場は、特別な記載がない限り、日本海運集会所の会議室です。定員は24名です。

＊2020年度に開催が延期となった講座・セミナーにつきましては、日程が決まり次第、延期時の募集に応募のあった方からご案内します。

●関西地区 海運実務研修講座 ※会場は、特別な記載がない限り、神戸銀行倶楽部の会議室です。定員は20名です。

7
船荷証券の基本を学ぶ
船荷証券の基礎（全 3 回） ※2020年度延期分、追加日程

レベル

★★

日　時 5 月 10 日、17 日、24 日（毎週月曜日）　15：30 ～ 17：00

講　師 有泉・平塚法律事務所 弁護士　山下  真一郎 氏

受講料 会員：16,500 円（税込） 　非会員：33,000 円（税込）

8, 9, 12
船で世界の荷物を運ぶ　海運の基礎を学ぶ
新人社員研修（春）（連続 2 日間） ※秋にも同講座を予定しています。

レベル

★

日　時

T1 日程 5 月 11 日（火）、12 日（水）　13：30 ～ 17：00　※満席

T2 日程 5 月 19 日（水）、20 日（木）　13：30 ～ 17：00　※満席

T3 日程 6 月　8 日（火）、　 9 日（水）　13：30 ～ 17：00　※満席

講　師

「商船の運航・基礎編」　UK P&I Club　Senior Loss Prevention Executive　関根  博 氏
　　　　　　　　　　　（元日本郵船 常務経営委員、元日本海洋科学 代表取締役社長）

「海運ビジネスの基礎」　商船三井　ドライバルク営業統括部　情報・管理チームリーダー　岩佐  竜至 氏

「船舶保険 /P&I 保険の概要」　損害保険ジャパン　海上保険部船舶保険グループグループ長　知久  府志 氏

受講料 会員：27,500 円（税込）　非会員：55,000 円（税込）

10, 15
船のことがよく分かる！　知っていた方が得なメカニズム
船の技術知識あれこれ（全 1 日）

レベル

★

日　時
B 日程 5 月 21 日（金曜日）　13：30 ～ 17：00

C 日程 6 月 15 日（火曜日）　13：30 ～ 17：00

講　師 元 商船三井　常務執行役員　横田  健二 氏

受講料 会員：11,000 円（税込）　非会員：22,000 円（税込）

2
船で世界の荷物を運ぶ　海運の基礎を学ぶ
新人社員研修（1 日）

レベル

★

日　時 5 月 31 日（月曜日）　10：30 ～ 17：00

講　師
「海運ビジネスの基礎」　商船三井　ドライバルク営業統括部　情報・管理チームリーダー　岩佐  竜至 氏

「商船の運航・基礎編」　UK P&I Club　Senior Loss Prevention Executive　関根  博 氏
　　　　　　　　　　　（元日本郵船 常務経営委員、元日本海洋科学 代表取締役社長）

受講料 会員：16,500 円（税込）　非会員：26,400 円（税込）

3
船のことがよく分かる！　知っていた方が得なメカニズム
船の技術知識あれこれ

レベル

★

日　時 6 月 1 日（火曜日）　10：30 ～ 15：00　（昼休憩 12：00 ～ 13：30）

講　師 元 商船三井　常務執行役員　横田  健二 氏

受講料 会員：11,000 円（税込）　非会員：17,600 円（税込）
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自動車専用船の
運航スケジュール策定支援システムを開発

日本郵船
　日本郵船はこのほど、グループ会社のNYK 
Business Systems（NBS）とともに自動車専用船
の運航スケジュール策定支援システムを開発し、
運用を開始した。発表は4月9日。同システムの
運用により環境負荷低減と業務改善の実現が見込
まれる。
　自動車専用船の運航スケジュールは、本船と貨
物の安全確保を大前提としつつ、寄港地やブッキ
ング台数、本船の貨物積載状況、顧客からの到着
日に関する要望などを元に、変動要素である港の
混雑状況や天候予想などを総合的に判断して策定
されている。
　一方、複数の港で積み荷・揚げ荷をする特性が
あることから、最適なスケジュールを割り出すた
めには多くの手動計算や関係者との調整を行う必
要があり、運航担当者の業務負担軽減やノウハウ
継承の仕組みづくりが課題となっていた。
　このほど運用を開始した運航スケジュール策定
支援システムは、船舶毎の運航データをタイム
リーに収集する「SIMS」などの社内システムと連
携している。同システムに寄港地や積み降ろし台
数などの条件を指定すると、短時間で数十万通り
のシミュレーションを行い、寄港地への到着日時
や航行速度の設定といった本船毎の最適な航行ス
ケジュールを提示するという。これにより、運航
担当者の業務を効率的に支援してより迅速な意
思決定を可能とするほか、長期的な知識の蓄積・
継承にもつなげていきたい考え。また、船舶が
排出する温室効果ガス（GHG）を最小化するスケ
ジュールの策定も可能となり、気候変動に対応し
たサービスの実現にも大きく貢献する見通し。
　日本郵船は今後、演算ロジックの改良や既存の
社内システムとの連携を深度化させ、さらなるシ
ミュレーション精度の向上を目指すとしている。

フィリピン商船大卒業生が初めて船長に
日本郵船

　日本郵船は4月10日、フィリピンの商船大学
NYK-TDG MARITIME ACADEMY（NTMA）

の卒業生であるフィリピン人船員のリエル・ゴン
ザレス氏を船長に登用した。NTMA卒業生の船
長への登用は今回が初めて。
　NTMA は、 同 社 が Transnational Diversified 
Group（TDG）と共同で運営している学校で、
2007年に開校した。独自のカリキュラムと乗船
訓練でフィリピン海技国家試験の合格率100％を
維持しており、これまでに1100人の卒業生を輩
出している。1学年の定員数は航海科60人、機関
科60人の計120人で、講習3年間・乗船実習1年
間の4年制となっている。
　リエル氏は NTMA で 3 年間、基礎教育や操
船シミュレーターを用いた研修などを受け、日
本郵船の訓練船で1年間の実習を終えて、2011
年に卒業した。その後、同社のグループ会社で
フィリピン人船員の配乗を行うNYK-FIL SHIP 
MANAGEMENTに所属し、主にドライバルク船
に乗務してきたという。一等航海士として通算
33カ月の乗船経験を積み、このほど船長登用の
ためのアセスメントに合格した。

GHG削減に向けてエンビバと提携
「ウインドチャレンジャー」などの導入を検討

商船三井
　商船三井は3月30日、木質バイオマスエネルギー
の世界的大手企業である米エンビバ・パートナー
ズと、木質ペレットを海上輸送する際の温室効果
ガス（GHG）排出削減に向けたパートナーシップを
締結したと発表した。商船三井が手掛ける硬翼帆
式風力推進装置「ウインドチャレンジャー」を含め
た各種新技術の導入を検討していくとしている。
　エンビバは木質ペレットの製造・販売を手掛け
ており、バージニア、ノースカロライナ、サウス
カロライナ、ジョージア、ミシシッピ、フロリダ
の各州で計9つの工場を所有・操業している。生
産能力は合計で年間530万トンにのぼるという。
同社は2030年までに操業からのGHGネット・ゼ
ロを目指すとともに、サプライチェーン全体で
の排出量削減に向け、パートナーと協働してソ
リューションを取り入れる方針を示している。
　商船三井とエンビバは2016年以降、大西洋水
域での木質ペレット輸送契約を通じ、海上輸送で
の安全性や効率化の向上に関して協働を続けてき

た。今回の提携では、環境対応船を通じた海上輸
送のGHG排出削減という共通目標の実現に向け
て、パートナーシップを一層強化していく考え。
　なお、商船三井は4月1日付で子会社である商
船三井近海の社名を商船三井ドライバルクに変更
し、両社の不定期船事業と木材チップ船事業のほ
か、パナマックス事業の一部営業活動を商船三井
ドライバルクに一体化している。

航海リスク監視システムの共同開発に合意
NAPA、商船三井、日本海事協会

　船舶設計・運航支援システムを開発するNAPA
と商船三井、日本海事協会（NK）は3月25日、包
括的な航海リスク監視システムの共同開発を行う
ことに合意したと発表した。これまでに3社が共
同開発した座礁リスク監視システムの実証試験が
成功したことを受けて取り組むもの。
　座礁リスク監視システムは、NAPAの提供す
る船舶性能モニタリングおよび航海最適化システ
ム「NAPA Fleet Intelligence」を基盤としている。
本船位置や水深、海図情報といった様々なデー
タソースを組み合わせ、ち密で正確なプラット
フォームを構築して、船舶情報の一元管理を可能
にする。さらに、船舶が高リスクの海域へ侵入す
ることが予測される場合には、あらかじめ設定し
たアラートや通知機能を使って船内の乗組員や陸
側の運航管理者に知らせ、船陸間の情報共有と早
期対応喚起を促すことも可能だという。実証試験
では、過去の航海データを基にした船舶の挙動分
析と、実際の事故事例に対する効果検証を行った。
　今回新たに開発する航海リスク監視システムで
は、気象情報を含めた航行中の予定航路周辺にお
けるリスク要因のモニタリングと、錨泊中のリス
クモニタリングを行うよう要素技術の開発を進め
ていく。

ONEの好調を受け
21年3月期の経常利益見通しを上方修正

日本郵船、商船三井、川崎汽船
　日本郵船と商船三井、川崎汽船の3社がそろっ
て2021年3月期の経常損益見通しを上方修正し
た。定期船事業で旺盛な輸送需要が続いているこ

とを背景に、3社の持分法適用会社であるOcean 
Network Express（ONE）の2021年3月期業績が
想定を上回る見込みだとしている。
　このうち日本郵船は4月6日、直近で開示した
経常損益予想の1600億円から約2000億円に修正
すると発表した。理由については、ONEの好業
績に加え、航空運送事業や物流事業も堅調な市況
が継続していると説明した。
　そのほか、商船三井は4月2日に950億円から
約1200億円への修正を、川崎汽船は3月31日に
500 億円から 750 億円への修正をそれぞれ発表
した。

期末配当予想を25円から40円に増額修正
NSユナイテッド海運

　NSユナイテッド海運は3月25日、2021年3月
期末の配当予想を1月末に発表した25円から40
円に修正すると発表した。第2四半期末の配当実
績が30円だったため、年間配当金額は合計70円
となる。
　同社は連結業績に対する配当性向を概ね30％
としている。今回は、足元の海運市況が堅調であ
るほか為替レートが想定より円安で推移している
影響から、業績見通しおよび経営環境に改善が見
込まれることを総合的に勘案し、前回予想の1株
当たり25円から15円増配した。

大型LPG外航船の譲渡で約29億円計上
飯野海運

　飯野海運は3月31日に開催した取締役会で、連
結子会社が保有する大型液化石油ガス（LPG）外航
船「LOTUS GAS」の譲渡を決定した。譲渡の理由
は「経営資源の有効活用及び資産効率の向上のた
め」だとしている。
　 同 LPG 船 は 2008 年 建 造 の 載 貨 重 量 5 万
3067DWTで、譲渡益は約29億円（概算）となる。
譲渡先は同社グループとの間に資本的関係・人的
関係・取引関係のない海外の第三者法人だという。
今年5月中旬から6月中旬に譲渡する予定となっ
ている。
　これにより、飯野海運は2022年3月期連結決算
で固定資産売却益（特別利益）として約29億円を
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計上する。なお、LPG船を保有する連結子会社
が12月31日を決算日としているため、固定資産
売却益の計上は2022年3月期第2四半期連結会計
期間を予定している。

次期中期経営計画を策定
横浜川崎国際港湾

　京浜港の港湾運営会社である横浜川崎国際港湾
は4月1日、2021 ～ 25年度の5年間を対象とする
次期中期経営計画を発表した。「日本の国際ハブ
ポートとして、我が国産業の発展に寄与するとと
もに、活力ある地域社会の形成に貢献していく」
との経営理念を掲げ、大きく3つの経営方針を示
した。
　経営方針の1つ目は「国際コンテナ戦略港湾施
策の推進」。ターミナルの再編・整備や人工知能

（AI）などの技術を採用により、運営の効率化、
ターミナルの高付加価値化を図る。また、横浜港・
川崎港の国際競争力強化に向けて国際基幹航路の
拡大に取り組むとともに、国内やアジア諸国から
の集荷を進める。
　2つ目には「事業活動を通じた社会の持続的な
発展への貢献」を掲げた。地震や台風などの災害
時に最低限の物流機能を確保するとともに、迅速
に機能を回復できるよう、防災・減災への取り組
みや事業継続計画（BCP）の更新などを通じて危機
管理体制を強化する。また、環境問題に関しては
排出ガス規制への対応を進めていく。
　3つ目は「経営基盤の安定と発展的な事業運営」
とし、財務の安定化に向けて自己資本の充実を図
ることに加え、港の付加価値を高めるような新た
な事業を模索する。さらに、関係団体との交流を
通じて組織体制の検証・改善を進め、グローバル
な組織風土の醸成および人材育成に取り組んで
いく。
　2025年の計画目標は、取扱コンテナ貨物量340
万TEU（2020年速報値は283万TEU）、国際基
幹航路数20航路（2020年度は19航路）、国際基幹
航路のうち大型船が投入される航路数6航路（同4
航路）を目指す。また、自己資本比率は10％以上
を維持するとした。そのほか施設整備では、2020
年代前半に「南本牧MC-3東側（拡張部）」と「本牧
D5ターミナル」の供用を予定している。

洋上風力発電工事向けCTVの運航を開始
東京汽船

　 東 京 汽 船 は こ の ほ ど、 秋 田 洋 上 風 力 発 電
（AOW）が秋田県の秋田港および能代港で携わっ
ている着床式洋上風力発電事業において、建設工
事や試運転で使用するためのAOW向け洋上風力
発電交通船（Crew Transfer Vessel、CTV）「JCAT 
TWO」の運航を開始した。発表は3月29日。
　同事業は日本初となる商業ベースでの大型洋上
風力発電事業で、2021年春から22年秋までの間
に建設工事・試運転を行う計画となっている。
　東京汽船は今後6月までに、「JCAT TWO」を
含むCTV4隻の運航開始を予定している。また、
このほかにも同社と大森建設、沢木組、秋田海陸
運送が設立した合弁会社Akita OW Serviceが、
AOW向けの保守管理用CTV2隻を現在建造して
いる。

洋上風力発電設備の支持構造物に関する
合同審査を開始

日本海事協会、沿岸技術研究センター
　日本海事協会（NK）は、関連法令に基づく洋上
風力発電設備支持構造物の審査の効率化に向け
て、4月から沿岸技術研究センター（CDIT）との
合同審査を開始する。
　洋上風力発電設備の支持構造物とその附帯設備
については、電気事業法に基づく工事計画の審査
に、第3者認証機関であるNKのウインドファー
ム認証の結果が活用されている。そのほかに、港
湾法に基づく登録確認機関であるCDITの適合性
確認が必須なため、発電事業者は従来、審査に必
要な資料をそれぞれに提出する必要があった。
　こうした手続きを効率化するため、NKで審査
を担当する「プロジェクト認証委員会　支持構造
物認証分科会」とCDITの「適合検討委員会　洋上
風力発電部会」は、2020年4月から試行的に審査
を同時開催していた。
　その実績を踏まえて、今年4月からは本格的に
合同審査を開催する。審査資料の様式も共通化し
たことで、事業者は同一の審査資料を両機関に提
出することが可能となったという。プロセスの一
本化により、洋上風力発電設備支持構造物の申請

に関わる発電事業者の作業負担軽減と、審査期間
の短縮化を図る。

初の海外セミナーを台湾で開催
IoS-OPコンソーシアム

　シップデータセンター（ShipDC）が事務局を
務めるIoS-OPコンソーシアムが4月16日、海外
では初主催となるセミナー「IoS-OP Seminar in 
Taiwan」を台湾で開催した。
　IoS-OPとは、船舶の運航データを船社などデー
タ提供者の利益を損なわずに関係者間で共有し、
造船所・メーカーなどへのデータ利用権や各種
サービスの提供を可能とするための共通基盤の
こと。会員組織であるIoS-OPコンソーシアムは、
今年3月末時点で64社が参加している。
　セミナーは台北市の会場と日本をネットワーク
で接続して実施され、船主を中心に台湾海事関係
者91人が参加した。船舶IoTデータの共有に係
るルールや仕組みの説明に加えて、IoS-OPコン
ソーシアム会員企業のデジタル関連ソリューショ
ンを広く紹介したという。
　セミナー終了後も、コンソーシアム会員企業に
よるコンテンツを台湾海事関係者およびコンソー
シアム会員に限定して公開するオンラインセミ
ナーを5月末まで開催している。

大阪―大連間の高速船輸送サービスを発売
日本通運

　日本通運が4月1日から大阪と中国の大連を結
ぶ高速船輸送サービス「大連特快」の販売を開始し
た。大阪港―韓国・釜山港間と韓国・仁川港―中
国・大連港間をフェリーで輸送し、韓国国内の釜
山港―仁川港間はトラックで輸送する複合一貫輸
送サービスとなっている。
　フェリー航路とトラック輸送をスムーズにつな
ぐことで輸送日数をコンテナ船と比べ1 ～ 3日短
縮（同社手配時比較）するほか、フェリーの出航時
間を調整して週3便運航を実現している。
　新型コロナ禍でコンテナ船が不安定な中、2020
年11月から同サービスのトライアルを実施して
きたが、初回のトライアル以降、輸送スピードと
安定性について顧客から高い評価を得たことか

ら、このほど「大連特快」として商品化した。

船員災害防止実施計画を策定
死傷災害2％減、疾病9％減を目指す

国土交通省
　国土交通省は3月31日、2021年度の船員災害
防止実施計画を策定したと発表した。この計画は、
船員災害防止基本計画の実施を図るために毎年策
定しているもの。
　2021年度の計画には、IoT技術による遠隔医療
の活用の検討や、労働時間・労働負荷の軽減に向
けた具体的方策の検討などが盛り込まれた。その
ほか生活習慣病などの疾病予防対策、パワーハラ
スメントの防止、メンタルヘルスの確保、受動喫
煙の防止などにも取り組むとしている。
　貨物船における船員災害の減少目標としては、
死傷災害を2％減少、疾病を9％減少させること
が目標として掲げられた。

船員の安全や労働環境向上の取り組みを募集
国土交通省

　国土交通省は、「船員安全・労働環境取組大賞
（SSS）」の募集を開始する。
　SSSとは、第11次船員災害防止基本計画（～
2022年度）の一環として、国交省海事局が実施し
ている表彰制度のこと。船舶所有者や船員、その
関係者を対象とし、船員の労働災害防止・安全運
航・健康管理・労働支援に係る優れた取り組みを
募集、表彰している。
　応募された取り組みは「船員災害防止モデル次
号検討委員会」が審査を行い、大賞または特別賞
を選定する。審査基準は①先進的である②実践性
を有する③継続性を有する④他の参考となる⑤効
果が上がっている―の5つ。受賞者は海事局長か
ら表彰状を授与されるほか、国交省ウェブサイト
などで公表、さらに専用のロゴマークを使用する
ことができる。
　募集期間は 5 月 31 日（月）まで。当日消印有
効。応募の際は、必要書類を郵送するか地方運
輸局などの窓口に直接持ち込む。詳細は国交省
ウェブサイト（https://www.mlit.go.jp/maritime/
maritime_tk4_000014.html）まで。
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　日本シップヤードはこのほど、ノルウェー船
級協会（DNV）と共同でアンモニアを主燃料とす
るアンモニア焚きVLCCを開発し、3月25日に
DNVから設計基本承認（AiP）を取得した。
　アンモニア燃料は燃焼しても二酸化炭素（CO2）
を排出しないため、国際海事機関（IMO）が掲げ
る温室効果ガス（GHG）削減目標への貢献が期待
されている。その上で、今回開発したVLCCに
は潜在的なアンモニア漏洩リスクへの実用的な対
策を設計コンセプトに織り込んだ。また、主機関
でアンモニアを燃焼する際のパイロット燃料には

カーボンニュートラル燃料を使用し、さらに常用
航海中の船内電力を軸発電機で賄うことで、航海
中のゼロエミッション化を可能とした。加えて、
燃料タンクや追加関連設備を開放甲板上に配置す
ることで、就航後にアンモニア焚きへと改造でき
る「アンモニア焚きReady」仕様への対応を見据え
た設計コンセプトとした。
　今後は、アンモニア燃料の利用に関する安全性・
安定性をさらに高めたトータルシステムを開発
し、アンモニア焚きVLCCの早期市場投入を目指
すとともに、他船種にも展開していくとしている。

　常石造船は3月30日、ロイド船級協会から液化
天然ガス（LNG）燃料と重油による二元燃料焚き
ばら積み貨物船「KAMSARMAX GF」の設計基本
承認（AIP）を取得した。AIPを通じて基本設計に
おける具体性を高めるとともに、詳細設計へのス
ムーズな展開が可能となったとしている。
　「KAMSARMAX GF」 は 全 長 が 229m、 幅 が
32.26m、深さが 20.15m となっている。主燃料
をLNGとし、国際海事機関（IMO）のエネルギー
効率設計指標（EEDI）規制に対して二酸化炭素

（CO2）排出量を基準値から40％以上削減すること

ができる。これにより、2025年以降に適用され
るEEDI規制フェーズ3の削減率を大幅にクリア
するという。加えて、硫黄酸化物（SOx）や窒素酸
化物（NOx）も大幅に削減する見通し。
　常石造船の奥村幸生社長は「KAMSARMAX 
GF」についてコメントを発表し、「当社にとって、
重油焚きの船舶から水素などの次世代燃料船へと
移行するにあたり重要な役割を担っている。この
船が環境問題への対応を進めるお客様の課題を解
決し、お役に立てるよう、営業活動に注力してい
く」と意気込みを示した。

アンモニア焚きVLCCの設計基本承認を取得� 日本シップヤード AIP取得のLNG燃料船でCO2排出量40％削減へ� 常石造船

　ジャパンエンジンコーポレーション（J-ENG）は 
4 月 14 日、開発・設計・製造を手掛ける舶用
低速2ストロークエンジン「UEエンジン」につ
いて、中国ライセンシーが中国内航ばら積み船
向けに 6UEC33LSH-C2 型機関の初号機を、ま
た、中国内航ケミカルタンカー向けに最新鋭の
6UEC42LSH-Eco-D3型機関を連続で受注したと
発表した。
　初号機となるUEC33LSH-C2型機関では、高回
転から低回転域までをカバーする超ワイドレー
ティングを採用しており、セメント船や小型ばら

積み船、ケミカル船など様々な船型に適用できる。
機械式機関でありながら、他社で同クラスの電子
制御機関を上回る低燃費を実現しているという。
また、UEC42LSH-Eco-D3型機関は世界トップク
ラスの低燃費が評価されており、日本国内ではす
でにハンディサイズバルカーや中小型ケミカル船
で多数の採用が決定している。中国UEライセン
シーとしての受注は今回が初めて。
　J-ENGは「中国の内航船リプレース需要は旺盛」
だとし、同社からの単体輸出と中国ライセンシー
活用の両輪でUEのシェア拡大を図っていく考え。

　三井E&Sホールディングスは4月7日、グルー
プ会社の三井E&Sマシナリーにおける2020年度
の船舶用大型ディーゼルエンジンの生産実績を発
表した。玉野機械工場での三井―MAN B&W型
低速ディーゼルエンジンの生産量は152基・357
万馬力となり、19年度の200基・362万馬力から
台数が 48 基減ったものの、馬力では微減に留
まった。
　三井E&Sマシナリーは、1926年にデンマーク
B&W（現MAN Energy Solutions）とディーゼル
エンジンに関する技術提携を結び、世界のトップ

メーカーとして生産実績を積み重ねてきた。累積
生産馬力は現時点で1億1000万馬力を超えている
という。
　2021年度の生産量については「125基・300万馬
力を予定している」とし、台数・馬力ともに20年
度から減少する見通し。また、玉野機械工場内に
はシリンダー口径500mmの4気筒テストエンジ
ンを設置しており、国際海事機関（IMO）が進め
る窒素酸化物（NOx）3次規制や二酸化炭素（CO2）
削減に対応する製品の開発にも取り組んでいる。

中国でUEエンジンを連続受注� ジャパンエンジンコーポレーション 2020年度のエンジン生産実績は357万馬力� 三井E&Sマシナリー

　ナカシマプロペラは4月13日、欧州子会社の
ナカシマヨーロッパを通じてドイツの舶用機器
メーカーであるBecker Marine Systems GmbH

（BMS）を買収したと発表した。ナカシマヨーロッ
パは3月31日付でBMSの51％持分を取得した。
　BMSは1946年の設立以来、数多くの高性能舵
の開発・生産・販売を行っている。2008年には
省エネルギー付加物「Becker Mewis Duct」の提供
を開始し、就航船向けを含めて累計1000基以上
の販売実績を持つ。また、最近では独自の主推進
用バッテリーシステムや風力推進システムの開発

など、船舶の環境負荷低減につながる先進的な開
発に取り組んでいるという。ナカシマプロペラ
は1978年からBMSの日本代理店として「Becker 
Flap Rudder」の輸入および日本国内へのライセ
ンス生産を行い、同社との協力関係を続けてきた。
　買収後の主な事業統合分野としては、マーケ
ティング、製品開発、設計、営業、アフターサー
ビスを予定している。また、ナカシマプロペラに
は「BMS営業グループ」を設置し、日本国内の顧
客にBMS製品を提供していく構え。

　日本舶用工業会は4月7日、2021年度の活動方
針を示す「日舶工アクションプラン2021」を発表
した。近年特に注力している「グローバル展開の
推進」では、既存市場や新興国市場、オフショア
などの新分野市場に応じたアプローチ戦略を検討
し、会員企業の海外市場への参入促進を図る。具
体的な取り組みとしては、海外の漁船建造ニーズ
の高まりを受けて、漁業分野に焦点を置いた展示
会への参加などを検討する。また、艦艇向け日本
製舶用機器の輸出実現に向けて、防衛省や防衛装
備庁、日本海事協会（NK）と連携して輸出実現に

向けた検討を進める。オフショア市場に関しては、
国土交通省の補助事業で開発した「日本製舶用機
器の搭載を前提としたオフショア支援船（OSV）
基本設計図面」の普及を図るとともに、国内外に
おけるOSVのオーナーや造船所との連携を強化
し、「政策金融の活用も視野に入れて建造実現に
つなげたい」（安藤昇専務理事）考え。
　そのほか、遅くとも今年5月には船舶における
PLC（高速電力線通信）の使用が電波法上で認め
られる見通しであることから、今後、説明会やガ
イダンスを通じてPLCの普及を図るとしている。

ドイツの舶用機器メーカーを買収� ナカシマプロペラ 「日舶工アクションプラン2021」を策定� 日本舶用工業会
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原油タンカー市場夜明け前

日本シップブローカーズ協会

はじめに
　COVID-19の感染拡大後の回復局面において、
原油価格は回復し足下では1バレル60ドルを挟ん
だ動きとなっている。一方で原油タンカー市況は
原油価格の上昇に伴い下落し、世界経済が力強い
回復途上にあるにもかかわらず、また、ドライバ
ルカー、コンテナといった他の船種が好況を謳歌
するなかで不振が続いている。本稿では原油タン
カー市況がなぜ不振から脱却できないでいるかに
ついて考察したが、結果、今後数か月で急回復の芽
が出始めても全く不思議ではないように思われる。

1.�原油価格
　原油価格（以下WTI 1バレルの価格とする）は、
2020年4月20日に-37.63ドルと史上初のマイナス
価格を記録したが、これは結果的にはセリングク
ライマックスとなり、COVID-19感染拡大第一波
の収束が見え始めた2020年6月には40ドル台ま
で回復した。その後40ドルを挟んだ動きが5カ月
ほど続いた後、主要国でワクチン接種の見通しが
立ち始め、2021年からの経済回復への期待が高
まり始めると、原油価格はレンジを抜けもう一段
上昇となり、足下では60ドルを挟んだ動きとなっ
ている。
　EIA（U.S. Energy Information Administration）
発表の全世界の Liquid Fuel 消費、供給および
在庫増の推移を図2で見てみると、2019年日量
101.2百万バレルであった全世界の消費量は2020
年4月には日量80.3百万バレルに急減し2003年の
水準まで急低下した。過去17年かけて積み上げ
てきた需要水準をほぼ2か月で失い、在庫は需要
減少分の日量約20百万バレルのペースで増加し
た。在庫の急増は原油市場を直撃し急落の要因と
なったものと思われる。
　2020年6月以降、世界各国の財政出動が活発化
して世界経済はまだら模様ながらも回復の道を歩
み始め、積極的な金融緩和策も功を奏して世界経
済の回復シナリオは維持されてきた。原油市場に
おいても、図2の通り、消費量は着実に回復し、

2021年3月には日量96百万バレルと2019年消費
量の95％まで回復している。
　一方で、原油生産量は、OPECが2020年6月の
日量22.5百万バレルから2021年3月には25.3百万
バレルへ、米国が同時期に日量10.4百万バレルか
ら11.1百万バレルへ、世界全体では同時期に日量
88.6百万バレルから93.5百万バレルへの回復にと

どまった。結果としてその間、日量22百万バレ
ルの在庫が減少し、ほぼ1年前の2020年3月末の
水準まで世界の原油在庫は減少している。残念な
がら、2020年1-3月の間に日量16百万バレル程度
在庫が増加しており、2019年末の水準までは道半
ばと言えようが、在庫調整は着実に進展している。
　今後の世界原油消費量は米国の2兆ドル規模の
財政出動が2021年7月以降実行に移されることを
考えれば、世界経済の回復が現時点での予想を下
回る可能性は低いと思われ、中国のガソリン需要
が2021年には2019年レベルまで回復する見込み
等原油消費量は着実に回復することが予想され
る。また、生産量はOPECが2021年5-7月に日量
2百万バレル増産を計画するなど、原油価格が上
昇してきたことで、需要の回復にある程度沿った
ペースでの増産が想定されよう。

2.�原油タンカーのチャーターレート
　リーマンショック以降に限れば、原油タンカー
のチャーターレートは結果的に原油価格と逆相関
の動きとなっていると考えており、COVID-19感
染拡大で原油価格が急落後、急騰する中、原油タ
ンカーのチャーターレートは急騰後、急落してお
り、その関係は依然続いているように思われる。
　原油需要は順調に回復することが見込まれ、そ
れに応じて生産量が回復してくることで船腹需要
も徐々に回復してくるものと想定される。一方で、
原油の在庫調整はペースが鈍化する可能性が高い
ものの、在庫は2019年末に比べるとまだ高く調
整が必要なため、原油需要増加に比べれば船腹需
要の回復はまだスローペースにとどまる可能性が
高い。
　今後の船腹供給量については、原油タンカーの

Fleetは今後3-4％程度拡大が見込まれているが、
原油タンカーの2021年解撤量は予想を上回る前
年の2倍のペースで増加しており、Fleetの伸び
は予想を下回る可能性が高い。
　過去1年間において、世界経済回復を背景に原
油需要は回復してきたが、原油の在庫調整が必要
であったことや原油価格重視の戦略から原油生産
量の回復が遅れていた。それに伴い、原油の海上
輸送量の回復ペースも鈍く、原油タンカー市況は
回復の糸口をつかむことなく推移してきた。原油
タンカーのチャーターレートの前回の上昇局面で
ある2018年8月頃の在庫水準まで原油在庫が減少
してくるようであれば、原油市況には明るさが出
てくるように思われる。足下の原油在庫は当時か
ら日量20百万バレル高い水準にあり、これまで
のペースでいけば在庫調整にはさらに6か月程度
必要と考えられる。しかしながら、米国の大規模
な財政出動とワクチン普及による想定以上の世界
経済の回復が期待でき、原油の需要期を迎える夏
以降には他の船種でも見られたような市況の急回
復が期待できるのではなかろうか。
 （ジャパンシッピングサービス㈱）

ブローカーの窓から

図1. WTI価格の推移

図2. 原油需給バランス

図3.米国およびOPECの原油生産量の推移

図4.原油タンカーのチャーターレートの推移

単位：USD/バレル
出所：ブルームバーグのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成

注：需要と供給は左軸、在庫は右軸
単位：百万バレル/日
出所：ブルームバーグのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成

単位：千バレル/日　右軸：OPEC　左軸：US
出所：ブルームバーグのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成

単位：USD/日
出所：Clarksons Researchのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成
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2月の輸送実績は「貨物船」「油送船」
ともに減少

日本内航海運組合総連合会
　日本内航海運組合総連合会が主要元請オペレー
ターの2月の輸送実績をまとめた。「貨物船」は前
年同月比8％減の1605万9000トン、「油送船」は
同6％減の889万5000kl・トンといずれも減少した。
　品目別にみていくと増加したものはなく、「紙・
パルプ」と「自動車」の2つが横ばい。「鉄鋼」、「原
料」、「燃料」「雑貨」、セメント」の5品目は減少した。
　具体的には「紙・パルプ」が14万8000トンで前
年同月と同じ。「自動車」は407万8000トンだった。
減少した品目は「鉄鋼」が同7％減の311万6000ト
ン、「原料」が同15％減の344万7000トン、「燃料」
が同12％減の104万2000トン、「雑貨」が同7％減
の202万1000トン、「セメント」が同11％減の220
万5000トンとなる。
　減少した要因として、「鉄鋼」は輸送の堅調さが
見られたものの断続的な低気圧の発生と時化の影
響から運転回転率が上がらなかった。「原料」は原
料バースの工事や設備トラブルの影響で石灰石が
減少した。「燃料」も石炭輸送は回復傾向にあった
が2月に入渠船があり減少。「雑貨」は緊急事態宣
言下における飲食店の休業や外出自粛の影響で低
い水準となった。「セメント」は全国的に販売が減
少し、輸送にも影響した。
　次に「油送船」を品目別にみると、「黒油」「白油」
以外の品目すべてで増加した。「黒油」は同1％減
の226万8000kl・トンでほぼ横ばい。「白油」は同
12％減の485万9000kl・トンと二ケタ台の減少と

なった。「黒油」は気温の上昇によって輸送需要が
一転し、落ち着きがみられたという。「白油」も気
温上昇の影響を受けて伸び悩んだ。
　「ケミカル」は同6％増の67万kl・トンだった。
自動車や消費財の生産活動が回復しつつあり、増
加が見られた。「高温液化」は同10％増の57万
7000kl・トンで、ブタンやプロパンの需要家や製
油所向けの輸送が堅調に推移。塩ビモノマーや
LNGも増加した。
　「高温液体」は同11％増の10万3000kl・トンで
需要家向けの製品が好調だった。「耐腐食」は同6％
増の41万9000kl・トン。工業用向けの硫酸の需
要が落ち込んだものの、苛性ソーダの輸送量が増
加し、「耐腐食」全体を押し上げた。

1～3月期はA重油・適合油ともに上昇
第一中央汽船

　1 ～ 3月期の内航燃料油価格交渉がまとまった。
第一中央汽船が伊藤忠エネクスとの間で妥結し、
3月26日に発表した。
　1 ～ 3月平均のC重油は1klあたり5万9700円、
適合油（低硫黄C重油）は5万5400円だった。前期

（2020年10 ～ 12月期）と比べてA重油は8000円、
適合油は7400円それぞれ上昇した。
　また、ドバイ原油価格は1バレルあたり54.19
ドルで、前期に比べて12.33ドル上がった。為替
は1ドルあたり104.30円で前期（105.15円）から円
安に動いた。

フェリーへのLNG供給で基本協定を締結
商船三井 ほか

　商船三井と九州電力は3月29日、商船三井のグ
ループ会社であるフェリーさんふらわあが運航す
る液化天然ガス（LNG）燃料フェリーへのLNG燃
料供給に関する基本協定書を締結した。
　フェリーさんふらわあは2022年末から23年前
半にかけ、大阪―別府航路にLNG燃料フェリー

「さんふらわあくれない」「さんふらわあむらさき」
を投入することを決めている。LNG燃料の供給
開始は、2隻が竣工する22年末頃を予定している。
大分県の別府港（第三埠頭北側岸壁）に着岸の本
船に対し、岸壁のタンクローリーから1日あたり
約50トンのLNGを供給する。供給にあたっては、
タンクローリーとスキッドと呼ばれる導管を接続
し、4台同時に供給をすることで供給時間の短縮
を図るという。
　LNG燃料は、九州電力のグループ会社である
大分エル・エヌ・ジーからタンクローリーで出荷
し、燃料輸送と本船への供給作業はニヤクコーポ
レーションが実施する。また、大分瓦斯が燃料供
給中の安全管理を担うことで、出荷から輸送、供
給までの体制を充実させ、安全で安定した供給を
行う。LNG燃料の販売については、九州電力か
ら商船三井テクノトレードを通じてフェリーさん
ふらわあに販売する。

液化CO2輸送船のAiPをNKから取得
上野トランステック

　上野トランステックはこのほど、環境省公
募の「環境配慮型CCS実証事業」における委託
業務の一環で、CO2（二酸化炭素）輸送船（圧入
船Ready）の概念設計承認（AiP）を日本海事協会

（NK）から取得した。同船型でのAiP取得は世界
初となる。
　「環境配慮型CCS実証事業」では、火力発電所
などで分離回収された液化CO2 を海上輸送し、
海底へ圧入・貯留させるCCS（CO2回収・貯留）
システムの技術検討・検証を行う。上野トランス
テックは実証事業のコンソーシアムメンバーとし
て、新来島サノヤス造船にCCSシステムの概念
設計を委託した上で、共同で船舶輸送技術の研究
開発を行い、今回のAiP取得に至った。

　このCO2輸送船は液化CO2の輸送作業だけで
なく、CO2の圧入作業にも転用可能。CO2カーゴ
タンクの前方には圧入システム専用のスペース
を確保している。また、主推進方式に2軸アジマ
ス推進方式を、船尾船型には船体抵抗が低減でき
る「バトックフロー船型」をそれぞれ採用。これに
より、DPS（自動船位保持装置）による洋上での
CO2圧入作業で求められる定点保持性能ととも
に、外洋航海にも適した推進性能を確保している。

省エネ格付で15隻に最高ランク取得
国土交通省海事局

　国土交通省は3月25日、「内航船省エネルギー
格付制度」で新たに申請のあった内航船15隻に
対し、いずれも最高ランクの格付けを付与した。
2020年3月に同制度が本格運用を開始して以来、
格付を行った船は計37隻となった。
　格付制度は、内航船の二酸化炭素（CO2）排出削
減目標である「2030年度に13年度比で157万t－
CO2削減」の達成に向け、船舶の省エネ・省CO2

排出効果を可視化する仕組み。申請船の環境性能
が基準値より何％改善しているかに応じて、星の
数で5段階の評価が行われる。
　今回、最高ランクを取得したのは①商船三井テ
クノトレード・本瓦造船「船名未定」②五味海運・
辰巳商會・前畑造船「第三八千代丸」③玄界汽船・
辰巳商會・興亜産業「第二東辰」④鳳海運・興亜産
業「第八鳳栄丸」⑤萬周海運・興亜産業「菱美丸」⑥
辰巳商會・天翔汽船・前畑造船「とばせ」⑦栗林商
船・栗林マリタイム・内海造船「神永丸」⑧栗林
商船・内海造船「神珠丸」⑨泉汽船・栗林商船・内
海造船「神泉丸」⑩永弘海運・警固屋船渠・三菱ケ
ミカル物流「第一菱令丸」⑪林船舶・本瓦造船「第
二十八日興丸」⑫晴光海運・津軽海峡フェリー・
内海造船「ブルードルフィン」⑬光洋海運・津軽海

CO2輸送船（圧入船Ready）
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峡フェリー・内海造船「ブルーハピネス」⑭せとう
ち海運・津軽海峡フェリー・内海造船「ブルーマー
メイド」⑮津軽海峡フェリー・内海造船・ブルー
オーシャン「ブルールミナス」。

航海科専門の小樽海技短大が開校
海技教育機構

　海技教育機構（JMETS）は4月1日、高卒以上を
対象とした「国立小樽海上技術短期大学校」を北海
道小樽市に開校した。同校はJMETSで初めての
航海科に特化した短期大学校で、4月7日には第1
期生（40人）の入学式が行われた。
　小樽校は1939年に「逓信省小樽海員養成所」と
して誕生し、JMETSの8校で最も歴史がある。
国土交通省の「内航未来創造プラン」（2017年）で
は、船員の安定的・効果的な確保・育成を図る必
要があるとして、当時の国立小樽海上技術学校か
ら海技短大への移行が求められていた。

内航春闘が妥結　標令給500円アップ
全日本海員組合

　全日本海員組合と内航二団体（内航労務協会・
一洋会）および全内航は、2021年度労働協約改定
ならびに年間臨時手当交渉について合意・妥結し、
4月1日に海員組合本部で妥結調印式を行った。
　内航二団体とは①標令給を500円アップ②水産
大学校卒業者の標令を23歳とする③タンカー手
当の積荷の種類にLNGを追加④船長水先慰労金
の上限を7万3000円（2000円アップ）とする⑤退
職手当の上限撤廃について協議会を立ち上げ継続
協議する⑥海上の医療体制向上に関する確認事項
を整理明確化⑦年間臨時手当は42.6割とする―こ
とで妥結した。全内航は①～④のほか家族手当で
2年かけて配偶者を産別水準に整合することや、
医薬衛生用品に関する協定書の整理明確化、年間
臨時手当を40.0割とすることで妥結した。 ■

●反対舷
　昔の海軍では水平線に不審な煙や船を見つける
と、乗組員が一斉にブリッジに駆けつけ、双眼鏡で
敵か味方か、それとも商船かと探索をします。
　ところが、一名だけは不審船とは反対側を見張っ
ていました。普通に考えれば何をやっているのとな
りますが、実はこれがとても重要な役割なのです。
目の前に餌を撒いて、反対側から襲い掛かる…よく
ある手です。
　ところが、この分かり切っている行動を忘れてし
まう人が時々見受けられます。特に年齢を経るにつ
れて自分の見ている方でしか判断をしません。
　背景には経験を積んだ自分の判断力に間違いな
し、と信じ込んでいるの
ではと考えます。決断を
下す前に自分の判断と反
対側の意見に耳を傾ける
ことができれば、大きな
間違いは避けられるので
しょうが…。実力もあり
評判も良い会社があっと
言う間に倒れてしまう現
実を見ると、昔の海軍の
反対舷確認動作は今でも活かしたい行動です。
　勿論、反対舷を担当する人に物を見る目が無けれ
ば全く意味をなしませんが…。
　現役時代を振り返ってそんなことを思っています。
 （ジョニー・海運会社卒業生）

●コンクリートでできた船
　鋼鉄船でも木造船でもない、コンクリ―ト船が存
在していたことを、多くの人は知らないだろう。
　コンクリート船は、主に第一次世界大戦の頃に頻
繁に建造され、第二次世界大戦下においても、鉄鋼
不足のため建造された。遡ると、1855年のパリ万
博において、すでにコンクリート船が紹介されてい
たというから驚きだ。とはいえ、コンクリート船は、
メンテナンスや重量等さまざまな問題から、その後、
主流になることはなかった。戦争の歴史とともに、
一時期、必然的に生み出された産物とも言えるだ
ろう。
　そういう意味で、現在も残るコンクリート船は、
歴史の生き証人として貴重だ。呉市には、戦時標準
船に準じた武智丸（1944年）2隻が、防波堤へと姿
を変えて残るという。またフランスのパリでは、第
一次世界大戦下の石炭輸送船（1919年）を世界的建
築家ル・コルビュジエがリノベーションした難民避
難船アジール・フロッタン（1929年）が、セーヌ川
に係留され、保存活用に向けて動いているという。

船の保存は建築のそれ以
上に困難だろうが、幅広
い船が、一つでも多く後
世に残ることを願って止
まない。 （学芸員E.A）

「読者のひろば」では皆さ
んの原稿をお待ちしてお
ります。原稿（450字程

度）、タイトル、ペンネームを明記のうえ、下記宛
先までメールでお送りください。
掲載された方には図書カード1千円分と掲載誌を贈
呈いたします。
宛先＝日本海運集会所　情報誌「海運」グループ　
E-mail：kaiun@jseinc.org
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●直販のみ（書店様を通しては、お買い求めいただけません）。  ●当所会員は2冊分￥55,000（税抜価格￥50,000）＋別途送料。
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『日本の海のレジェンドたち』
山縣記念財団80周年記念出版編集委員会 編

　山縣記念財団は「海事交通文化の発展に寄与すること」を目的として
1940年、当時の辰馬汽船（商船三井の源流の一つ）社長だった山縣勝見
によって設立された。学術研究誌『海事交通研究』の定期刊行や、「山縣
勝見賞」表彰事業、さらに海事分野の調査研究や海事の発展に貢献しよ
うとする事業への補助金助成事業などを主な事業としている。
　本書は、同財団が2020年6月に設立80周年を迎えたことを記念して
企画立案されたもの。海を舞台に活躍した、または海事産業の発展に寄
与したレジェンドともいうべき偉人20余人の評伝集となっている。執
筆者は海事・海運の研究者や登場人物にゆかりのある総勢21人。
　「日本の海のレジェンドたち」が時代の課題を見つめ、将来へのビジョ
ンを描き、より良き時代の到来に向けて努力を重ねる姿が丁寧に描かれ
ている。現代を生きる人々にとっても参考になる1冊となっている。

登場人物
河村瑞賢、大黒屋光太夫、高田屋嘉兵衛、銭屋五兵衛、勝海舟、小栗上野介忠順、
ジョン万次郎、坂本龍馬、岩崎弥太郎、荘田平五郎、浅野総一郎、郡寛四郎、
松方幸次郎、山下亀三郎、各務鎌吉、勝田銀次郎、村田省蔵、内田信也、森勝衛、
和辻春樹、住田正一、有吉義弥、山縣勝見 など

海文堂出版（株）
TEL：03-3815-3291
http://www.kaibundo.jp

■A5判／ 288頁
■定価：2,750円（税込）
■3月28日発行
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■東京国立博物館で鳥獣戯画展が始まりました！日時指定の事前予約制なので
すが、少し出遅れただけでチケットがほとんど売り切れ。驚きました。なぜこ
こまで鳥獣戯画が人気なのか考えてみると、やはり見て笑うだけでいいという
のは魅力的ですね。例えば着物姿の女性が紙の中央で意味深に微笑んでいる絵
を楽しむには、誰が誰を描いたのか、どんな時代だったのか、どこが技術的に
優れているのか、実は右上に描かれたモチーフには宗教的な意味があり…など
など背景となる情報が多いほど絵が面白くなるわけです。そう考えると、奇想
画や幽霊画、妖怪画が人気なのもうなずけます。もちろん私も大好きなので、
今年はいろいろ見に行けるといいな。� （T）

■小学校の入学式が終わったかと思いきや、来春の新1年生向けのランドセル
商戦がすでに始まっています。桜が散った頃、我が家も2つ隣の市にあるショッ
ピングモールへ、娘のランドセル選びに行きました。財布の紐を握るのは私の
両親（札幌在住）なのですが、長引くコロナ禍で一緒に選ぶことはできず。最近、
娘が“優柔不断”を覚えたので一抹の不安はありましたが、彼女自身、納得のい
く1個を決められたようです（両親の了承も得られました）。それにしても、ラ
ンドセルの色の多さには驚きました。私が小学生だった30年前は男女それぞ
れ一択だったので、時代と価値観の変化を実感しました。� （syu）

■今号の校了日は4月22日（木）。「バリシップ2021」の開催を応援する意味で
「バリシップ応援号」と表紙に入れました。5月号全体のテーマを「造船」とし、
特集のみならず、キッズにも船に親しみをもってもらえるような特別企画も
用意しました。さて、現在校了明けの4月23日（金）朝ですが、緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置などなどの関係で、何やらいや～な予感もして参りま
した。急遽、「スタッフ通信」の最後くらいはと思って原稿を差し替えました
（福田印刷さん、最後まで対応ありがとうございます）。何があろうとも「バリ
シップを応援します！」の気持ちで、5月号をお届けいたします！� （iman）

本誌中、寄稿は原則、著者の意向を尊重して掲載しており、その内容を情報誌「海運」グループ（編集部）が保証するものではありません。
また寄稿は編集部あるいは日本海運集会所の見解・意見・主張を必ずしも代表するものではありません。
本誌は利用者ご自身でのみご覧いただくものであり、本誌の全部又は一部（本誌ウェブサイト掲載の有無を問いません）についての、無許諾
の複製・ダウンロード・ 編集・加工・二次利用・転載・第三者への提供などを禁じます。
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読者アンケートは
ウェブに移動しました

クリックでOK。ダウンロード不要です
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コンテナ船のスペース確保、困っていませんか？
全世界（三国間も）の海上輸送を即時対応します！

（在来船、RORO船、チャーター可能）

詳しくは当社HPをご覧ください  https://www.jpntrust.co.jp ／ お問い合わせ窓口  hp@jpntrust.co.jp

ジャパントラスト株式会社

※お問い合わせ頂きましてもしつこい営業などは一切いたしませんので、まずはお気軽にご相談ください。

物流同業者様も大歓迎！！（取引先の約半数は同業者様です）

最近海上運賃が高騰し、適正な運賃で輸送してほしい

いつもお願いしている運送会社では、対応できなくなってきた

今までは船会社と直接契約で自社 SCで手配していたが、本数を制限されてしまった

新たに他の船会社やフォワーダーに依頼しても、断られてしまう

毎週決まった本数のスペース確保を保証して欲しい

急な船積み対応に対応してくれるフォワーダーを、バックアップとして抑えておきたい

在来船・危険品・オーバーゲージでも、快く受けてくれるフォワーダーを探している

このようなお悩み、解決します
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特別企画　船を知りたい小学生必見！
これで君も船博士！ 船の仕組みを知ろう

特集 

日本造船業のあるべき姿を考える
日本シップヤード　前田 明徳社長・檜垣 清志副社長
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