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<新造船の巻(ISC Corp.)>
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新造船受注についての現況概観 – 2019年4月

Sox排出規制が統一的に実施される2020年1月まで7か月を切るところとなりました。

新造船市場は、多くの買い手候補が依然として「様子見」の姿勢を保っているため、低調のまま推移しています。1
ドル=110円の円安にも関わらず、2019年3月から4月にかけて国内造船所に持ち込まれた新規案件はわずかなもの
でしたが、大島造船所には既存顧客であるTaiwan Navigationからバルカー船(80,000dwt)2隻の発注があったよう
です。価格は非公開ですが、2021年の引き渡しを予定しています。
ガス船の分野では、くみあいナビゲーション(シンガポール)が川崎重工に84,000cbmのVLGC船1隻を発注したとの
情報があるようです。納入予定は2021年とのことです。くみあいナビゲーションは現在、アストモスエネルギーや
ジクシスコーポレーションなどに傭船に出しています。

特殊タンカー船に関しては目立った発注がなく、国内造船所は十分な案件を確保するため、様々な船種を製造する
方向に舵を切ろうとしています。過去には、ケミカルタンカーを得意としていた造船所が、内航タンカー、フェ
リー、RORO船、リーファーコンテナ船、更にはハンディサイズのバルカー船の建造まで手掛けるようになった事例
がありました。

一方でガス分野が比較的好調であるということから、LPG船(Tier III適合主機搭載船も含めて)の発注が増える可能
性はありそうです。

大型船については、国内船主から韓国の造船所へ発注する案件が増えて来ています。NYKは現代三湖重工業にLNG
船(174,000cbm)1隻を発注し、2022年の引き渡しを予定しています。また明治海運はShellとの長期契約を控え、
MR型プロダクトタンカー(50,000dwt)4隻を現代尾浦造船に発注しました。このタイプのMR船は、仕様により異な
りますが、1隻おおよそ$38Mの船価だろうと推測されます。
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<中古船の巻(ISC Corp.)> 中古船売買(S&P)についての現況概観 – 2019年4月

タイプ 船名 建造年/造船所 サイズ 売船価格/買い手など

MR High Voyager 2014 / 現代尾浦 46,600 dwt

$25.7M / 日本のリース会社

*ダミコ社への10年裸傭船契約付き

(3年目以降の買戻しオプションあり)
スープラ
マックス Adventure II 2018 / 大島造船 62,500 dwt $26.5M / 買い手情報なし

ハンディ Sunlight Lily 2012 / 新高知重工 33,600 dwt $12.35M / ギリシャのバイヤー

ケミカル Crimson Shark 2008 / 福岡造船 19,900 dwt
(タンク: SUS 316L x 20)

約$25.5M / 三菱UFJリースから
ヨーロッパのバイヤーケミカル White Shark 2007 / 新来島どっく

ケミカル
Bow Singapore & Bow 

Asia 2004 / 福岡造船
9,900 dwt
(タンク: SUS 316L x 22)

$13.8M / DVBバンクから
シンガポール拠点のバイヤー

ケミカル

/プロダクト Umgeni 2011 /泰州三福船舶
16,900 dwt
(エポキシコーティングタンク)

売船価格不明 / ユニコーンシッピングから
ベトナムのHai Ha Waterway

コメント: 

MR船 – 船齢10年前後の中古船は、上場大手のオペレーターから強い関心を集めています。収益の継続的な増加を見込んでの動きのようです。

ケミカル船 – 中古ケミカル船の売買は、依然として傭船契約の有無に左右されています。投機目的の売買はほとんど見られません。
買い手の中心はベトナムやインドネシアなどのアジアに集中しています。しかし同じアジアでも韓国バイヤーの動きは鈍いままで、資金調達
の問題や低運賃収入が尾を引いているようです。

LPG船 – 若いLPG船の数が限られているので、主だった動きは今のところありません。

バルカー – バルカーの収益が落ち込んでいることから、10歳以上の船を除き、10歳以下のバルカー中古船市場は低調です。

スクラップ – スクラップ市場は好調を維持しており、燃費の悪い老齢船のスクラップ価格を押し上げる
要因となるかもしれません。



<2020年SOx規制について(ISC Corp.) >
一般海域で硫黄分濃度が0.5%を超えない燃料油の仕様を義務付けるSOx排出規制が2020年1月1日に施行されます。
昨年はこのSOx排出規制が海運業界の大きなトピックの一つとして、各所でセミナーや勉強会が開催されました。
当初はいろんな情報が錯そうして、様々な情報が飛び交いましたが、ようやく各対策の長所、短所、問題点が見えて
きたのではないかと思います。対応策としては、大きく分けて３つあります。

①低硫黄燃料油の使用 ②SOxスクラバーの採用 ③LNG燃料の使用

以下、各対応策の長所、短所をまとめました。

燃料油 Soxスクラバー LNG

長所

・新たな設備投資が少ない。

・環境規則対応として主流（Soxス

クラバーは代替案）

・従来のC重油を使用でき、燃料費

を抑えることができる。

・実績のある燃料の為、機器に対

する対応は従来通り。

・Soxゼロ　PMやNox, CO2も同時

に削減できる。

短所

・品質のあり方が不明

・燃料費コスト上昇

・供給体制、供給量が確保できる

か

・装置に数千万から数億円費用が掛か

る。

・設置スペースの確保ができるか

・既存船に搭載する場合は、工期がかか

る。また、エンジニアリング会社、修繕

ドックの逼迫が予想される

・船価が高い

・LNG燃料タンクのスペース確保

・LNG燃料供給インフラの整備は

これから

引用：国土交通省ホームページ引用:FMSI社ホームページ
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<2020年SOx規制について(ISC Corp.) >

①低硫黄燃料油の使用

硫黄分が0.5% (ECAの場合は、0.1%)として、その他の性状はどうなるのか規格が曖昧なところがあります。
特に、MGOと重油のブレンドした低硫黄燃料の場合は低粘度となり、主機関に不具合がでるのではないかと懸念されております。
また、混ぜる事によりスラッジが発生しやすくなるのではないか（混合安定性の不良）懸念されます。
燃料変更に伴い、2サイクル機関ではシリンダー油を低硫黄燃料用に変更する必要があります。
また、現在の高硫黄燃料から低硫黄燃料に切り替える際は、燃料タンクの掃除をする必要があります。

②Soxスクラバー

装置の費用も掛かりますが、既存船にてレトロフィットする場合は工期が掛かりオフハイヤーの時間も長くなります。
国内初のケースで、14Kケミカル船レトロフィット工事は約40日掛かっております。シンガポール造船所 VLCCでは工期約30日の実績
があります。この造船所工期を短縮するために、作業員を上乗りさせて3－4か月船上工事を実施する計画をしている船主様もいるようです。
その場合は、造船所での作業はシーチェスト追設、船外弁設置、スクラバー本体、周辺区画の搭載で10日程で入渠工事が完了するとの事です。

③LNG燃料の使用

国内でLNGバンカー船の建造計画が発表され、インフラ整備も着実に進んできています。次世代燃料として、
将来規制強化となるGHG(温室効果ガス）の対策にも効果的で、今後はLNG燃料船の割合が増えていくだろうとの憶測もあります。
Soxスクラバー、Nox対応の SCR 又は EGRの装備は不要ですが、主機、補機をガス焚きDFE（Dual Fuel Engine)又は
ガス専焼エンジンの採用となり、船価も高くなります。また、レトロフィット工事では、LNG燃料タンク
の設置スペースの問題、DFEまたはガス専焼エンジンの載せ替えがあり、現実的ではありません。
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<P&I保険の巻(Steamship Mutual)>
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 2020年燃料油問題：契約上の課題

Marpol Annex VI による規則が、2020年1月1日に発効する予定です。船舶は、従来の0.1％規制のECA水域以外でも、0.5％のSOX排出
規制が実施されます。施行まで準備期間は８ヶ月未満となりましたが、規則を遵守するための契約上の責任と義務に関して、より多くの質
問がクラブに寄せられています。

今後複数回に分けて、この規則に関連して生じる可能性がある契約問題に焦点をあて、紛争を未然に防ぐために、当事者の皆様のご検討に
おいて参考としていただけるような情報を発信させていただきます。

皆様のご交渉に際して、適切な条項が契約書に規定されることを願い、次回より以下の課題毎に、皆様のご参考に記事を掲載する予定です。

Ⅰ 傭船契約における課題 -対処のために必要な条項
① 傭船者が、スクラバー非装備船に低硫黄分燃料を供給する義務の根拠
② タンク/ラインの清掃の義務は傭船者/船主のいずれにあるか
③ 不適合燃料の撤去義務は傭船者/船主のいずれにあるか
④ 適合燃料の種類/品質に関して必要な対応
⑤ 傭船契約におけるスピード・性能保証条項の検証

Ⅱ BIMCOとインタータンコが提案した条項の解説と比較
(1) BIMCO

① 定期傭船契約における2020年燃料移行条項における傭船者/船主の義務とその争点
② 定期傭船契約のための2020年海洋硫黄含有量条項における傭船者/船主の義務とその争

点
(2) Intertankoのバンカーコンプライアンス条項における傭船者/船主の義務とその争点

（返船時期によって義務は異なります。）

Ⅲ Annex VI規則の効力・施行方法とその許容範囲



傭船者および船主の皆様は、2020年1月1日の新規則施行に備え、本年中に現在/将来の傭船契約に関する交渉が
必要となります。契約上の立場は単純ではなく、当事者の交渉におけるポジション、傭船契約における航行範囲、
傭船期間、またはその他の傭船契約条件によって異なります。
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下記までご連絡いただければ、本件に関す
る次号以降のすべての記事を、クラブより
別途お届けいたします。

弊クラブのメンバー様に限らず、本情報をお受け取りの皆様
からの、本件に関するご相談を無料にてお受けいたします。
その際、クラブ所属の英国弁護士が同席いたしますが、日本
語によりご相談いただけます。
右記までご連絡いただければ日程を調整させていただきま
す。

お問い合わせ：
Steamship Mutual 河合
TEL：03-4510-2901

toshiki.kawai@simsl.com

<P&I保険の巻(Steamship Mutual)>

mailto:toshiki.kawai@simsl.com


<燃料の巻(燃料商社)> <原油とバンカー価格動向について>
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ベネズエラの生産減少、リビアやナイジェリアでの政情
混乱に加え、米国がイラン産原油の完全な締め出しを発表
したことで、供給不安から原油価格は$70を超える動きを
見せています。

では「今後の動きはどうなるか？」とお問合せをよくい
ただきます。「それが分かれば苦労しない！」と心の中で
思いながら、下記に意見をまとめさせていただきます。

まず原油価格ですが引き続き上昇トレンドは続くと思っ
ています。足元の原油価格であればアメリカの稼動リグ数
は増えていき、その傾向は原油の下振れ要因ではあるので
すが、米国製品在庫も少ないレベルであること、今後行楽
シーズンを迎えることを加味すれば、供給増は需要が吸収
できるレベルかと思います。加えて中東問題はすぐには解
決に向かうことはないでしょうし、大きな転換を迎える
ニュースがなければ、このまま$80を目指す動きになるで
しょう。トランプ大統領も原油安を望むと言っていますが、
基本的には石油輸出国であるアメリカが率先して原油の値
段を下げる動きを見せるとも思えません。

一方バンカーマーケットについては3月から4月にかけて
重油の評価が下落し続けており、原油価格が上がってもバ
ンカー価格はそれほど上昇しないというという珍しい動き
を見せていました。現在は通常のＣ重油評価まで戻ってい
ますので、今後は原油が上げれば同様にバンカー価格も上
昇し、$500を目指す動きになる可能性も高いと考えており
ます。

以上、全然当たらない原油/バンカーの今後の考察でした。



<燃料の巻(燃料商社)> <2020年の燃料油(適合油について)>

2020年のSOx規制が近づいてまいりました。外航船においてはすでに燃料油の切り替えまで半年を切っており、各社ともに今後の方針を決め
ていく議論の真っ最中かと思慮致します。

さて、2020年以降の選択は、LNG, SOxスクラバー,適合油と言われています。ほとんど皆様が適合油を選択されていくと思いますが、一言に
適合油といっても様々なものがあります。留出油グレードのMGOやMDO、製油所で脱硫されたものでは、常圧蒸溜装置からでるものをそのまま
脱硫されたもの、さらに減圧蒸留装置にかけてでてくるものが脱硫されたもの、MGOにHSFOを混ぜたもの、MGOではなくLCOやCLOを混ぜた
もの、低硫黄原油を混ぜたもの、その作り方や割合は製油所やトレーダーによってまちまちです。また、それぞれの油を混ぜることで皆様が懸念
されている様々なトラブルが発生するリスクもあります。

燃料トラブルを避けるため、現在のISOスペックのようなものは設定されないか？というご質問をよくいただきます。この5-6月にIMOから指
標のようなものが発表される予定と聞いておりますが、現段階ではそれがどういったものなのかは不明です。個人的な予想では、仮にSpecが発
表になっても、各項目の上限や下限値は非常に大きな幅で設定されるような気がします。理由としては、あまり厳しい設定をしてしまうと、製造
方法や基材が制限されてしまい、ついては供給不安につながるからです。また、今まで燃料トラブルが発生した場合は、その油がISOスペックに
該当しない場合は、商社やメーカーにクレームをして、最悪はデバンカーという手段もあったかと思いますが、今後はその油自体は問題ないが、
保有している油との相性が悪いためにトラブルとなるケースもあると思います。相性が原因であれば当然メーカーへのクレームもできないため、
慎重に補油手配を行っていく必要があります。我々燃料商社は今後各港、各油種の製造方法まで確認を行い、航路によって最適な補油港の提案が
行えるよう準備を行っていく予定です。

もし燃料関係で何か問い合わせをされたい場合は、当該レポートの発行されているISC社まで問い合わせいただければ、できる限りの対応・
ご返答をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願い致します。
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<助燃剤の巻(A-Tech)> -適合油切り替え準備の問題について-

㈱エイテックは、アジアネットワーク㈱酵素系燃料油添加剤の販売代理店で、2007年から販売を開始しております。

Sulphur 規制開始は 来年1月1日で、待ったなしの状況でありますが、船主として適合油使用開始に伴い、事前準備を行わなければなりません。

 具体的には、適合油を補油するTANKの内部滞留Sludge分の除去が必要となります。

内部Sludgeの除去方法には下記の案があります。

① 年内入渠時に、補油Tank内部の洗浄作業を行う。

② 入渠予定がない場合、本船CREWのBy-Handで洗浄行う

③ 燃料油添加剤を投入し、TANK底部の残留Sludge分を溶解し、除去する。

以下は ③の燃料油添加剤の投入で洗浄する方法について述べたいと思います、

船主/用船者によっては、燃焼促進、sludge分散を目的に、常時投入されている船もありますが、

ほとんどは、燃料手配が用船者Matterとなることから、用船者の同意が無くして添加剤の投入はありま

せん。(燃焼障害によるtrouble回避のため、船主Matterで非常用を搭載している本船を除き）

燃料油添加剤には、大きく分けて界面活性剤と酵素を主成分にしたものに分けられますが、効果実績や

船社から使用DATAのFEED BACKから ここでは、酵素系の添加剤を推奨しております。その一つが

強力なsludge分散性を持っている、酵素系燃料油添加剤Lubricon A-112M です。

 ① Lubricon A-112M は 酵素 葉緑素（クロロフィル）を主成分として通常 1：10000で使用するが、

sludge 分散性を求める時は1:5,000で使用する。

 ② 投入時期は補油前に、直接燃料油TANKへ投入、少なくても6ケ月前ぐらいから開始、

最低でも3回程度は繰り返すことで、効果が得られます。

[お問い合わせ]
(株)エイテック 担当:福島
Tel: 090-1602-2937
Email:atech.tablet56@gmail.com 11

mailto:atech.tablet56@gmail.com


総合物流の(株)上組（神戸市中央区、深井義博社長)が、
バイオマス専焼発電所の燃料扱い輸入本船荷役⇒サイロ保管⇒炉前への配送、初の一貫作業に
進出、新たな収益の柱に

 海運を軸とした総合物流をリードする(株)上組（神戸市中央区、深井義博社長)は、バイオマス専焼発電所燃料の輸
入本船荷役・サイロ保管・炉前への配送という初めての一貫作業に乗り出す。【OSR註/2019/2/8、西暦年補足】
2018年10月31日に同社がリリースした。

 対象発電所は、関電60％＋三菱商事パワー40％出資の相生バイオエナジー(株)が運営する相生発電所２号機。同機
は1982年に油焚きで運開した37.5万kW火力発電ボイラでバイオマスへの燃料転換を図り、出力を約20万kWに落と
す。ボイラ、コンベアなどの関連工事は(株)ＩＨＩと、ＩＨＩ運搬機械(株)（東京都中央区、館野昭社長）が受注。後
者は国内外火力発電所向けの燃料荷役・搬送設備で実績が多い。蒸気タービン等の更新用機器供給を含む工事一式は、
もとの油焚きボイラ時のタービン等も施工した東芝エネルギーシステムズ(株)が受注した。同社は2021年春頃から機
器の納入を開始し、2023年初頭までに全ての工事を完了する予定。

 使用バイオマス燃料の形態は木質ペレット。すべてがペレットなら利用量は80万t/y超(推定)。この膨大量のペレッ
トを調達するのは三菱商事(株)で、すでに上組とは、輸入本船荷役、サイロ保管、発電所までの内航輸送業務を結んで
いる。商事ならソースはカナダのPinnacleか、米・Envivaだろう。中国にも強いが数量不足。Envivaは産業用ウッド
ペレット生産世界トップで生産規模は推定270万t/y。PinnacleはエストニアのGraanulの後塵を拝してはいるものの
German Pelletsと３位争いをしている。

 Envivaは住友商事と25万t/yおよび27万t/yの15年長契の商談を進めているほか、丸紅とも10万t/y10年長契商談中、
Drax Powerとは65万t/yの４年契約交渉中で、ほかにも63万t/yの商談があり、ざっと190万t/yの新規商談を進めて
いて、一部は契約締結している。

 大量ペレットの貯留も手当てがほぼ終わっている。上組は神戸市東灘区住吉浜にある全農サイロ(株)神戸支店がトウ
モロコシ、米・大豆などの穀物を取り扱っていた貯留施設(広さ約38,000m2、収容能力約89,000m3)を新たに購入
して、ペレット用燃料供給基地として改造する。サイロが89,000m3、ペレットの嵩比重を0.5～0.6とすると、約５
万トンの貯留が可能になる。ペレット利用は年間80万トンとすると日量2,400ｔだから、20日分もの貯留が可能にな
る。

 米・Envivaならペレット工場は米国南部を中心に展開しているのでパナマ運河を通過するから、使用船型はパナ
マックス未満。ただ、上組が確保した専用バースは長さ162ｍ、水深12.2ｍというから、一般的にはハンディマック
ス（Handymax）またはスープラマックス（Supramax）などと俗称される４～６船倉の35,000～60,000DWT船で、

12
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一度に最大４万トン程度を輸送・受入れることになるのではないか。その場合でも、上組の貯留設備だとすべてを降
雨にさらされない状態で格納できることになり、木質ペレット貯留にはうってつけの 国内でもめずらしい施設にな
るだろう。荷揚げ機械は真空ブロアで対象物を吸い上げるニューマチックアンローダ１基、機械式連続アンローダ
１基など。

 発電事業会社の相生バイオエナジーは、2019年５月に相生発電所２号機の発電設備を関西電力から承継し、2020
年２月にバイオマスへの燃料変更工事に着工し、2023年１月の運開を目指す。

 関電・三菱商事パワー、上組、ＩＨＩグループ、三菱商事、米Envivaか加Pinnacleの燃料ソースと、プレイヤーの
顔ぶれをみると全く不安はないが、４万トン×年間20杯とほぼ隔週で発生するペレットの海上輸送を滞りなく行うの
は、熟練の技のチームをもってしても気の抜けない作業になる。

 上組は、本件を足掛かりにバイオマス発電燃料の取扱いを拡大し、同社の新事業として確立してさらに収益を拡大
したい考え。

 （写真提供上組、On-site Report 2018/10/31配信）
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事業主 (株)上組（神戸市中央区、深井義博社長)

事業内容 輸入燃料本船荷役・サイロ保管・配送

貯留施設サイト 神戸市東灘区住吉浜

収容能力 約89,000ｔ

燃料種 木質ペレット

扱い量 80万t/y超(推定)

バース 長さ200数十ｍ、水深12.2ｍ

荷揚げ機械 ニューマチックアンローダほか

輸送ロット 40,000～50,000ｔ／杯(推定)

使用船型 ハンディマックス(推定)

ペレット調達 三菱商事(株)

調達先 米Enviva、カナダPinnacleなど(推定)

対象発電所 相生バイオエナジー(株)相生発電所(２号機)

発電所運開 2023年初頭

ボイラなど関連工事 (株)ＩＨＩと、ＩＨＩ運搬機械(株)

蒸気タービン等 東芝エネルギーシステムズ(株)

（2018/10/31、リリース情報、推定で『On-site Report』作成)

[お問い合わせ/定期購読をご希望の方]

On Site Report 担当:滝沢 渉

Tel: 080-5697-9780

Email:onsite@taki-repo.com

<バイオマスの巻(On-Site Report)>
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<安全文化の巻(PROPEL SAYFR)>

14

はじめに – 2019年5月

海運業界は長年、技術や訓練、規制や手順に重点を置いてきました。にもかかわらず依然として重大事故のリスクが伴います。そのリス
クへの対策として、スーパーメジャーや業界団体は人的要因（Human Element）を最重要事項に位置づけるようになっています。

安全性向上のため人的要因に取り組む際の戦略は企業によって異なりますが、PROPEL SAYFRでは、安全性を高め重大事故を減らすに
は社内で協力的な組織風土を醸成することだと考えています。

失敗を回避するには最初から全てを正しく行うことだというのが従来の考え方ですが、失敗はどうしても起こります。技術や訓練、規制
や手順をもってしても、海運のような複雑な産業においてリスクを完全に排除することはできないのです。また誰しも不調な日はありま
す。肝心なのはこの必然の事態にどう対応するか。つまり失敗にどう対処するかです。ここが業界の盲点だと我々は考えています。

最初から全て正しく行うことを重視し、検船や監査によって厳しく取り締まると、失敗や懸念、間違いを認めにくくなる恐れがあります。
それが隠蔽の風土を生み、支えることになり、そして不信に基づいた負のサイクルができてしまうのです。あまりに多くの重大海運事故
が、原因となった失敗をクルーやスタッフが事故発生前に知りながら問題提起しなかったり、是正しなかったというケースです。そうし
たことをなくすには、完璧でないことが許される組織風土、すなわち安心して失敗を認め、報告・共有できる組織風土を創ることです。

海運業界は失敗を学習の機会として取り込む風土を醸成する必要があります。罰するのではなく、取り返しのつかない事態になって重大
事故が発生する前に、失敗に対処できるよう、互いに働きかけ協力しあって支援することが大事なのです。
海運における重大事故の数を大幅に減らし、そして海上安全運航全般を改善することは可能です。重大事故を大幅に減らすことは私たち
の業界にとって良いことしかありません。



<安全文化の巻(PROPEL SAYFR)>
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PROPEL SAYFRでは、誰もが習得できる8つの具体的な安全リーダーシップ行動に取り組むことで社内で協力的な組織風土を醸成する重
要性を説いています。この手法であらゆる障壁を打ち砕き、階級や国籍の違い、船上・陸上など場所の違いを超えたつながりを構築する
ことが可能です。組織内で信頼と協力関係を培い、安全文化を成熟させて重大事故のリスクを大幅に低減することできるのです。

また、この取り組みを浸透させるために、対人関係に焦点を当てた3Dシミュレーションやスマートフォンを使ったモバイルラーニング
（ゲーミフィケーション）を取り入れる等、PROPEL SAYFR独自の見識を提携先ATTENSI社の最先端デジタルプラットフォームを通じ
活用しています。船上・陸上の全スタッフが安全な環境下において失敗を体験し、その失敗から学ぶ訓練をしています。

但し、失敗についてオープンな風土を醸成することは、然るべき要件を一つずつ満たすことを基本とした従来のコンプライアンスベース
の海上安全体制とはあまり相性が良くありません。

正直に間違いを認めて自ら指摘・共有するのは勇気がいります。しかし、重大事故を減らすという大義をまっすぐ見据え、ロールモデル
になる企業・組織と一緒にこのパラダイムシフトを推進していければと思っています。
安全がつまらないものではいけません。力を合わせて、楽しく素晴らしいものにしていきましょう。

[問い合わせ先]

PROPEL SAYFR 後藤 譲

Tel: 090-4107-5150

Email:yuzuru.goto@propel.com

Web: sayfr.com
15



編集後記 by ISC Corp.Tommy 堀内

先ずはこのようなコラム配信という初の試みにご賛同/寄稿にご協力頂いた各社の皆様に深く 感謝申し上げます。弊社にとってもケミカル
タンカー専門のブローカーからの脱皮を模索する中で見出した取り組みの一歩となります。手作りのコラムですので、決して見栄えがよいと
は言えませんが、ご容赦頂ければと思います。

まず初回はその一社、PROPEL SAYFRについて若干補足します。代表の後藤氏は長年K-Line UKでLNG業務（含む船舶管理業）に携わり、”
安全文化の重要性”を痛感し、 安全に対する意識付けを日本でも広げ、企業経営を揺るがしかねない重大事故を防止したい、という決意をさ
れて今の会社に入社したと伺っています。

過去日本においては『水と安全はタダ』という神話がありましたが、水値段はガソリン１Ｌと同等で子供でも自動販売機で買う時代となり、
また小生が子供時代には田舎ではカギを掛けるという習慣はありませんでしたが、今では一般家庭でもセコムやALSOKなどセキュリティー会
社と契約する時代です。

それを海運界に置き換え、事故は起こってからではなく、起こることを事前に想定し日頃から考えることなどのきっかけになればと思いま
す。日本にも昔から『ひやり、はっと』という言葉があり、事故が起こらなく良かったではなく、その教訓から学ぶことに主眼をおいて
(lesson to learn)未然防止策（Prevention plan）を再考するきっかけになればと思います。

そこで思い浮かべるのは2010年にメキシコ湾で起こったＢＰ油田開発の大事故。TVなどでも大々的に報道されました。当時既にタンカー業界
では船主や管理会社にはメジャー検査の厳しい対応に迫られている中での信じられない事故を小生は生涯忘れることが出来ません。大手が
いかに末端業者に工程を無理意地していたか、一人の人間のミスを是正出来なかったかという典型的な事例です。皆様の個々の立場、会社に
も思いを馳せて見つめ直してください。この事故は『バーニングオーシャン』というハリウッド映画にもなっており海運界に携わる方には
是非鑑賞して頂き、皆様のご意見もお聞かせ頂ければと思います。

16
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編集後記 by ISC Corp.Tommy 堀内

RWC 2019開催まであと

1 3 日5

さて、話はガラッと変わりますが、ラグビーのWカップが9月20日から11月2日まで日本にて開催されます。前回のWカップ＠イングラン
ド、あの南アの歴史的勝利を現場で観戦した者として皆様にも同様の感激を一緒に感じるきっかけになればと思い、編集後記番外編とし
てラグビー観戦のプチ情報をお届けします。

まずラグビーはサッカーと違って何故あんなに日本代表に外国人が多いのかという素朴な疑問について解説致します。

元々ＮＺなどラグビー強国であってもサモア系など多くの『外国人』が含まれています。現在の国際ルールの代表権資格は次の3点です。
①その国の国籍所有者 ②両親或いは祖父母がその国の出身者 ③該当国で継続3年間居住してプレーする(今後は5年に延長見込み）。

そこで日本代表キャプテンのマイケル・リーチの場合は①本人の国籍はＮＺ，②母親がフィジー出身、③高校時代から日本に在留して
いる、ということで3か国の代表になる権利がありながら日本代表という資格を得たことに敬意を評して応援してもらえばと思います 。
(ＮＺで代表になる自信がなかったからという陰口もあるかも知れませんが、彼は日本語も出来ない高校生時代に札幌の高校にきて苦労し
東海大学、東芝を経て今日に至ります）彼は前回イングランド大会で代表内の外国人に対し、国歌を全員で歌えるように促したという
話もあります。皆様も熱い目で応援よろしくお願いします。
因みに現在日本代表候補の出身地は日本人29名、ＮＺ6名、南ア4名、トンガ4名、豪州2名、フィジー1名、韓国1名です。

今大会ゲーム日程をご参照ください。日本はA-Dの中のAプールです

引用:朝日新聞デジタル
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株式会社 ISCのご紹介

ゆりかごから墓場まで！をモットーに設立以来、ケミカルタンカ―の業界で何とか生き延びております。

下記の事業を展開しておりますので、ご用命の機会がございましたらどうぞお声掛け下さい。

1, ケミカルタンカー新造船建造仲介 – 約50隻の仲介実績があります。

2, 中古船売買仲介 – ケミカルタンカーを中心に約70隻の仲介実績があります。

3, 傭船契約仲介 – 約40隻の実績があります。用船先を探し、契約書を作成します。

3, 建造監督派遣 – 日本で建造される船舶について、監督を派遣します。海外での案件もご相談下さい。

4, 検査監督派遣 –必要時に監督を派遣、検船結果をレポートします。

5, 船価鑑定 – 120隻を超える売買仲介の実績から、正確に船価を鑑定いたします。

詳しくは下記Websiteをご覧ください。http://isc-corp.tech/

宜しくお願い致します。
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[お問い合わせ先]
株式会社 ISC
Tel:03-6205-4838
Email:report@isc-corp.jp

http://isc-corp.tech/
tel:03-6205-4838
mailto:report@isc-corp.jp

