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1
の一部を改正し、平成15年4日1日に施行されました。

ＮＶＯＣＣの法的な位置付け

同法は、利用する輸送手段（自動車・船舶・航空・鉄道）を問わず、
利用運送事業を一元的に対象としています。

米国海事法とＮＶＯＣＣ
NVOCC(Non-Vessel-Operating Common Carrier)という言葉の由

貨物利用運送事業法の概要
利用運送の定義

来は、米国発着の海上貨物輸送に従事する外航利用運送事業者を指す言

「運送事業者の行う実運送を利用してする貨物の運送」（第２条）

葉で、1984年米国海事法において初めて定義されました。その後、海運

外航利用運送の場合の実運送人：船舶運航事業者＝船会社

同盟を中心とする定期海運業の規制緩和と競争促進を図る動きが加速し、

※規制の対象は日本からの輸出にかかわる利用運送に限られます。

1984年米国海事法の改正法として1998年米国海運改革法（The Ocean
Shipping Reform Act of 1998:OSRA）が制定され、海上運送仲介業
者（Ocean Transportation Intermediary:OTI)という新しい概念を導
入し、NVOCCとOcean Freight Forwarder（米国から輸出する貨物に

利用運送事業の種類
利用運送事業を第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に
分類しています。
［第一種貨物利用運送事業］

ついて、荷送人の代理人として船積み手配及びその関連業務を行う海上

貨物の集配を行わない事業です。外航利用運送の場合、Port to Port

運送取扱業者）の２者をOTIと位置付けました。

の海上輸送のみを対象とし、登録制です。

さらに2005年に開催された米連邦海事委員会（Federal Maritime
Commission:FMC）では、NVOCCが運送人として荷主とサービスコン

事業者は、国土交通大臣に登録すれば、開業が可能です。
［第二種貨物利用運送事業］

トラクト(NVOCC Service Arrangements:NSA)を締結することを認め

利用運送に先行または後続するトラックなどを使った貨物の集配など

ました。この結果、NVOCCは従来通り荷主として船会社とサービスコ

を含め一貫して行う事業で、日本国内の発地からトラックで集荷⇒海

ントラクトを結ぶ一方、実荷主に対してはNSAに基づく輸送サービスの

上輸送⇒外国の着地においてトラックなどで配達する事業(Door to

提供が可能となりました。

Door)などを行い、許可制です。事業を経営しようとする者は国土交
通大臣の許可を受ける必要となります。

わが国における法的規制
NVOCCという用語は、今日では自ら運送人となって自社のHouse

利用運送約款の認可
貨物利用運送事業者が事業を開始するには、第一種、第二種を問わず、

B/Lを発行し、国際間の複合輸送を行うオーシャン・フレイト・フォワ

各社ごとに利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ

ーダーとほぼ同義と扱われていますが、わが国では、フレイト・フォワ

なりません。

ーダーや混載業者がNVOCCとして運送人となってサービスを提供する
場合は、貨物利用運送事業法の規制を受けます。この法律は、物流にお
ける需要の高度化と多様化に対応するため、従前の貨物運送取扱事業法
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2
交通省）の認可を受けて社団法人日本インターナショナルフレイトフォ

NVOCCとかかわりの深い業界団体

ワーダーズ協会と改組・改称し、その後公益法人改革に合わせて2012年
4月に、組織の改編と共に現在の名称に変更しました。2013年現在、加
盟企業は400社を超える大きな団体となっています。

NVOCCの業界は、輸送代理店や海運貨物取扱業者（海貨業者）との

JIFFAの主な事業は、利用運送による国際貨物輸送に関する調査・研

接点が多くありますが、以下に主だった業界団体の概要について説明し

究、統計などの整備と公表、運送書類の書式・約款や意見の公表、関係

ます。

官庁への意見の建議その他となっていますが、専門的な教育の実施の一
環として、国際複合輸送士の資格付与を主管するなど、教育にも力を注

FIATA：International Federation of Freight Forwarders Associations
（国際輸送代理店業者連盟）
1926年5月にオーストリアのウィーンで設立されました。同連盟は政
府間の協定ではなく、民間のフレイトフォワーダー（海貨業者）によっ

いでおり、以下の書式や約款を制定し、その普及を図っています。
JIFFA MT(Multimodal Transport) Bill of Lading
・JIFFA Waybill
JIFFA FCR (Forwarder's Cargo Receipt)

て結成されたもので、現在の加盟企業数は約40,000社、約150ヵ国の加
盟各社の従業員総数は800万から1,000万人と非常に規模の大きなもの
です。

IATA：International Air Transport Association
（国際航空運送協会）

その活動は、業界関連情報の提供のほか、全ての輸送モードに対して

国際線を運航する航空会社や旅行会社などが集まり、航空運賃や航空

使用可能な独自のB/Lである「FIATA B/L」を策定し利用を促すなどを

運送のルールを制定することなどを目的に、1919年オランダのハーグで

行っています。以前は共産圏を中心に、NVOCCのB/Lを認めない国が少

International Air Traffic Associationが設立され、1945年に現在の

なからずあり、わが国のNVOCCも、それらの国々を仕向け地としてB/L

IATAが旧IATAを継承する機関として設立されました。2014年1月現在

を発行する場合は、FIATA B/ Lを使わざるを得ないこともありました。

の加盟航空会社数は115ヵ国を越える約240社となっています。本部は

わが国からは日本海運貨物取扱業会(JFFF)と、航空貨物運送協会

カナダのモントリオールでスイスのジュネーブにもオフィスがあり、航

(JAFA)が同連盟に加盟していますが、NVOCCの業界団体である国際フ

空運賃のガイドラインを示すなどの活動を行っていますが、同協会のカ

レイトフォワーダーズ協会（JIFFA）も2013年に同連盟に加盟しました。

ルテル的な性格を嫌い、いわゆる格安航空会社（LCC）を中心に同協会
に加盟しない航空会社も増えてきました。

JIFFA：Japan International Freight Forwarders Association Inc.
（一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会）

なお、国際航空貨物を取り扱うインターナショナル・エア・フレイト
フォワーダーの資格を得るには、同協会の認証を受ける必要があります。

日本における国際複合輸送業の業界団体として1981年に発起人11社
を加えた83社により任意団体の日本インターナショナルフレイトフォワ
ーダーズ協会として発足しました。そして1985年に運輸省（現在の国土
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3
講座終了時に行われる試験に合格すると、「国際複合輸送士」の資格が与

ＮＶＯＣＣに関連する機関と公的資格

えられます。
主な講座の内容は、貿易一般や国際物品輸送にかかわる法規・運送約
款・運送実務などで、その受講資格は、国際複合輸送関連業務で３年以

1968年8月に、わが国で初めてコンテナ専用船によるサービスが開始

上の経験を持ち、国際複合輸送の専門技術者を目指す者、または国際複

されて以来、コンテナ輸送は急速に発展し、コンテナ輸送の特徴を生か

合輸送担当の中堅管理者で、所属店社の推薦を受けた者です。また、同

して、船・鉄道・トラックなどの各種輸送手段を効率的に組み合わせた

協会の会員以外でも、国際物流管理や国際複合輸送の専門知識を体系的

「国際複合一貫輸送」が拡大しました。

に学びたいという一般の人々にも門戸を開いています。

わが国では1981年10月に利用運送業者による国際複合一貫輸送、及
びこれに関連する事業に従事するフレイトフォワーダーの任意団体とし
て日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会が設立され、85

通関士（国家資格）
通関士は、財務省管轄の国家資格である通関士試験に合格し、通関業

年10月には運輸大臣（当時）の許可を得て社団法人日本インターナショ

務を行う認可を財務大臣から受けた通関業者に雇用され、かつその会社

ナルフレイトフォワーダーズ協会（Japan International Freight

（個々の事業所）によって通関士として登録された者を言います。つまり、

Forwarders Association Inc.：JIFFA）に改組されました。同年、イン

通関士試験に合格しただけでは、通関士と名乗ることはできません。

ターナショナルフレイトフォワーディング事業の発展と安定化を図ると

通関士の業務は、通関手続きの代理、通関書類の作成代行、関税計算

いう同業界の設立趣旨に則って「国際複合輸送士資格認定講座」を開講

書等の審査請求・不服申し立ての代理、主張・陳述の代行です。これら

し、講座を終了して一定の成績を修めた者に国際複合輸送士という資格

の業務の代理・代行は、一部を除いて通関士資格を持った者のみが行う

を与えました。同講座は1992年10月に運輸省（現在の国土交通省）の

この出来る独占業務となっています。

認定講座「国際複合輸送士養成講座」となりましたが、規制緩和の流れ

通関業を行う者は、通関業法の規定に則り、一定規模以上の事業所に

で1998年に認定がはずれ、名称も「国際複合輸送士資格認定講座」に戻

専任の通関士を配置することを義務付けられています。以前は、専属の

りました。

通関士として届け出るには、登録される者はその通関業務を行う企業と

なお同協会は、公益法人制度改革により一般社団法人への移行認可を

直接の雇用契約のある正社員であることが実質的に求められましたが、

受け、2012年4月、一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（英

今日では、他社に雇用される出向社員、契約社員、派遣労働者などの直

文名はJIFFAのまま）と改組・改称しました。

接雇用関係にない者も専任の通関士として登録できるようになりました。
通関士試験は、通関業法、関税法、関税定率法及びその他関税に関す

国際複合輸送士資格認定講座と国際複合輸送士資格（民間資格）
国際複合輸送士資格認定講座は、国際フレイトフォワーダーズ協会が
主催するもので、海上輸送に関係する国際複合輸送サービスの専門的な

る法律、外国為替及び外国貿易法等、通関書類の作成要領及びその他通
関手続きの実務など、関連法規のみならず実務面の知識も問うものとな
っています。

知識・ノウハウを備えた人材を育成することを目的に行われています。
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4
ールを公表し、複数の荷主の小口貨物を集めて貨物のロットを大きくし

フレイトフォワーダーの役割

て、コンテナ単位にまとめて仕向け地までコンテナで輸送し、仕向け地
でコンテナを開梱して小口貨物として受け荷主に引き渡す事業を混載業

荷主の依頼により他の運送業者の運送手段を使って貨物の運送を引き

者（コンソリデーター）と言います。

受けることを業とする者をフレイトフォワーダー（海運貨物取扱業者ま

今日では、国際貿易における個品海上輸送はそのほとんどがコンテナ

たは運送取扱人）と言います。コンテナ輸送の普及により、コンテナを

によるものとなっており、コンテナ単位にまとめないと安価かつ安全に

利用した国際一貫輸送が発展し、フレイトフォワーダーの活躍の場も大

貨物を運ぶことが出来ません。混載事業では、荷主は小口のまま安価で

幅に拡がりました。以下では、フォワーダーから発展したいくつかの業

安定したサービスを享受し、混載業者は、単位あたりでは比較的高く設

種について説明します。

定できる小口荷主向けの運賃と、船社に支払うコンテナ単位の運賃の差
額などで利益を確保します。

フレイト フォワーダー
コンテナによる海上輸送は、個々の貨物の包装・梱包・保管・積み卸
し・配送など、運送のあらゆる部門で効率を飛躍的に向上させ、安全で

運送契約の面で捉えると、混載業者は実荷主に対しては運送人の立場
で船荷証券（House B/L）を発行し、実運送人である船社との関係では、
荷主という立場で、船社から船荷証券(Master B/L)の発行を受けます。

迅速なドア・ツー・ドアの一貫輸送を可能しました。また、コンテナリ
ゼーションという言葉に代表されるように、コンテナ化が進むことによ

バイヤーズ・コンソリデーション（買い付け物流）

り、従来は不可能だったトラック輸送、鉄道輸送、河川輸送、航空輸送

バイヤーズ・コンソリデーションは、フォワーダーが買い手（バイヤ

などの異なった輸送モードを組み合わせ、貨物の仕出し地から仕向け地

ー）に代わって調達地の複数の供給業者（サプライヤー）の貨物を一ヵ

まで一貫したサービス（インターモーダル輸送）を実現させました。こ

所に集積してコンテナ単位にまとめ、買い手が指定するタイミングで目

のように国境を超えた国際間の複合一貫輸送が可能になり、貨物の集

的地まで輸送する物流形態です。

配・混載・仕分け・保管・在庫管理・流通加工・梱包・輸出入関係書類

遠方にいる買い手が自ら集積地の少量・多品種の小口貨物の出荷を管

の作成・輸出入通関手続き・輸送ルートの検討や決定などを一括して提

理することは不可能です。バイヤーズ・コンソリデーションでは、例え

案し、引き受けるフレイトフォワーダーという業種が生まれました。

ば東南アジアに散在する雑貨品を、北米にある大手スーパーマーケット

荷主はフレイトフォワーダーを利用することで、多様な輸送ルートの

に効率的に輸送する際に効果を発揮します。バイヤーズ・コンソリデー

中から最適な輸送方法を経済的、効率的に選択し利用することができ、

ションを行うフォワーダーは、時には国境を超えて貨物を一定の個所に

輸送に伴う手間とリスクを軽減することができるようになりました。

集め、買い手のオーダーに従って、必要な時に必要な物を必要とする地
域に送り出します。

コンソリデーション（混載）サービス
コンテナ単位にはまとまらない小口貨物の荷主に対し、特定の荷受け
地と荷渡し地（例えば、横浜からハンブルグまでなど）の輸送スケジュ
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5
船舶から水面に投下された木材を筏に組んで、それを曳船で曳航し、

港湾運送事業に携わる人々

貯木場への搬入・搬出を行う。
⑤検数事業

海貨業者（フレイト フォーワーダー）
わが国では正式には「海運貨物取扱業者」
といい、貨物の船舶への引渡
しと、船舶から受け取った後の運送業務を行います。国土交通大臣の許可
を得て開業することが出来ます。荷主に代わって港湾業務を手がける業種
ですが船社と荷主双方の受け渡し行為ができる
「新海貨業者」
という業種

貨物の移動に伴い、その間に立って船側（シップサイド）あるいは荷主側
（ドックサイド）からの依頼で、貨物の数をチェック
（タリー）
する。
⑥鑑定事業
船積み貨物の積み付け証明・調査・鑑定などを行う。
⑦検量事業

もあります。また、海貨業者は別称として
「乙仲（おつなか）
」
と呼ばれます。

船主・荷主など貿易関係者の指定並びに依頼に基づいて、貨物の容積

これは、乙種仲立人の略称で、戦前、船舶の傭船ブローカーを甲種仲立人、

及び重量の検量を行う。

海貨業者を乙種仲立人と称していた名残りです。港湾運送業の一部を担う
と共に多くの場合、通関業や貨物利用運送業を兼務しています。

個品の輸出入では、コンテナ船の利用が増大し在来船の利用が減少す
る中で、艀による輸送も激減しました。また、荷主の工場や倉庫で貨物

港湾運送業者
港湾運送事業は、荷主や船会社から委託を受け、港湾地域内の貨物の
運搬・船舶への貨物の積み込み・陸揚げ・荷捌き・上屋や倉庫への出し

がコンテナへ積み込まれるようになると、コンテナ・ターミナルまでの
陸送部分は陸運業者が行うようになりました。そうした面では海貨業者
による従来型の受け渡し業務は減少する傾向にあります。

入れ・チェックなど、貨物を扱う全ての行為を行う事業で、港湾運送事
業法により許可制となっており、次の７種に区分されています。
①一般港湾運送事業
荷主または船会社の委託を受けて、貨物の受け取りから船舶への積み
込み、または貨物の荷卸しから荷主への荷渡し作業を一貫して行う。
また、ターミナルなどの施設で貨物の統括管理業務を行う。
②港湾荷役事業
船舶からの貨物の揚げ卸しや積み込み作業（船内荷役行為）及び貨物
の荷捌き、保管、搬出入、艀（はしけ）からの積み卸しなど、沿岸に
おける広範囲な荷役作業（沿岸荷役行為）を行う。

港運業界の主な団体は、以下の通りです。
［一般社団法人 日本港運協会］
港運業界の取りまとめ役として1958年に創立。港湾運送事業の許可を
受けた全国の港湾運送事業者が加入しています。略称は日港協。
［日本海運貨物取扱業会］
生い立ちは海上運送法上で規定されている海運貨物取扱業者の団体で、荷
主の委託で港湾貨物を扱う一般港湾運送業者
（海貨限定）
が対象となります。
［一般社団法人 日本倉庫協会］
全国53地区の倉庫協会が加盟する倉庫業の上部組織です。

③艀（はしけ）運送事業
港湾内における船舶また艀による貨物の運送、曳船（引き船）による
艀や筏（いかだ）の曳航などを行う。
④筏運送事業

12

その他、港湾関連の団体として検数・検定関連の、一般社団法人 日本
海事検定協会、一般社団法人 日本貨物検数協会、一般財団法人 新日本検
定協会、一般社団法人 全日検などがあります。
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月以降、沖縄、フィリピン、ベトナムへの軍用物資輸送にコンテナ船を

海上コンテナ輸送の歴史

投入し、12月には商業ベースの定期配船を太平洋航路で開始しました。
一方、わが国では日本郵船、昭和海運、Matson Navigationが提携し

コンテナ輸送は、米国人でトラックの運転手をしていたＭ・マックリ

た3社グループと、商船三井、山下新日本汽船、川崎汽船、ジャパンライ

ーン (Malcolm P. McLean)が、1940年に自ら所有するトレーラーを海

ンの4社グループが各々コンテナ化に取組み、1968年8月にわが国の外

上輸送に転用したことが始まりとされています。マックリーンはトラッ

航コンテナ船である日本郵船「箱根丸」（859TEU）が日本／カリフォル

ク事業を売却した資金を元手に大手外航船主のWaterman Steamship

ニア州太平洋航路に就航しました。

Co.を 買 収 し 、 そ の 子 会 社 で 国 内 航 路 を 営 ん で い た Pan Atlantic

欧州航路では、まず豪州と欧州を結ぶ航路が1969年OCL 、Nedlloyd、

Steamship Co.が運航するRo/Ro船に58台のトレーラーを積載し海上輸

Hapag-Lloyd、CGM、Lloyd Triestino、Shipping Corp. of New

送をしました。コンテナのサイズは、当時アメリカの多くの州で採用さ

Zealandの６社が連合
（Anzecs）
によりコンテナ船によるサービスを始めまし

れていた道路運送車両規制の許容限度である高さで8ft 6inとし、幅8ft、

た。欧州／極東航路ではOCL、Ben Line、日本郵船、商船三井、Hapag-

長さ35ftでした。

LloydがTRIOグループを結成し、1971年からサービスを開始しました。

コンテナ船の歴史

でコンテナ化が進み、極東と中南米、極東とアフリカ、北米と中南米な

1970年代後半から太平洋、大西洋、そして極東・欧州を結ぶ東西航路
マックリーンは6隻の貨物船を、35ftのコンテナを226個積載できるコン
テナ仕様に改装し、1957年10月にその第一船Gateway Cityをニューヨ

どの南北航路にもコンテナ化が進み、今日では個品輸送の大宗がコンテ
ナ船によって運ばれています。

ーク／ヒューストン間の航路に就航させました。翌58年にはニューヨーク／

コンテナという規格化された輸送手段は、港から港までに限定されて

プエルトリコ間の外航航路にFairlandを就航させ、史上初のコンテナ船定

いた海運業界に革命をもたらしました。コンテナ船から下ろされたコン

期航路となりました。同社は60年にPan Atlantic Steamship Co.の社名

テナは、そのままトラックや鉄道で顧客の戸口まで運ぶことが可能とな

をSea-Land Service Inc.に改め、翌61年にはパナマ運河を経由して、大

り、いわゆる複合一貫輸送を実現する道を開きました。

西洋岸と太平洋岸の米国沿岸を結ぶインターコースタル
（内航沿岸）航路に、
64年にはシアトル／アンカレッジ間の航路に進出しました。これに続いて

コンテナ船の大型化

Matson Navigation Co.は、米太平洋西岸／ハワイ航路に参入しました。

1990年台に入ると、コンテナ船の大型化が急速に進みました。これは

このようにアメリカにおいてコンテナ航路が生まれ、拡大して行きました。

造船技術の進歩、中国をはじめとする世界的な貿易量の増大、超大型コ
ンテナ船の荷役が可能な港湾設備の整備が大きな要素ですが、大型化は

外航航路進出から複合一貫輸送まで
1966年4月、Sea-Land社は北米東岸と欧州間の北大西洋航路に35ft
コンテナを226ユニット積めるコンテナ船4隻を投入してウィークリーサ

従来にない大きな規模で海運会社がアライアンスを組むことを可能とし、
今日では、極東と北米・欧州を結ぶコンテナ航路は、おのおの３つのア
ライアンス（グループ）に集約されています。

ービスを開始しました。その後、欧米船社は20ftコンテナを導入し、急
速に定期船航路のコンテナ化が進みました。Sea-Land社は、1966年7
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7
を世界規模で展開する道が開けました。また、1960年代に普及したコン

海上コンテナについて

テナ専用船も、コンテナの固縛方法の規格統一がなければ、これほど急
速に普及したか疑わしいところです。

コンテナという輸送手段は、19世紀には欧州や米国で実用化していま
した。当時のコンテナは輸送中の貨物をダメージから守る梱包方法の1つ
で、サイズや形状も統一されておらず、様々な個品を大量に運ぶという
今日のコンテナとは異なったものでした。
1950年代に入ると、食料品や工業製品などの損傷や滅失、さらには盗
難のリスクの高い貨物の輸送について、コンテナによる輸送が注目され
るようになりました。

この様に規格が統一された後も、より顧客のニーズに合ったコンテナ
が開発され、普及して行きました。
外寸については、10ftと30ftのコンテナは普及せず20ftと40ftが主流
となりました。アメリカ国内のトラック輸送の需要に答える形で外寸の
大型化は進み、アメリカへの輸出入貨物を中心に45ft、48ftの海上コン
テナも利用されています。
素材については、当初のスチール製に加えアルミニウムの外板の使用

当初のコンテ輸送は、タンカーやばら積み船などの甲板をコンテナ輸

が一部で進みました。リーファーコンテナは冷却装置が重いため、コン

送のために改装したものでしたが、デンマークではコンテナの積載に適

テナの総重量を軽減するためにアルミ製の外板が使われてきました。ド

した構造の船舶が建造され、また米国では、コンテナを陸揚げ後そのま

ライコンテナは外板の補修性が高くまた安価であることからスチール製

ま貨車に積み替えて内陸の目的地まで輸送するという、今日の複合一貫

が主流ですが、自動車部品や機械などの重量の重い貨物を積載するため

輸送と言われる方法も行われるようになりました。

に、コンテナの自重を軽くする目的で外板にアルミニウムを使用したア

しかし、輸送容器としてのコンテナは、陸上輸送の為のコンテナが流
用されましたが、1956年に米国において、海上輸送用のコンテナが製造

ルミ ドライコンテナも利用されています。
貨物の性質や積み下ろしの利便性を考慮して製作された特殊なコンテ

され、その長さは35ftで、内航タンカーの甲板を改造して積載するとい

ナには、以下のものがあります。

うものでした。35ftというサイズは、当時の米国でトラック輸送に適し

・リーファーコンテナ：コンテナ本体に温度調節ユニットを備える。

た長さであり、陸上輸送を配慮したものでしたが、運送人が海上輸送用

・オープントップコンテナ：天井のないコンテナで、背高貨物を積載する。

のコンテナユニットを準備し、顧客から荷物を集めるという今日のコン

・タンクコンテナ：液体や気体を充填するタンクを枠組みで囲ったもの

テナ輸送のビジネスモデルは、ここに確立しました。

・フラットラックコンテナ：ドライコンテナから四隅の壁と天井版を外

その後、米国を中心に海上コンテナの規格の統一が進められました。
1964年に国際標準化機構（ISO）がコンテナの規格を統一し、幅・高さ

し、サイズのはみ出る貨物や、ドライコンテナには積み込み作業の難
しい長尺貨物などを積載する。

は共通して8ft、長さは10ft、20ft、30ft、40ftの4種類のコンテナを

・フラットベットコンテナ：フラットラックらさらに四隅のポストを取

ISO規格としました。外寸が決まった後も、ISOによってコンテナの各部

り除き、船上に敷き詰めるなどして、通常コンテナ船では積載の難し

位の強度や固縛の方法などの規格を統一する作業が続けられ、1970年に
コンテナに関する規格はすべて統一されました。
コンテナ規格の統一は、コンテナ輸送の発展に大きく寄与しました。

い大型の機械や特殊貨物を積載する。
これらの特殊コンテナは、荷主が保有し、自らの貨物輸送だけに使用す
るSOC（Shippers' Own Container）という保有形態もあります。

規格が統一されたことで、リース会社には、海上コンテナのリース事業
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8
てコンテナの積載効率を高め、ハッチカバーの強度も増して、ばら積み

コンテナ船の形態

船としての機能と同時にコンテナの輸送にも転用できるコンテナバルカ
ー（略して、コンバルカー）と呼ばれる船型が開発されました。コンバ

世界各地にサービスのネットワークが張りめぐらされているコンテナ

ルカーをフルコンテナ船を比べると、コンバルカーにはセルガイドがな

船による海上輸送は、そのサービスの形態により、特色をもった船型が

く、積載効率と荷役効率が劣りますが、汎用性が高いので現在も一部の

開発され利用されています。この章では、コンテナ船の歴史と種類につ

航路で使われています。

いて見て行きます。
４．RO/RO船
１．他の船型からの転用

フルコンテナ船の時代になっても、世界各地の港にガントリークレー

最初に商業目的でコンテナを運んだのは、米国人マルコム・マックリ

ンなどのコンテナを積み下ろしするための荷役設備が整っている訳では

ーンで、タンカーの甲板上をコンテナ積載用に改装しまた。マックリー

ありませんでした。コンテナを積み揚げする機器が整備されていない港

ンは翌年コンテナ専用船を就航させ、セルガイドなど今日でも広く使用

では、コンテナを自船のクレーンで吊り上げて荷役をするほかありませ

されているコンテナ船独特の設備や機器を開発・普及させましたが、一

ん。この様な港へは、上記のクレーン付きの多目的船や、RO/RO（Roll

般にはあまり普及せず、コンテナによる輸送は特定の航路に限定されて

on/Roll off）船が配船されます。RO/RO船は船側または艫（船尾）に

いました。

Rampという可動式の開口部をもっていて、荷役時にはRampを下ろし

とも

て本船と岸壁間にコンテナを積んだトレーラーが往来できる傾斜路を確
２．在来船の改良

保します。これにより荷役機器がない港でも、トレーラーが船内を自走

コンテナ輸送が始まったころの在来船は、甲板上に凹凸が多くハッチ

してコンテナを積み下ろしします。従って、RO/RO船は、LO/LO（Lift

カバー（船艙の開口部を覆う鉄製の蓋）の強度も十分でないなど、コン

on/Lift off）船と比較して積載効率と荷役効率が著しく劣りますが、荷

テナの積載には適していませんでした。しかし、コンテナによる輸送が

役設備の整わない港湾でもコンテナの積み下ろしが出来るRO/RO船は、

拡大するにつれ、在来船のハッチカバーの強度を増すなどして、より多

その利便性から今日でも一定のニーズがあります。

くのコンテナを積載できるよう改良した多目的船が開発されました。ま
た、コンテナ荷役用のクレーンを装備した在来船も建造され、セミ・コ
ンテナ船と呼ばれる船型も就航しまいた。これらの在来船（多目的船）
やセミコン船は改良を重ね今日でも世界中で使用されています。

５．LO/LO船
数千TEUから１万数千TEUに及ぶ数量のコンテナを積む大型コンテナ
船は、荷役効率の追求からLO/LO方式を採用しています。大型コンテナ
船では、更に荷役効率と積載効率を高めるために従来は余り普及してい

３．ばら積船の利用
1970年代の後半になると、穀物や鋼材を積載する30,000トンから
40,000トンクラスのいわゆるハンディサイズバルカーの船艙を四角くし

18

なかったハッチカバーを装備しない「ハッチカバーレス」方式を採用す
るコンテナ船もあり、効率追求のための大型化と船型の工夫は今日でも
続いています。
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コンテナ船事業の合理化

スロットチャーター
スロットチャーターとは、ある船会社が他社の運航する船舶のスペー
ス（スロット）を買い取り、自社の貨物を積むことです。自社貨物の量

コンテナ船が就航した当初の海運会社は、コンテナ船に対する投資に

が自社の保有する船舶（スペース）では足りないとき、または、自社の

加え、コンテナユニットを多数用意しなくてはならず、また、港湾設備

貨物量が少なく、スペースチャーター方式による共同運航をすることも

の整備のために直接的・間接的に巨額な投資が必要となるなど重い負担

できないなど、専ら期間を区切って採用される他社サービスの利用方式

を強いられました。その一方で、天候に左右されない荷役の実現などで、

です。

定時運航率が飛躍的に向上し、スケジュールの順守など顧客のニーズは
高度化し、高性能な船隊の整備を求められるなど資金的な負担は益々大
きくなりました。以下に、サービスの維持向上のために海運会社が採っ
てきた運営方針について見て行きます。

アライアンス (Alliance)
スペースチャーターが、日本−カリフォルニア航路など特定の航路を
対象とした「狭い」共同運航であるのに対し、アライアンスは、複数の
航路を包含する「大規模な」共同運航です。各社はスペースチャーター

スペースチャーター
スペースチャーターとは、特定の航路において、複数の船会社が相互に船
舶を提供し、各船社は自社が提供したスペースの大きさの割合に応じて各
船に同じ割合で使用スペースを割当て、共同のスケジュールに従って各船
舶を運航する共同運営方式です。

方式同様に自社のコンテナ船をアライアンスに提供し、提供したスペー
スに占める割合に応じてアライアンスに投入された船舶全てに自社のス
ペースを確保します。
1990年代から2000年にかけて、太平洋航路、欧州航路、大西洋航路
など主要航路においてスペースチャーター方式からアライアンス方式に

例えば、A社が積載量4,400TEUのコンテナ船を5隻、B社が4,000TEU

切り替わりました。その主な理由は、効率化と輸送量の増大に応じるた

の船を3隻、C社が6,000TEUの船を1隻提供し、9隻のコンテナ船で1航

めに各社はコンテナ船の大型化を進めたため、従来以上に大型化したコ

海63日の欧州航路を運営するとします。この場合、A社の提供したスペー

ンテナ船や港湾設備を整備し、多頻度できめ細かい配船パターンを維持

スは全スペースに対して55％、B社は30％を、C社は15％で、各社は各船

することが難しくなったことや、1990年代から徐々に進んだ海運同盟の

にこの割合でスペースを割り振られます。つまり、Ｃ社はA社の提供した

解散などにより、運賃の低下が船社経営を襲ったことでさらなる合理化

4,400TEUの船には660TEU、B社の船には600TEU、C社の船には

が必要になったことなどが挙げられます。つまり、費用削減とサービス

900TEUのスペースの割当てを受けます。C社から見ると、僅か1隻のコン

の充実を両立させるには、広範囲な提携であるアライアンスへの参加が

テナ船を投入するだけで定曜日サービスを提供できるという仕組みです。

もっとも現実的な選択肢だったと考えられます。

日本で初めて北米航路にフルコンテナ船が投入された際は、日本郵船・
昭和海運・マトソン
（米国）の3社によるスペースチャーター方式が採用され
ました。
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２．コンテナ・フレート・ステーション（CFS）

コンテナ輸送に関する港の設備

CFSは混載業者にとって最も重要な港湾施設です。
小口貨物を輸出する際、荷主はCFSに輸出貨物を搬入します。輸出貨
物は通関を済ませてから搬入することも、また搬入後に貨物をコンテナ

1960年代に入ると、コンテナ専用船の普及を見込んだ日米欧の主要港

に積み込むまでに通関を済ませることもできます。いずれの場合も搬入

の港湾当局や港運業者は、コンテナ船の荷役のためにコンテナ・ターミ

時には小口貨物として、そのままコンテナに積み込んでも輸送に耐える

ナルを計画し急速に整備を進めました。コンテナ・タ−ミナルは、文字

よう梱包がされていることが必要で、この検査はコンテナ搬入時に貨物

通りコンテナ船が着岸し、コンテナの積み下ろしをするために特化した

を搬入したトラックのドライバー立ち会いの下に行います。貨物搬入後

専用の港湾施設ですが、この項では、コンテナ・ターミナルに加えその

のダメージは運送人の責任となりますので、CFS搬入時に貨物の状態を

周辺に設置されるコンテナ関連の付帯施設について説明します。

検査し確認することは非常に重要な作業です。
輸出貨物はCFS内で、あらかじめ決められた仕向け地別の蔵置エリア

１．コンテナ・ターミナル
コンテナ・ターミナルの役割は、コンテナをコンテナ船に積み下ろし

に置かれます。貨物をコンテナに積み込むことをバンニング(Vanning)
と言いますが、危険品等の特殊な貨物を除いて、バンニングの前日には

をする機能と、輸出コンテナをコンテナ船に積み込むまで、また下ろし

積み込まれる貨物がすべて搬入され、どの貨物をどのコンテナに積むか、

たコンテナを荷主に引き渡すまで、一時的に蔵置しておく機能がありま

また、どのような順番でどの様に積み付けるか決定します。

す。後者はしばしばコンテナヤード（ＣＹ）と呼ばれます。蔵置という

バンニング当日には、前日作成したどのコンテナにどの様に積み込む

機能から派生して、食品などの輸入には欠かせない食品検査や動物の検

かと言う計画表（Vanning Plan）に従って、貨物がコンテナに積み込ま

疫を行うエリアが用意され、蔵置中も電力の供給を必要とするリーファ

れていきます。CFSの作業には幾つかの制約があります。まず、CFS内

ーコンテナの為に、電力を供給するプラグを設置したエリアもあります。

の作業は専らフォークリフトで行うので、扱うことの出来る貨物のサイ

コンテナはターミナル内ではどのように蔵置されているのでしょうか。

ズや重量はCFSごとに制限があります。従って、荷送人は、どの程度の

敷地内の岸壁に近いエリアには、コンテナをスムーズに船側に移動で

サイズや重量の貨物を運ぶことができるか、個別に確かめておく必要が

きるよう、輸出貨物を積んだコンテナが蔵置されます。そして、敷地の

あります。

出口に近いエリアには、船から下ろされ荷主が引き取りに来るのを待っ
ている輸入コンテナが蔵置されるのが一般的です。このように、一見雑

３．バンプール（Van Pool）

然としたコンテナ・ターミナルも、扱うコンテナの数量やコンテナ船の

バンプールは、空コンテナの蔵置場所です。多くの場合その施設の中

入出港のスケジュールを勘案して、効率的な荷役ができるよう、様々に

に、コンテナの修理を行うエリアや、リーファーコンテナの機器の検査

工夫したオペレーションが行われています。

や調整などを行う施設（メンテナンスショップといいます）を備えてい
ます。また、船社によっては、空コンテナの引き渡しや返却をコンテ
ナ・ターミナルではなく、バンプールで行うこともあります。
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に同盟船が受け取った運賃を一定の割合でその期間終了後に返還する制

海上運賃の取り決め

度です。運賃延戻制と異なり留保期間（上記の例では、5月から8月まで
の期間）はなく、返戻金は一定期間終了後自動的に支払われました。こ

海運会社は、さまざまな顧客（荷主）の貨物を扱っており、小口の貨物を

れも、独占禁止法に抵触することから利用されなくなりました。

運ぶ荷主も、年間に何千トン、何万トンと大量の貨物を運ぶ大口の荷主もい
ます。大口の貨物の荷主は貨物の数量を背景に、一般の顧客よりも有利な

サービスコントラクト (Service Contract＝S/C)

条件（安価な運賃）を求め、また、船会社もこれら大口の荷主を自社に積ん

荷主が、半年や一年などの一定期間に一定量の貨物を特定の船会社や同

でもらおうと運賃の設定を行います。以下に、運賃設定の方式を、海運同

盟に積むことを事前に約束し、船社は一般の運賃より低い運賃で貨物を運

盟が全盛であった時代から行なれ、今日では行われなくなってしまったもの

ぶと同時に、海運会社は、必要なスペースの優先的な提供を確約する契約

も含めて紹介します。

です。事前に申告した最低量に達しなかった場合はあらかじめ合意してお
いた不積み運賃（Dead Freight）を違約金として船会社に支払います。

二重運賃制 (Dual Rate System)

1984年の米国海事法改正により自由な運賃設定を可能にするという目的で

海運同盟加盟船社が運賃表を複数用意し、海運同盟にのみ船積みするこ

制定され、規定の数量を積めば、契約外の船会社に積んでもペナルティーは

とを契約した荷主に対して、契約を結んでいない一般の荷主よりも低廉な

果たされないなどの緩やかな拘束が荷主に広く受け入れられ、S/Cは海運

運賃を適用することで荷主を優遇する運賃体系です。荷主が契約に違反し

同盟の解散後も荷主と個別船会社との間で利用されています。

て盟外船社を利用した場合は、一定の違約金を支払うか、以後の契約を拒
否するなどのペナルティーが課されました。二重運賃制は、特に欧州同盟

タイムボリュームレート (Time Volume Rate＝TVR)

で利用されていましたが、このような差別的な運賃は独占禁止法に抵触す

運賃を適用する際に付加される条件で、ある一定期間に、一定量の貨物

ることから、海運同盟に対する同法の適用除外が廃止され、海運同盟が解

の船積み、または一定額の運賃を船会社に支払うことを条件に、運賃表に

散・解消した今日では利用されなくなりました。

通常より安い運賃を記載するものです。荷主を拘束する手段としては、サー
ビスコントラクト
（S/C）
に似ていますが、S/Cが特定の船会社などと個別荷

運賃延戻制 (Deferred Rebate System)
運賃延戻制は、ある一定期間に同盟船にのみ積んだ荷主に対して、その
支払った運賃の一部を一定期間終了後に割戻金として払い戻す制度です。

主との契約だったのに対し、TVRは、運賃表に記載され、不特定多数の荷
主が適用できるところが異なります。最低量に達しなかった場合は、一般の
運賃表に記載された運賃が遡及して適用されます。

対象期間は4ヵ月とすることが多く、例えば、1月から4月まで同盟船社に一
手積みした荷主に返戻金が支払われるのは、5月から8月までの4ヵ月も同
盟船社への一手積みが確認された9月とするなど強い拘束性がありました。

ボリュームインセンティブプログラム (Volume Incentive Program＝VIP)
ある一定期間に、一定量を積むことを条件に（安い）特別運賃を設定
しておき、その期間内の船積みには通常の（高い）運賃を適用し、期間

忠誠割戻制 (Fidelity Rebate System)
一定期間すべての貨物を同盟船にのみ積んだ荷主に対して、その期間

24

終了後または一定量達成後に通常運賃と特定運賃との差額分を荷主に割
り戻す制度です。VIPも現在では使用されていません。

25

12
務省から独立した大統領直属の機関として発足させました。しかし、

米国海事法について

1950年にUSMCは廃止され、その機能はFederal Maritime Board
(FMB)に移行、再び商務省傘下に置かれました。

米国海事法は、Shipping Act 1916まで遡ることができます。第一次

第二次世界大戦後、国際貿易の取引量は飛躍的に増大しました。政府

大戦前の米国は、所有船腹数こそ世界第２位（首位は英国）でしたが、

は自国の荷主を保護して米国産業の発展を図ると同時に、一定の自国籍

自国商船は世界の輸送量の１０％を運ぶに過ぎず、造船業も英国に依存

船を確保するという国防上の要請を満たすために、1961年に従来の

していました。第一次世界大戦で、米国は直接の戦禍を免れ連合国に莫

FMBは、外国企業を含む海運業を規制する独立行政機関のFederal

大な物資を輸出しましたが、それらの輸送は専ら輸入国の船舶で運ばれ

Maritime Commission(FMC)と自国籍の船舶と船員を確保し育成する

ました。そのため多くの商船が軍事徴用され船腹受給は逼迫し、海上運

ことを目的としたMaritime Administration（MARAD、商務省管轄）

賃は戦前の30倍近くまで跳ね上がるなど、大きな影響を受けました。

にその機能を分け、海運に関する規制と育成を分離しました。

この様な状況の下、米国政府は海事法（1916）を制定し、①政府が主

さらに、1960年代から急速に普及し始めたコンテナ船による個品輸送

導して商船を保有運航する会社を設立し、②運賃の決定を含む海運によ

に対応するため、海運企業による不当な独占を排除して荷主を保護する

る通商に規制を設け、③既に海運会社と輸出者の間で結ばれた公正でな

目的で、新米国海事法が1984年に発効しました。主な改正点は、従来の

い契約や、米国の通商に損害を与える恐れのある契約を破棄または修正

海運同盟の存続は認めつつも、荷主ごとに差別的な扱いをさせないため

することなどを定めました。つまり、初期の海事法の目的は、急速に伸

に二重運賃制を実質的に禁止しました。また、届け出運賃以外の運賃の

長した貿易量や国力に見合う海運業を政府主導で保護・育成することで

取り決めとして、船社または海運同盟と荷主が数量割引運賃契約

した。この海事法が制定されるまで、世界の主要航路は、英国を中心と

（Service Contract=S/C）を結ぶことを認め、同時に同盟加盟船社が同

する海運会社が、海運同盟を結成し運賃や配船数を調整していました。

盟の運賃に拘束されず独自の運賃を設定できるよう独自行使権

米国海事法（1916）の制定は従来の閉鎖的海運同盟のあり方に変革を迫

（Independent Action=I/A）の導入を同盟に義務付けました。

り、海運同盟に参加しない盟外船の参入を容易にする素地を作ったとい
う点で、後の世界の海運業界に大きな影響を与えました。

1984海事法は1998年に改正米国海事法（Ocean Shipping Reform
Act=OSRA）
として再度改正され、FMCへの運賃届出制を廃止し、非公開

第一次大戦後の米国海運業は国営化の道を歩みましたが、自国船員や

数量割引運賃契約
（Confidential S/C）や同盟加入各船社との個別S/Cの

造船業の高コスト体質は解消せず巨額の損失を計上しました。1920年代

締結を認めたため、北米航路に関係する海運同盟は存在意義を失い解散し

末には民営化の方針へ切り替えられ、船舶も民間企業に払い下げられま

ました。また同法では、NVOCCとOcean Freight Forwarder(＝OFF、

した。1936年に改正された商船法（1936）では、民営化の弊害を除く

海 上 貨 物 取 扱 業 者 )を 海 上 運 送 仲 介 業 者（ Ocean Transportation

ため、反トラスト法を徹底し自国海運業を強化育成する機関として、連

Intermediary=OTI）
として定義し、位置付けを明らかにしました。

邦海事委員会（United States Maritime Commission＝USMC）を商
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③盟外船対策

海運同盟と独占禁止法の関係

・Fighting Boatの投入
盟外船より安い運賃の船を対抗船として投入し、参入を困難にする。

海運同盟の概要
１９世紀後半以降、世界の主要定期航路において、船会社間の競争を

海運同盟の解散
コンテナ輸送が普及すると、海運同盟は徐々に弱体化していきました。

調節・制限することにより海上運賃を一定の水準に維持することを目的

最大の理由は、コンテナ化によって同盟船と盟外船のサービスに差異が

とした海運同盟（運賃同盟とも呼ぶ）が次々に結成されました。

なくなったことにあります。さらに、1984年に米国海事法が改正され、
同盟船社に対し独自運賃の設定を認めると、海運同盟は運賃水準を維持

海運同盟の種類
・クローズド・コンファレンス（Closed Conference）
欧州航路などで結成され、新規メンバーの加入を強く制限し、加入後

し航路の安定を計るという本来の機能を失いました。
その後の世界的な規制緩和の流れのなかで、海運同盟は2008年の欧州
同盟解散を最後に主要航路から消滅しました。

のシェアの配分についても厳格に規制します。
・オープン・コンファレンス(Open Conference)
米国を中心とする航路で結成され、協定を順守する能力と意思があれ
ば加入でき、脱退することも自由です。

独占禁止法適用除外の見直し
海運先進国は国内では各産業に独占禁止政策を推し進める一方で、外
航海運会社が構成する海運同盟については、外航海運業の安定が確実な
外貨獲得の手段であり、自国の貿易の発展に資するとの考えに立ち、例

海運同盟の機能

外的に独占禁止法の適用から除外してきました。一方、コンテナ化の伸

海運同盟の機能は以下の３つがあります。

展で参入障壁が低下し、競争によるサービスの向上と運賃の逓減を図る

①メンバー間の協定

べきとする声が高まってきました。このように20世紀末になって、米国

・統一運賃の設定及び厳守

や欧州の主要先進国は、独占禁止法の適用除外の停止を進めたので、海

・投入船腹・配船数・寄港地などの調整

運同盟は急速に力を失い解散して行きました。

・運賃プールの実施
運賃の全部または一部をプールし、あらかじめ設定したシェアに応
じて配分するので、結果的にメンバー間の競争は抑えられます。
②契約荷主の拘束
・契約運賃の適用
二重運賃制を採用して、同盟船積みを約束した契約荷主にはインセ
ンティブとして安い方の運賃を適用する。

28

29

14
貨物の受領証としての船荷証券

船荷証券（B/L）とは

船荷証券は、運送人が貨物を輸送のために受け取ったこと、または本
船に積み込んだことを証する受領証です。券面には荷送人の申告に基づ

船荷証券の定義

いて、数量、荷印、品質、状態など受取時または積み込み時の貨物の情

船荷証券は、船会社やＮＶＯＣＣが、海上輸送のために貨物を受取っ

報が記載されており、運送人は仕向け地において記載通りの貨物を引き

た際、または本船に積み込んだ際に荷送人に対して発行する運送書類で、

渡す義務を負います。従って、荷送人によって貨物が積み込まれたコン

Bill of Lading(B/L)と呼びます。

テナや外見からは内装個数の見えない梱包など、運送人が中身を知るこ

船荷証券は本来、異なる国の２港間の海上輸送のための書類を意味し

とができない貨物に対しては、運送人は

ていましたが、現在では海上輸送ベースとする複合輸送に対し発行され
る複合運送証券（Multimodal Transport B/LまたはCombined

については責任を負わないことを明示しています。この文言を「不知文

Transport B/L）を含むという考え方が一般的です。

言」、全体を「不知約款」といいます。

船荷証券の役割

有価証券としての船荷証券

船荷証券は、以下の３つの役割を持っています。

Said to contain

Shipper's load and count

や

などの文言を表面に記載して、貨物情報の正確性

船荷証券は貨物の引き渡し請求権を表象する有価証券です。小切手や

・運送契約の証拠であること

株券など他の有価証券同様、船荷証券もそれが表象する権利の行使や移

・運送品の受領証であること

転のためには証券の占有を必要としますので、その取り扱いは法律によ

・運送品の引き渡し請求権を表象する有価証券であること、です。

って以下の通り定められています。
①船荷証券と引き換えでなければ貨物の引き渡しを請求をできない。

運送契約の証拠としての船荷証券
船荷証券は運送人と荷主との間で締結された運送契約の内容を示すも

②船荷証券に記載された通りの貨物を引き渡さなければならない。
③裏書により譲渡が可能である。

のです。船荷証券には、運送人の義務、免責事由、責任制限などが記載さ

④船荷証券の所持人は質権や所有権について第三者に対抗できる。

れていますが、船荷証券ごとにその内容が異なっていては荷受人、荷送人、

⑤船荷証券の所持人のみが貨物に対する権利を行使できる。

運送人等関係者にとっては大変不都合です。そこで、1924年に
「船荷証券

などです。

に関するある規則の統一のための国際条約」
（通称、統一船荷証券条約）が
署名され（署名地をとって、ヘール・ルールと言います）、その後、コンテナ

30

船荷証券の提示

による海上輸送に対応するために1968年に改訂され（ヘーグ・ヴィスビ

通常、船荷証券は紛失などに備えて複数（３通が一般的）の正本が発

ー・ルールと言います）ました。わが国では、1957年に当時のヘーグ・ル

行されますが、荷受人はそのうちの１通を運送人に提示することにより

ールを取り入れた国際海上物品運送法が制定され、1993年にヘーグ・ヴ

貨物の引き渡しを受けることができます。そして、一通を回収した時点

ィスビー・ルールを摂取すべく同法は改正されました。

で残りの正本は無効となります。
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裏書を禁ずる(Non- Negotiable)の記載がなければ、荷受人による裏書

船荷証券の種類

譲渡が可能となっています。
指図式船荷証券(To Order B/L)であっても、荷受人（Consignee）の
欄に

船積船荷証券と受取船荷証券
船積み船荷証券(Shipped B/L・On Board B/L）は貨物が本船に積み

TO ORDER 、 TO ORDER OF SHIPPER 、 TO ORDER OF

XXX BANK

など、「〜の指定する者に貨物を引き渡しなさい」という

記載がある場合は、裏書譲渡が可能です。

込まれた旨の記載のある船荷証券です。コンテナ輸送が始まる以前は、
ほとんどの貨物対して船積船荷証券が発行されていました。
受取船荷証券(Received B/L)は、運送人が荷主より貨物を受け取った

複合運送船荷証券
(Multimodal Transport B/L / Combined Transport B/L)

時点で発行される船荷証券です。貨物が本船に積み込まれる前にコンテ

複合輸送（海上輸送を含む複数の輸送手段による2国間以上にまたがる

ナターミナルやCFSで運送人に引き渡されるというコンテナ輸送に対応

運送）の契約を証する運送書類です。港から港への海上輸送で発行され

するため、現在では多くのNVOCCが荷主の求めに応じて、この受取船

る本来の船荷証券ではありませんが、有価証券として船荷証券と同様の

荷証券を発行しています。受取船荷証券は、本船名と船積み港及び船積

機能と性質を持っています。

み年月日を追記することによって船積船荷証券と同じ扱いに変更するこ
とが出来ます。このような追記をon board notationと言います。

海上運送状(Sea Waybill)

無故障船荷証券と故障付き船荷証券

荷証券のような権利証券ではなく、取り扱いに関して以下の特徴を持っ

運送人が貨物の受け取りまたは船積みを確認する運送契約書です。船
無故障船荷証券(Clean B/L)は、貨物が外見上良好な状態で船積みまた

ています。

は受け取られた時に、貨物の状態について注記することなく発行された

・貨物の引き渡し時に提示を必要としない。

船荷証券です。

・譲渡性がなく、特定された荷受人のみが貨物を引き取ることが

故障付き船荷証券(Foul B/L)は、物品（物理的な損傷や品数不足など）

できる。

または包装に瑕疵（破れや凹みなど）のあることを示す摘要（リマーク）

・所持していても、貨物の所有権を主張できない。

が記載された船荷証券で、信用状（L/C）取引では、銀行は原則として

・運送人は荷受人の身元を確認することが必要である、など。

故障付き船荷証券の買い取りを拒否します。

海上運送状は、紛失による損害リスクがない、荷受人に確実に送付す
る手間が省けるなどの利便性だけでなく、近距離航路など航海日数が短

記名式船荷証券と指図式船荷証券
記名式船荷証券(Straight B/L)は、荷受人（Consignee）の欄に荷受

く、荷受人が本船の揚げ地入港までに船荷証券を入手することが難しい
取引において効力を発揮し、その利用が増えています。

人の名前が記名され特定されている船荷証券です。多くの国の海上物品
運送法では第三者への譲渡はできない、とされていますが、日本では、
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船荷証券の流通
流通性のある船荷証券と無い船荷証券
指図式船荷証券(To Order B/L)は、貨物を指図人へ引き渡すことを求
めるため流通性のある船荷証券です。一方、記名式船荷証券(Straight
B/L)は、荷受人の名前が特定されているので流通性がありません。ただ
し、わが国では裏書禁止の記載がない限り、第三者への譲渡が可能です。
船荷証券は貨物を表象する有価証券ですから、船荷証券の流通は、即ち
貨物の占有及び貨物に対する権利の移転を意味します。

①売買契約締結
②輸入者が取引銀行（開設銀行）に対しL/Cの発行を依頼する

船荷証券の流通方法
流通性のある船荷証券は、裏書譲渡により流通します。裏書の方法に
は下記の2種類があります。
【記名式裏書】
船荷証券を譲り受ける人（被裏書人）を記載する裏書です。
（例）DELIVERY TO THE ORDER OF XYZ COMPANY （被裏書人）
[ABC COMPANY（裏書人）による署名]
【白地式裏書】
被裏書人を記載しない裏書です。この方式は、流通の経路は不明なの

③開設銀行はL/Cを発行し、輸出国の通知銀行へ送付する
④船積みが行われ、運送人が船荷証券を輸出者に対し発行する
⑤輸出者は船荷証券を含む船積書類を通知銀行に引き渡す
⑥通知銀行は輸出者へ代金を支払う
⑦通知銀行は船荷証券を含む船積書類を開設銀行に送付する
⑧通知銀行・開設銀行間で代金決済が行われる
⑨輸入者が開設銀行に代金を支払う
⑩開設銀行は船荷証券を含む船積書類を輸入者に引き渡す
⑪輸入者は船荷証券を運送人に提示し、貨物の引渡しを受ける

で、船荷証券の実際の所持人が正当な所持人であると推定されます。
船荷証券の回収
貿易取引と船荷証券
流通性のある船荷証券は貿易取引の決済手段として用いられます。
（例）信用状（L/C）を用いた取引の場合

運送人は船荷証券と引き換えに貨物を引き渡します。２通以上の正本
が発行された場合でも、正本を１通回収すれば貨物の引き渡しは有効と
なります。しかし、船荷証券に記載された揚げ地以外の場所で貨物が引
き渡される場合や、積み地で回収（元地回収と呼ぶ）される場合、所持
人の手元に残った正本が貨物の引き渡し後に流通しないように、運送人
は全通の回収を貨物引き渡しの条件とします。
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包括保税運送制度

保税運送の要点

保税輸送は頻繁に利用される制度ですから、輸送の度に上記の手続き
を取っていたのでは事務が煩雑です。そこで、保税運送を保税地域の許

保税運送とは、税関長の承認を受けて保税地域間に限って外国貨物を未

可を受けた者、または通関業者が行い、かつコンテナ貨物であり取り締

通関のまま国内を輸送することで、トラックなど陸路を利用する保税輸送を

り上問題がないと認められた場合には、税関長が一年以内の期間を指定

Over Land Transport (OLT)、航空機を利用した保税輸送をOver Air

して一括承認を行うことが出来ます。一括承認が下りると、運送目録の

Transport(OAT)、水路を利用した船舶による保税輸送をInter Coast

確認も1ヵ月ごとにまとめて受けることが出来ます。この制度を包括保税

Transportと言います。

運送制度と言います。

保税地域とは、外国貨物すなわち通関済みの輸出貨物や未通関の輸入貨
物を蔵置することが許可された場所です。わが国には、指定保税地域
（コン

特定保税運送制度

テナターミナルや空港など、財務大臣が指定）や、保税蔵置場（CFSや倉庫

特定保税運送制度は、優良な企業に対してさらに簡便な手続きで保税輸

など、税関長が許可、以下同）、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5

送を認める制度です。具体的には貨物のセキュリティー管理とコンプライア

つの形態があります。

ンスが整備された認定通関業者や特定保税承認者、またその他の国際運送
貨物取扱業者について、保税運送の承認を個々に取得する必要がなくなり、

保税輸送のメリット
輸出貨物を例にとると、輸出業者は、製品の製造現場や梱包する倉庫

特定委託輸出申告にかかわる貨物について輸出者の委託を受けて、保税地
域以外の場所から直接積み出港まで運送が可能になります。

で輸出の通関が出来れば、港頭地区や空港周辺の倉庫などへ未通関の製
品を持ち込んでそこで輸出通関を行うより手間が省け、また輸送時間も

欧州域内の保税輸送

短く出来ます。また、複数の港や空港を利用して輸出を行う場合、ゲー

欧州にもT−1並びにT−2の二つのタイプの保税輸送制度があり、T−1

トとなる港ごとで通関業者を手配するよりも手元の倉庫で通関して港湾

は関税とVAT（付加価値税）の両方を保税の状態で輸送し、
Ｔ−２は関税の

や空港へ外国貨物を輸送する形態が好まれ、保税輸送の利用は増加して

み支払いVATのみ保税の状態で輸送します。現状は関税がEUで統一され

います。また、輸入貨物の通関を内陸で行うと、保税輸送の費用に消費

たこと、またEUに最初に入った地点までの運賃のみがCIFの運賃部分とみ

税が課税されないというメリットもあります。

なされるため、T-2輸送はまれにしか行われなくなりました。EU域内の輸
出入は国境通関そのものが廃止されたので保税の問題は発生しません。

保税輸送の実務
保税輸送を行うには、発地の税関に「外国貨物運送申告書」を提出し
税関長の承認を受けます。この申告書はノーカーボン紙で「運送目録」

36

米国の保税輸送
米国の内陸地点で輸入通関が行われる場合は、荷揚げ場所から内陸の

にもなっており「運送目録」の確認も同時行われます。目的地に到着し

通関地点（保税倉庫など）までをIT（Immediate Transport）という制

たら着地を管轄する税関に発地で確認を受けた「運送目録」を提示し確

度の下で保税輸送されます。ITの手配は受荷主の他、輸送者やカスタム

認を受けます。

ズブローカー（通関業者）などが行います。
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②オセアニア

カボタージュ（外国貨物船の国内輸送）

ニュージーランドは1995年に、オーストラリアは1997年に、一定の
条件を付けてカボタージュを廃止しました。廃止の理由は外国船社に内
航業を解放することで競争を促し、コストを削減するというものでした

船舶法第3条は、日本籍以外の船舶が、日本各港間で旅客や貨物を運送
してはならないと規定しています。このように、陸海空の国内輸送を自

が、両国の内航海運業界のみならず、鉄道やトラック業界の経営にも大
きな打撃を与えました。

国の業者に限定するルールをカボタージュといいます。
わが国の動向
背景
カボタージュの歴史は古く、米国では1817年以降今日までカボタージ

わが国でも、2000年以降カボタージュ緩和の声が出始めました。主な
動きは以下の通りです。

ュ政策が採られています。現在わが国では、1952年に制定された内国貨

①外航フィーダー網に国内の諸港を含めることで国内の港の活性化を図

物運送業法が、国内貨物輸送から外国籍船の参入を排除してきました。

ろうとする動きがあります。これは東京都、福岡県、沖縄県などの地

カボタージュを擁護する有力な意見は、国内輸送の人件費や税制など、

方自治体が、経済構造特区として港湾の競争力向上を図る動きとなっ

コストの異なる外国籍の船舶が参入すると国内運送業の経営を圧迫し、
国内輸送そのものが不安定になるというものです。
外航海運業が急速に発展した20世紀になっても、カボタージュはほぼ

ています
②わが国内航海運の船員は減少を続けており、少子化の進展から内航海
運の就労者確保は難しく、日本人船員を配乗した日本籍船は外国人船

全ての国々で堅持されましたが、1990年代に入るとEU諸国とオセアニ

員を配乗した外国籍船に比べ、コスト競争力がありません。一方で、

ア諸国でカボタージュが廃止または緩和されました。また、わが国にお

需要に目を向けると、物流効率化によるモーダルシフトは今後も進み、

いても、規制緩和の流れの中で、カボタージュ見直しの動きがあります。

内航海運の需要は底堅く推移すると思われることから、船員不足に象
徴されるコスト圧縮策として、外国籍船に内航輸送を開放しようとい

諸外国の状況
①EU諸国

38

うものです。
このような動きに対しては、内航海運業者の反対だけでなく、政府も

EUにおいて最初にカボタージュ緩和を唱えたのはイギリスでした。以

「外国船の内航海運への参入は国際慣習上諸外国で認めておらず、わが国

降域内でのカボタージュの緩和が広がり、1993年には一部の例外を除い

のみがこれを認めることについては、相手国から代償措置を得ることな

て域内のカボタージュは廃止されました。しかし、EU諸国内の措置は、

く一方的に相手国を利することになり、国益に反する」と否定的な見解

EU加盟国以外の外国船社の参入を認めるものではありません。

を示しています。
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今日のIMOの活動

国際海事機関
( International Maritime Organization、IMO )

１. 組織
IMOは、2年に1回総会を開催し、年2回理事会を開催します。それに
加 え 、 条 約 の 審 議 等 を 行 う 海 上 安 全 委 員 会 (Maritime Safety

19世紀に入り多くの船舶が世界中の海を航行するようになると、人々

Committee)、法律委員会(Legal Committee)、海洋環境保護委員会

は航海の安全を確保するために、海上交通や港・灯台の運用について共

(Marine Environment Protection Committee)、技術協力委員

通のルールが必要だと感じるようになりました。また、貿易に携わる者、

(Technical Cooperation Committee)、簡易化委員会(Facilitation

貨物に対する海上貨物保険を引き受ける者も、船舶の構造や安全設備に

Committee)の５つの専門委員会が設置されています。

ついて、国際的な取り決めが必要だと考えるようになりました。
1912年に北大西洋で起きたタイタニック号の遭難事故では、救命艇や

２. 主な活動

無線装置、救命胴衣などの救命器具や備品の不備が犠牲を大きくしたと

IMOは、船舶の安全、海洋汚染の防止、海難事故発生時の適正な対応

指摘され、2年後の1914年に世界で初めて「海上における人命の安全の

被害者への補償、円滑な物流の確保等の様々な観点から、船舶の構造や

ための国際条約」（The International Convention for the Safety of

設備などの安全基準、積載にかかわる技術要件、船舶からの油・有害物

Life at Sea = SOLAS）が採択され、一部修正された後1933年に発効

質・排ガスなどの排出規制などに関する条約や基準などの作成、改訂を

しました。

随時行っています。
IMO（IMCO）がこれまでに制定した主な条約は、

第二次世界大戦の戦勝国により設立された国際連合には、運輸通信委
員会が設置され、同委員会は船舶輸送の技術面を検討するための海事専
門機関を常設することが必要との報告が提出されました。そして、1948
年にスイスのジュネーブで国際連合海事会議が開催され、政府間海事協
議機関（Inter-governmental Maritime Consultative Organization=
IMCO）の設立が決まり、併せてその活動に関するIMCO条約が採択され
ました。この条約は、100万総トン以上の船腹を有する7カ国が批准する
ことが発効の要件とされていましたが、条約の採択後10年を経過した
1958年に日本が同条約を批准し、ようやく条約は発効しました。
その後、IMCOの活動内容は拡大し加盟国も増加し、1975年の条約の
改 正 、 1 9 8 2 年 の 発 効 を 機 に 、 IMO（＝International Maritime

「1974年海上人命安全条約(SOLAS条約)」
船の構造、救命設備、無線設備などの基準
「1966年満載喫水線条約(LL条約)
貨物の積載限度に関する
「海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)」
船舶の運航に起因する汚染防止
「国際海上交通簡易化条約(FAL条約)」
国際航海に従事する船舶の入出港に関する手続きの簡易化
などがあります。
近年では、とりわけ地球温暖化への取り組みを強化するなど、常に時
代に則した課題に取り組んでいます。

Organization：国際海事機関）と改称し今日に至っています。
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「協会貨物約款」(2009年版)の概要は次の通りです。

貨物海上保険（荷主が付保する保険）
古来より海上輸送には海難を始めとする海固有の危険があり、貨物の
所有者は輸送中の貨物損害に対して、海上貨物保険（以下、貨物保険と
言います）を付保して、損害発生時の経済的負担を軽減してきました。
コンテナ輸送の普及、特に複合一貫輸送の伸展により、「商品の引き渡し
場所」「輸送の手配を行う者」「保険の手配を行う者」がどのように絡む
かというパターンは複雑になり、貨物保険も、保険を付保する者のニー
ズの多様化に応じたオーダーメードのものが増えています。単に誰が保
険を付保するかというだけではなく、保険の内容も多様化しています。
以下に貨物保険の概要について説明します。
貨物保険の概要

この表からも明らかな通り、「協会貨物約款」は広範なリスクに対して

貨物保険の本来的な意義は、輸送中に偶発的に発生する様々な事故に

損害を補償します。補償の対象とならない主なものは、①故意・違法行

よって貨物に生じた損害を補償するものですが、貨物の滅失や破損のみ

為による損害、 ②被保険者が行なった荷造り、梱包の不完全・コンテナ

ならず、水濡れや変質など、貨物の価値を毀損する事故に対しても保険

内への積み付け不良による損害、③貨物固有の瑕疵または性質による損

の対象になります。

害（自然損耗、通常の減少、発汗、蒸れ、腐敗、変質、錆びなど）、④航

貨物保険が補償する対象については、海上輸送に付随して起きるいわ

海、運送の遅延に起因する損害、⑤慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物

ゆるマリンリスクと、関係国の戦争やストライキなどで輸送が途中で不

取り片付費用等の間接費用、⑥貨物が陸上にある間の戦争危険による損

可能になった時に適用されるリスクに大別されます。適用の範囲と免責

害、⑦原子力・放射能汚染危機による損害、⑧生物化学・電磁気などの

事由は、国際間の取引において標準的に取り入れられているロンドン保

兵器による損害、⑨通常の輸送過程ではない保管中などのテロ危険によ

険業者協会による「協会貨物約款」（Institute Cargo Clauses: ICC、）

る損害、⑩船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払い不能ま

に規定されています。

たは金銭債務不履行による滅失、損傷または費用（ただし、被保険者
（（保険を掛けたもの））がそのような支払い不能または金銭債務不履行が、
航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきで
ある場合に限る）、となっています。
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人は「自らの責任の範囲内」で賠償に応じます。「自らの責任の範囲内」

P＆I保険

とは、船荷証券等の輸送約款に記載された範囲であり、いわゆる
Package Limitationの規定などにより予想外に低廉な賠償額にとどまる
可能性があることを示唆します。荷主の立場から比較すると、貨物保険

P&I保険とは

会社への求償では、被った実損害が概ね填補されますが、運送人へのダ

P&I保険（Protection and Indemnity:船主責任保険）とは、船舶の所

イレクトクレームは、賠償責任の追求という性格から、荷主に厳格な立

有者や運航者が、所有・運航・管理に関連して第三者に対する賠償責任

証責任が求められると同時に、賠償額についても運送人に有利な船荷証

を負った際、その損失を填補する保険の一種です。

券の条項などにより保険金支払額より低く抑えられてしまう可能性があ

P&I保険の運営主体は、営利を目的としない保険組合で、船主や船舶
の運航者などの運送人が資金を拠出してClub（組合）を運営しています。

ります。
何れにしても大手コンテナ船運航会社（実運送人）は、直接荷主から

世界的規模で活動するP&I Clubは現在13ほどあり、わが国には日本船主

クレームを受け、または保険会社などから代位求償権をもとに賠償を求

責任相互保険組合（Japan P&I）があります。

められる場合も、賠償金を支払う場合は、自らが加盟するP&Iクラブの
Indemnityの部分より填補を受けるのが一般的です。つまり、荷主や

P&I保険と貨物海上保険

NVOCCが貨物保険会社に保険を付保しているのに対し、実運送人は一

P&I保険の主な対象は、油濁、岸壁衝突（岸壁の修理）、船員の死亡や

般にP&I 保険で貨物クレームを処理をします。その理由は、P&I保険の

負傷、難破に伴う船骸除去などもっぱら船舶の所有者または船員の雇い

方が料率は低いという理由もありますが、P&I保険のネットワークは概

主として負う責任（Protection）と、積み荷の運送人として負う運送契

ね全世界をカバーしており、貨物クレームが専ら揚げ地で提起されるこ

約上の賠償責任（Indemnity）の2つに大別されます。

とから、P&Iに貨物保険の処理を委託すれば、世界の何処でクレームが

以下に、船舶の所有者や運航者が積み荷に対して負う賠償責任保険と、
荷主が付保する貨物海上保険の関係について説明します。
例えば、輸入したコンテナ貨物に水濡れが発見された場合を考えてみ

提起されても均一な対応が期待できるということも重要な要素と考えら
れます。
P&Iクラブは、貨物保険以外にも多くの保険を会員に提供しており、

ます。この様な場合、受荷主は、貨物保険の保険者即ち自身が付保した

各P&I Clubは「国際グループ」を構成しています。国際グループの主な

海上保険会社に損害の補償を求めることも（保険求償）、運送人である船

役割は、保険をプールし運営することにあります。保険プールでは、加

会社に対し直接損害の賠償を求めること（ダイレクトクレーム）もでき

盟Club間でリスクを分担する方法を取り決めており、各Clubの保有限度

ます。どちらも同じように見えますが、荷主にとっては大きな違いがあ

額を超えるクレーム（2011年度は8百万ドル）を互いに分担する仕組み

ります。保険会社に保険求償をした場合は、原則として損害を被った額

となっています。そして5千万ドルを超え20億5千万ドルまでのクレーム

が保険金として支払われます。壊れたものの価値に対して保険が付保さ

に対しては、自動的に保険市場の再保険契約を結んで、プールの健全な

れているので、貨物が損傷したという事実があれば保険金が支払われま

運営を図っています。

す。一方、船会社などの運送人に直接クレームを提起した場合は、運送
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よって異なります。ですから、複合一貫輸送で貨物クレームが発生した

海上貨物のクレーム処理

場合は、B/L裏面の約款と、ダメージなどが発生したであろう輸送手段
におけるTime Barの双方を確認する必要があります。

貨物クレームの概要
この項では、船荷証券（B/L）やSea Waybillで輸送された貨物に運送

クレームの処理
Official Claimが提起されると、運送人とClaimantとの間で交渉が行

上毀損や滅失が生じ貨物の価値が減じる、または滅失してしまった場合

われ、多くのケースは話し合いにより賠償金の額を合意します（和解）。

のクレームについて説明します。

しかし、クレーム金額の大きいものや責任関係が複雑で話し合いでは解
決出来ない場合は、訴訟に持ち込まれ法廷で決着を付けます。

荷主が直接運送人にクレームを起こす場合
［事故発見とClaim Notice］

また、海事関係の専門性が高い審理行う事案などは、仲裁に付して、
輸送人の責任の有無と賠償額を裁定により決めることもあります。

輸入した貨物に損傷や滅失などが発見された場合、荷受人は直ちに運
送人に対して「貨物が正常な状態で届いていないこと」を記し「Claim

荷主が保険会社の貨物損害保険の填補を受けた場合

Notice」として運送人に通知します。船会社やNVOCCの発行するB/L

荷主は貨物クレーム発生した際、B/L約款に従って船会社やNVOCCに

には、貨物受け取り後一定期間内にクレームの発生を書面で通知するよ

直接クレームを起こすこともありますが（Direct Claim）
、通常は荷主が

う定めており、これを怠ると、貨物は滅失及び損傷がなく引き渡された

付保した貨物海上保険から填補を受けます。保険金を支払った保険会社

ものと『推定』されます（国際海上物品運送法第12条2項）。実際には、

は、荷主に代わって保険金として支払った額を上限に運送人に求償しま

荷主が貨物を引き取った後直ちに検品し滅失・損傷があったことを立証

す（代位クレーム＝Subrogation Claim）。代位クレームでは、保険会社

出来れば、上記の『推定』を覆すことは可能です。しかし、合理的な理

は交渉に先立ち、運送人にSubrogation Letter（元のClaimantは保険

由のない通知の遅延は、運送人から反証を妨げられたなどと主張され、

金支払い済みにつきこれ以上当該貨物の求償をしないことを証した文書）

クレーム処理の交渉でクレームを起こした者（以下、Claimantと言いま

を提示し運送人と損害賠償の交渉を行います。貨物保険は「モノに対す

す）に不利に働くこともあり、遅滞のなくClaim Noticeを発しなければ

る保険」であり、貨物に生じた損害に対しては、荷主に速やかに保険金

なりません。

が支払われます。一方、ダイレクトクレームは損害賠償であるという性
格から、運送人の過失の程度を確定する必要があります。B/Lの約款な

［時効（Time Bar）］

どで運送人の責任が制限されているなどの理由により、荷主には多大な

Claimantは、Claim Noticeの有無にかかわらず、一定期間内に正式な

手間と時間がかかる割に、受け取る賠償金の額が予想を下回ることが多

クレーム（Official Claimと言います）を出さなければ、時効（正式には

いので、Claimantは貨物保険から保険金の支払いを受け、運送人は保険

Time Bar）によって請求を失います。海上輸送に関するクレームは

者から代位求償を受けるケースが圧倒的に多くなっています。

Hague-Visby Ruleでは1年、米国の鉄道輸送は9ヵ月など輸送モードに
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「ヨーク・アントワープルール」（以下、「ルール」と言います）という国

共同海損とは

際ルールに従って処理します。G/Aが宣言された際にこのルールに従う
旨は、運送人の発行するB/Lに記載されています。

共同海損（General Average＝G/A）とは
共同海損（以下、G/Aと言います）とは、海上輸送において座礁・衝

まず、その船舶の所有者によってG/Aが宣言されます。共同海損が宣

突・船火事などの事故が発生し、船や貨物を救う為に船長や船舶の運航

言されると、精算業務を行う共同海損精算人（Adjuster、以下「精算人」

者が意図的に犠牲を払った場合、払った犠牲を助かった船舶や貨物の所

と言います）が指名されます。精算人は海難の概要と、発生した損害を

有者で負担する仕組みです。

金額に換算し、ルールに従ってG/Aの対象となる範囲を決定します。ル

G/Aの原理

ールでは、その精算にかかわる関係者が同意すれば、例えば多くの荷主

例に沿って説明します。

が絡んだコンテナ船で犠牲損害が少額のG/Aが発生した場合、貨物の所

船舶が荒天に遭遇しエンジン不調となり、このままでは荒波によって

有者である荷主をG/Aの対象から除外して精算することもできます。こ

転覆・沈没する危機が迫っているとします。この状況で船長が、このま

のような方式を略式G/A（Small G/A）とよびます。

ま漂流するより近くにある砂浜に船を座礁させた方が、船舶が助かる可

G/Aの範囲が決まったら、船舶所有者または精算人は、G/Aに加わる

能性が高いと判断し、意図的に砂浜に自船を挫傷させ嵐の過ぎるのを待

こととなった関係者に ①Average Bond(共同海損確約書)=荷主が共同

ちました。幸い座礁させたことで船が安定し、無事嵐をやり過ごすこと

海損に同意することを記した書類 ②Valuation Form(価格申告書)=貨物

が出来ました。この後の処理をG/Aという方法で行います。

の価額を申告する書類 ③Letter of Guarantee (保険会社の保証状)=荷

本船を離礁させるには、タグポートを手配するなどの費用がかかりま

主が支払うべき分担金を保険会社が支払うことを明記した書類などを提出

す。また、離礁のため船体を軽くする目的で、本船に積んでいる荷物を

するよう求めます。なお、通常のG/Aでは最終精算まで2〜3年かかるこ

一部仮陸揚げすることも必要で、その費用もかかりました。また、船体

ともありますから、貨物の所有者（多くの場合荷受人）は、貨物の引き

も一部傷ついたのでその修理も必要です。これらは、本船及び本船に搭

取リのために、精算人に貨物の価額（通常はFOB価額の110％など）相

載されている貨物、燃料油、水、備品などを救うために意図的に発生し

当額の保証状（Bank L/G）または、付保している保険会社の保証状

た費用です。G/Aの最も基本的な考え方は、払った犠牲と、助かった全

（Letter of Guarantee=L/G）にCommercial Invoiceを提出して貨物の

てのもの（船体、貨物、燃料油など）を金額で表し、各々の損害を免れ

引き渡しを受けます。そして、全ての集計が終わると共同海損分担金を

た財産で按分して費用を負担（分担）するものです。例えば、貨物の価

記した共同海損精算書が作成され、残余財産の所有者が分担金を支払っ

額が１０億円、船体や燃料などのその他の損害を免れた財貨の価額の合

て共同海損の精算は完了します。

計が９０億で、一方犠牲となったもの、費用として支出したものの合計

この共同海損は海上輸送独特の論理、即ち海上輸送そのものが輸送人

が５億円だったとすると、貨物の所有者全体が負担すべき分担金は、５

と荷主の共同の冒険という考え方に基づいています。ただし、荷主にと

千万円（＝５億円ｘ［１０億円÷(１０億円＋９０億円)］となります。

ってみると、荷物の到着は遅れ、場合によっては揚げ地が勝手に変更さ

G/Aの実際

れてそこで輸送が打ち切られる場合などもあり、その上分担金を支払う

G/Aには多くの利害関係者がかかわるので、迅速に処理をするために
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以下では、G/Aの流れを貨物の荷主の立場で説明します。

という理解しにくい仕組みでもあります。
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への搬入の締め切りの日で、実際には土日を除く本船入港日の２日前）

混載輸送の実務

までに通関を済ませます。通関が遅れバンニングの当日になってしまう
と、通関が切れるまでその貨物のバンニング作業ができず、CFSの作業
に大きな支障が出てしまい、予定のコンテナに積むことを見合わせざる

混載貨物の荷送人（Shipper）は、船社やNVO・フォワーダーが指定

を得なくなることもありますから注意が必要です。

するCFS（Container Freight Station）に搬入し、荷受人は仕向け地で

CFSでは仕向け地別に貨物を蔵置し、原則として積載予定船のCY Cut

船社やNVO・Forwarderが指定するCFSか、荷受人の倉庫や工場などで

日にコンテナへの積み込み（バンニング）を行います。CFSでは貨物が

貨物を引き取ります（Door Delivery）。以下に混載貨物の実務について

揃う前日のCFS Cut日に予定船ごとに貨物明細表を作成し、必要なコン

説明します。

テナの数とタイプ（20ft、40ftの別など）を確定し、コンテナごとの
Vanning Planを作成します。バンニングの際は、このVanning Planに

１．貨物の引受け
荷送人（輸出者）は輸出貨物を自らの工場や倉庫で梱包し、トラック
で運送人（混載業者や船会社）が指定するCFSに搬入します。
CFSに到着した輸出貨物は、貨物や梱包にダメージがないかチェック
され、同時に検査員が貨物や梱包の状態や貨物の個数が足りているかな

従って貨物を積み込んでいきます。バンニングには検数人が立ち会い、
貨物の現況に瑕疵がなく数量に誤りがないかチェックしてCLP（＝
Container Load Plan）を作成します。バンニングが終了したコンテナ
はCYに搬入され、荷主から受け取った輸出許可書（Export Permit＝
E/P）や検査証明書などを船会社に手渡します。

どを確かめて記録に残します。そして問題がなければ、搬入して来たト
ラックの運転手に受取票（Dock Receipt）を交付しますが、梱包が破れ

３．貨物の引き渡し

るなどしてそのまま引き取れない場合や、貨物に損傷や凹みなどが見つ

仕向け地に到着した貨物は混載業者や船会社の手配で揚地CFSに搬入

かった場合は、Dock Receiptにその旨Remarkを付けて交付します。こ

されます。揚地CFSでは、コンテナから荷物をデバンニングし、受荷主

のRemarkはB/L（Bill of Lading、船荷証券）にも引き受け時の

が貨物を引き取りに来るのを待ちます。輸入に際して必要な通関手続き

Remarkとして転記されるので、Remarkが記載されるのを防ぐために、

や動物検査・植物検査などのその他の手続きは荷主の手配によって行わ

通関前の貨物ならドライバーや荷主の了解を得て補強するなどして輸送

れますが、税関の許可を得て未通関のまま荷主の倉庫や工場まで運び、

に耐えるよう手直しをし、簡単な手直しで修復できないものや通関済の

そこで通関することもあります。また、多くの場合、揚げ地のCFS

貨物は、いったん持ち帰り、荷主によって補修してから再搬入します。

Chargeなど揚げ地で受荷主が支払う諸費用があります。運送人はそれら
の支払いが済んでいることを確認してからDelivery Order（D/O）を受

２．CFSでの作業
搬入された輸出貨物は、既に通関済みであるもの（外貨搬入）と、未

荷主に交付し、受荷主は交付されたD/OをCFSに提示して、貨物の引き
渡しを受けます。

通関のまま搬入されコンテナに積み込む前に通関を切るもの（内貨搬入）
があります。未通関の貨物も、CFS Cut日（本船ごとに設定されるCFS
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【輸出業務の流れ】

混載輸出業務の流れ

１．輸出者の業務の流れ
①輸出売買契約を締結します。

貨物を輸出する際、貨物の種類によっては、関税法のみならず輸出貿

②諸官庁へ輸出許可（輸出規制品など）を申請します。

易管理令や、麻薬及び向精神剤取締法（いわゆる麻薬取締法）などの諸

③NVOCCなどの運送人に船積み予約（ブッキング）をします。

法令の規定に抵触していないことを証明しなければなりません。この様

④海上保険を付保します（CIFの場合）
。

な輸出業務は非常に煩雑で確実な申告が求められることから、通関業務

⑤CFSへ搬入します。

は通関士が独占的に行います。

（上記②〜③は順不同です）

通関業者は、通関業務のみを専業に行っているものもありますが、多

（CFS搬入前に通関を済ませる場合は、以下の２・３・４が先行します）

くの場合、配送や保管など、輸出に必要なサービスを総合的に取り扱っ
ているフォワーダーという形態をとっています。混載貨物の輸出という

２．通関業者の業務
①輸出者より輸出関連書類（仕入書など）を入手します。

視点から重要な事柄を以下に紹介します。

②輸出申告書を作成し、税関へ提出
（通常はNACCSに入力）
します。
③コンテナ単位の輸出（FCL）の場合、「コンテナ扱い」の申し出をし

通関の時期
LCL貨物の通関は、CFSへの搬入後に行うことも出来ますが
（内貨搬入）、

ます。

貨物をコンテナに積み込む
（バンニング）
までに輸出通関を済ませなければ
なりません。CFS搬入後に通関をかける場合、輸出許可が遅れると、予定

３．通関業者による処理並びに通関士による審査
①通関業者は、NACCSを通じて貨物情報照会を行い、貨物が実際に

していた本船に積み込むことが出来なくなるので注意が必要です。

搬入されたことを確認したら、輸出申告入力控えを確定します。
②通関士は、確定させた輸出申告入力控を審査し、審査終了後、所轄の

CFS搬入時のRemark
LCL貨物は、CFSで貨物を受け取った時から運送責任が生じます。

従

税関に輸出申告を提出します
（通常はNACCSより輸出申告を提出）
。

って、後日の紛争を避けるためにも、貨物の搬入時には入念に貨物の状態
をチェックします。その際、貨物そのものをチェックすると同時に、梱包の種
類によっては、カートンやラッピングの破れや凹みなどもチェックし、もし問

４．税関による審査と輸出許可
輸出通関を行い、問題がなければ輸出を許可します。

題があればドライバーに交付する入庫確認票(Dock Receipt)にその旨を
Remarkとして記載します。このRemarkは原則としてB/Lを発行する際の
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５．CFSでのコンテナ積み込み及び船会社へのコンテナ搬入

Remarkになりますから、Remarkが入るような不具合が見つかった場合

輸出許可を受けた貨物をCFSでコンテナに積み込み、ドアを閉めた後

は、いったん持ち帰って補修するか、未通関の貨物で軽微なものは搬入して

コンテナにシールをします。CY Cut日までに船会社のコンテナヤードに

来たトラックの運転手が手直しをすることもあります。

コンテナを搬入し、コンテナ船に積み込まれます。
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CFSで発生するダメージのほとんどは、このコンテナへの積み込み、ま

混載貨物のダメージ

たは、コンテナからの積み卸し作業中に発生します。主な発生原因は、
フォークリフトのフォーク（爪）を誤って貨物にぶつけて外装を破って

コンテナ輸送の普及により、それまでの在来船による輸送に比べ、貨
物に対する損傷は大幅に減少しました。しかし、揺れによるコンテナ内

しまったり、カートンや木箱を破ってしまうものや、不注意な運転によ
りフォークリフトを他の貨物にぶつけてしまうなどがあります。

の荷崩れなど、輸送上不可避であるダメージに加えて、コンテナ輸送特
有のダメージについては余り知られていないものもあります。以下に、
混載貨物のダメージを中心にコンテナ輸送で発生するダメージについて
紹介します。

輸送中のダメージ
輸送中のダメージは、CFS/CY間の陸送の際の振動や、船の揺れによ
ってコンテナ内で貨物が動いて他の貨物とぶつかって発生するダメージ、
二段以上に積まれた貨物が崩落して発生するダメージ、コンテナの庫内

CFS搬入時のダメージ
CFS搬入の際に見つかるダメージは貨物そのものの損傷より、その梱包
に関するものがほとんどです。カートンボックスの破れや凹み、ラッピング

温度の変化や湿度の変化が引き起こす結露など、輸送環境に由来するも
のがあります。
揺れや振動によるダメージは、CFSでコンテナへ積み付ける際、貨物

の破れ、パレットの破損、カートンの外装の強度の不足による破れなどです。

が動揺しないように仕切り板を入れ、床に角材を打ち付けるなどの手当

搬入時、軽微なものはその場でテーピングするなどして補修し、写真を撮

てをして輸送中の貨物の移動を防止します。また、貨物が不定形で不安

って記録を残します。また、輸送に支障が生じると思われるもの、特に通関

定な積み付けとなる場合は、荷敷き(dunnage)やエアバッグを入れるな

済みの貨物はCFSで手直しをすることが出来ませんから、いったん荷主の

どして、貨物の移動を抑えます。

倉庫などに戻して手直しの後再搬入するなど厳正にチェックします。

温湿度による影響は、専ら結露として現れます。コンテナ内の水蒸気
を除去することは不可能ですから、ある程度の結露は許容せざるを得ま

CFS内でのダメージ

せん。しかし、湿気の多いダンボールや木製パレットを使うなど、梱包

CFSで発生するダメージは、専らCFS内で貨物を移動させる際に発生

材の素材の品質が適正でないと、これら荷役資材が結露の原因となるこ

し、代表的なものはフォークリフトなどのラフハンドリングによるもの

ともあります。また、航海中に高温多湿な海域と寒冷な海域を通過する

です。CFSでは、このような作業中の事故を防ぐため、フォークリフト

など温湿度の変化が大きい航路で輸送される場合などは、コンテナ内の

の運転要領、貨物の保管方法などCFS内のルールを厳格に定め、作業員

空気に含まれる湿気が結露の原因となることもあります。そして、結露

教育を徹底するなどして貨物事故の防止に努めています。

の結果、カートンボックスが水分を吸って（吸湿して）ふやけてしまい、
積み上げ加重に耐えられなくなって変形し、貨物ダメージが発生するこ

コンテナへの積み込み（Vanning）積み卸し
（Devanning）のダメージ
コンテナへの積み込みは、小型のボックスなどは手作業で積み込みま
すが、ほとんどの貨物はフォークリフトでコンテナの中まで運ばれます。
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ともあります。この様な事例に対しては、荷送人やその梱包業者が船社
や混載業者から情報のフィードバックを受け、梱包材の改善を行うなど
の対応をとります。
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の長尺貨物はその上に他の貨物を積む（段積み）することを嫌いますから、

注意を要する混載貨物

長尺貨物の上には空間（Dead Space）が生じ勝ちです。これらの要素を考
慮して運賃を設定するため、通常の貨物より割高となります。重量で4ト

混載貨物の積み付けに際しては、コンテナ全体の重量配分に注意しな

ン、長さで3メートルを越える場合が目安となります。

がら、最大積載重量を守ってコンテナ内のBroken Spaceを最小限に止
めることが収益性を高めるポイントになります。また、コンテナ内での
貨物の移動や転倒を防ぐために、Dunnage（緩衝材）を入れたり、コン
テナの床に固定材を打ち付けたりします。

蓄電池
携帯電話やパソコンなどの電子機器に使用されるリチウムイオン電池は、
輸送中に発火や発煙する事故が多く発生しています。また蓄電池は、酸性

また、貨物の特性によっては、積み付けの制限や特別な手配を必要と

液 体 を 内 蔵 する も の（ U N 2 7 9 4 ）とアルカリ性 液 体 を 内 蔵 する も の

することもあります。例えば発火性の貨物、身体に有害な貨物、毒物、

（UN2795）があり、これらを同じコンテナに積むことはできません。乾電

酸・アルカリ性物、液体類などのいわゆる危険品は「危険物船舶運送及

池
（UN3028）
は通常乾燥状態の水酸化ナトリウムが内蔵されています。

び貯蔵規則（危規則）」や「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」
などの法令に則って保管し積み付けます。危規則で禁止される例として、
酸化性とアルカリ性の同梱があります。これは、同一コンテナ内で酸性
物質とアルカリ性物質が混ざり合って発火することを未然に防ぐための

磁石
磁石から発生する磁場は、高性能な精密機器（検査用器械など）へ悪
影響を与える可能性があるので、同一コンテナへの合い積みは避けます。

規則ですが、あらゆる貨物を取り扱う混載業者は、このようなことにも
注意して貨物を引き受けなければなりません。以下に典型的な注意貨物
を、運送人の立場で説明します。

コイル
コイルは、強い力で巻き上げられており、荷崩れなどによりコイルが
緩んだりした場合、コンテナのパネルが吹き飛ぶほどの破壊力を示すこ

重量物／長尺貨物
積載効率の悪い重量物や長尺貨物は、カートン梱包などの一般貨物と同

とがあります。従って「裸もの」即ち、むき出しのままパレットに載せ
てバンドル（帯）がけをした状態では引き受けることが出来ません。

一運賃で引き受けることはできません。混載貨物の運賃は、1重量トンま

Eye-up（巻取り軸を上にして置くこと）して、強固に木箱梱包している

たは１立法メートル当たり幾らと表示していますが（Revenue tonといいま

事が最低限の引き受けの条件となります。

す）、通常は、重さより容積の方が大きいので容積により運賃を計算しま
す。重量物が多くなればコンテナ内の容積を一杯に満たせなくなることか
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CFSへの搬入

ら、通常の貨物より高い運賃設定をする必要があります。また、通常のフ

危険品は消防法の規制を受けるために、多くのCFSでは、危険品の搬

ォークリフトの能力を超える場合、特別な手配も必要です。長尺貨物は揚

入はコンテナへの積み付け当日としています。速やかに積み付け作業に

げ地でのDevanning作業も考慮して貨物を床に直置きをせず、資材を敷く

取りかかれるよう、搬入の時間を荷主と綿密に打ち合わせるなど事前の

などしてコンテナに積み付けるので追加費用が発生します。さらに、多く

準備が必要です。
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各コンテナに事前に割り振り、貨物をバンニングする順番を確定するバ

積み付けの実際

ンニングプランを作成します。
混載貨物のバンニングの際に考慮すべき事柄を列挙します。
[貨物の特性]

混載事業にとって、多くの顧客から集めた貨物をいかに整然と効率的

・木枠梱包をした機械などは、その貨物の上に他の貨物を積むことが

にコンテナに積み込むかということは、採算を向上させるだけでなく、

出来ないことがあります。このような貨物を「段積み禁止貨物（段

輸送中に貨物が移動してダメージが発生することを防ぐためにも、非常

禁貨物）」と言い、コンテナ内でこの貨物の上のスペースは空間

に重要なポイントとなります。ここでは、混載貨物をコンテナに積み込

（Dead Space）となってしまいます。運賃を設定する際は、空間部

む作業の流れと注意点について説明します。

分の不積み部分を補填すべく、通常の貨物の運賃に一定の料率を割
増して運賃を設定します。

CFS Cutまで
コンテナに貨物を積み込む作業をバンニング（Vanning）、コンテナか
ら貨物を下ろすことをデバンニング（Devanning）と言いますが、混載
貨物は、顧客によりCFSに搬入され、CFSで船積み予定船ごとにまとめ

・機械などの重量物は、コンテナ内で重心が片寄らないよう積み付け
場所に配慮します。また、安定的にコンテナに蔵置されるように、
ラッシング（固縛）の方法を事前に検討し、スムーズなバンニング
作業が行えるようあらかじめ準備しておきます。

てバンニングされます。多くの混載業者は自社ではCFSを持たず、港運

・長尺貨物は、積み付け自体に困難を伴う場合もあます。二台のフォー

業者の運営するCFSと契約を結び、輸出貨物では、引き受けた貨物を保

クリフトの連携作業でバンニングを行うなど、手間と費用がかかること

管しコンテナにバンニングする一連の作業、輸入貨物ではコンテナヤー

もあります。このような貨物は、揚げ地でのデバンニングのしやすさを

ドで引き取ったコンテナ積みの貨物をCFSまで運び、デバンニングの後、

考慮することも重要で、多くの貨物を積み込むという効率の追求とは相

受荷主が貨物を引き取りに来るまで保管します。

反する要素でもあるため、運賃設定の工夫や、スムーズに荷役を行う

船会社がCYで輸出コンテナを引き受ける締切日をCY Cut日、CFSが

ために正確に荷姿や貨物のサイズを把握しておくことが求められます。

本船ごとに混載貨物を引き受ける締切日をCFS Cut日といいますが、混

[バンニングの実際]

載業者はCFS Cut日に、顧客から受けたBooking明細を集計してCFSに

・コンテナへのバンニングの際は、積み込んだ貨物の個数や、バンニ

積み込み予定貨物の明細として送付します。CFSでは、搬入された貨物

ング自体が適正に行われたことを記録に残すために、第三者機関

とBooking情報を突き合わせて、未搬入の貨物のないことを確認し、バ

（検定協会）の検査員が立ち会って貨物の検数（Tally）が行われ、

ンニングプランを作成します。

荷役時の損傷の有無を確認し、損傷等があればTally Sheetへ
Remarkとして記載されます。

バンニングプランの作成とバンニング
顧客から集めた様々な貨物を、少ないコンテナ数で、かつ、貨物ダメ
ージが発生しないよう効率良くバンニングするために、集まった貨物を
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・輸送中に、荷崩れを生じさせ、または、貨物が航海中の揺れで移動
して隣接する貨物にダメージを生じさせないよう、貨物を木材や角
材を使って固定（Shoring）をします。
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②諸外国の規則（例として）

危険物に関する規制

米国：49CFR (Code of Federal Regulations, Title 49)
ＥＵ：欧州危険物国際道路輸送協定（略称ADR）
欧州危険物国際鉄道輸送規則（略称RID）

危険物輸送を規制する法令
危険物の海上輸送については、国連の専門機関であるIMO（国際海事
機関）が定めたIMDG Code(International Maritime Dangerous
Goods) が適用されます。一方、一貫輸送においては、貨物が荷送人の

国際条約
マルポール条約(MARPOL 73/78)
正式名：１９７３年の船舶による汚染の防止のための国際条約に
関する１９７８年の議定書

戸口から荷受人の戸口へ輸送されるまでに、トラック、鉄道などの陸上
輸送を使い、またその途中でCFSなどの施設を利用するので、危険物の

船舶の航行や事故による海洋汚染の防止を目的として、規制物

国際輸送はIMDG Codeの他に、積み地・揚げ地・寄港地など関係国の消

質の投棄・排出の禁止、通報の義務などについて定めています。

防法や危険物取り扱い規則などの法規に従わなければなりません。代表
的な法規を以下に示します。
①国内法

バーゼル条約(Basel Convention)
正式名：有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関
するバーゼル条約

・船舶安全法「危険物船舶運送及び貯蔵規則」

有害廃棄物の輸出には輸入国の書面による同意を要し、非締約

（IMDG Codeの国内法）

国との廃棄物の輸出入を原則禁止する、などが定められていま

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

す。

（後述のマルポール条約の国内法）
・特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律
（後述のバーゼル条約の国内法）
・労働安全衛生法
・火薬類取締法
・毒物及び劇物取締法

MSDS
MSDSとは、Material Safety Data Sheetの略で、「化学物質安全性
データシート」または「製品安全データシート」と呼ばれます。
MSDSには、化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り

・港則法

扱うための必要情報が記載されており、わが国では通称MSDS３法が指

・道路法

定する化学物質を一定の割合以上含有する製品を事業者間で譲渡・提供

・消防法

する場合に、提示が義務付けられています。

・毒物及び劇物取締法（毒劇法）
・化学物質排出把握管理促進法（化管法またはPRTR法）

船会社は、化学品の海上輸送を引き受ける際、その化学品がIMDG
Codeに該当する危険物か、または非該当の一般化学品かを判断するため
に、荷主（荷送人）にMSDSの提出を求めています。
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②氷温

食料品の輸送

摂氏1〜2度から摂氏マイナス2度位の温度設定で、食品が含有する水分
が凍結する直前の温度帯です。食物はいったん冷凍してしまうと、解凍の

コンテナ専用船が就航し、海上コンテナによる輸送が急速に伸展すると、

際に流れ出す水分と共に食物の風味が損なわれることが広く知られていま

コンテナに温度管理の冷却ユニットを内蔵したリーファーコンテナが開発

す。これを防ぐために、腐敗が進行しないよう極力温度を下げ、かつ水分

され、食肉・野菜などの食料品を中心に利用が拡大しました。特に1990年

が凝固もしないという極めて狭い温度帯での輸送が氷温輸送です。

以降は、コンテナ船が大型化したことで大量のリーファーコンテナを積載
出 来 るように なり、従 来 あった 船 艙 に 温 度 管 理 設 備 を 備 え た 冷 凍 船

③冷凍

（Reefer Boat）からリーファーコンテナへの転換が進みました。リーフ

摂氏マイナス18度〜マイナス25度の温度帯です。輸送する貨物の特性

ァーコンテナ導入当初は甲板上に設置したプラグの数は少数で、積載可能

により、マイナス5度〜マイナス20度程度までの温度に設定します。

なリーファーコンテナ数も限られていましたが、大型化に伴ってプラグの

解凍技術の進歩により、冷凍の温度帯の利用も増えています。

数も増え、現在では、一隻に数百のリーファーコンテナを積載できるコン
テナ船も登場し、リーファーコンテナの利用は急速に伸びました。

④深冷

リーファーコンテナのメリットは、貨物を小さなロットごとに温度設

摂氏マイナス30度以下の温度設定を深冷といい、この温度帯には対応

定ができること、仕出し地から貨物を引き渡すまでコンテナ内の温度を

できるコンテナを深冷コンテナと言います。例えば、高価格のアイスク

一定に保ち、貨物の品質を損なわずに輸送出来ることなどです。

リームはマイナス30〜マイナス35度の深冷で輸送されます。また、長距

以下に、リーファーコンテナを使用した食料品の輸送について説明し
ます。

離の輸送により味が劣化してしまうマグロなどの鮮魚は、マイナス60度
で輸送することが可能なリーファーコンテナ（Super Freezer, Ultra
Freezerなどという）も実用化されています。

設定温度による分類
①常温
温度を摂氏15〜20度に設定し輸送する形態です。例えば、野菜は一定

CA輸送
野菜や果実は、酸素を取り入れ二酸化炭素と水を排出する「呼吸」を

の温度帯より高くても低くても品質が劣化してしまいます。冷凍の状態

続けることで庫内の二酸化炭素が増加し、輸送中に鮮度が低下します。

で運ぶと解凍時に水分が失われ、味が劣化するものもあります。このよ

この「呼吸」を最小限に抑え鮮度の保つためにコンテナ内に不活性ガス

うな野菜や果物、また、高温を嫌う化学物質の原材料や製品は、摂氏18

を注入し、貨物の「呼吸」を直接抑制して輸送する方法があります。こ

度前後の常温に設定して輸送します。しかし、リーファーコンテナには

の様な輸送の方法をCA（Controlled Atmosphere）輸送といい、CA輸

庫内の温度を下げる機能はありますが上げる機能はありませんから、寒

送に適したコンテナがCAコンテナです。

冷地を航行すれば庫内温度は設定温度より低下する可能性は残ります。
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と呼ばれます。

国際複合一貫輸送
COFC（Container on Flat Car）
複合一貫輸送とは、ある貨物を仕出し地から仕向け地に輸送する際、
１つの運送契約に基づいて、船舶、鉄道、長距離トラックなど少なくと

鉄道の台車の上に直接コンテナが積載され輸送されます。コンテナは
一段積みで、前述のDouble Stack Carと区別して使われます。

も２つ以上の輸送手段によって物品を輸送することです。そして、複数
の国にまたがって行う複合一貫輸送を、国際複合一貫輸送と言います。
この項では、主に日本からアメリカ向けの国際複合一貫輸送を念頭に、
関係する用語を紹介する形で説明します。

TOFC（Trailer on Flat Car）
陸上輸送のトレーラーにコンテナを載せたままトレーラーごと鉄道台
車に搭載して輸送する形態です。前期のCOFCでは、コンテナの積み下
ろしのために大型の機材が必要ですが、TOFCは、トレーラーが自走し

ミニ・ランドブリッジ (Mini-Land Bridge: MLB)
日本から北米の西海岸港まで海上輸送し、港で大陸横断鉄道に積み替

て鉄道の台車に積み込まれるので、簡便な機材で作業が可能というメリ
ットがあります。

えて北米東海岸やメキシコ湾岸の主要都市まで一貫で輸送する方式です。
アメリカ国内では、1980年以降海上コンテをそのまま鉄道に積み込んで
国内各所に輸送するネットワークの整備が進み、コンテナを二段積みに

ブリッジ フォーミュラ (Bridge Formula)
米国内でトラックやトレーラーを利用する際に守るべき「重量制限」

出来る特殊な車両（Double Stack Car）を利用した専用列車（Double

です。重量オーバーによるトラックやトレーラーの事故防止と、路面や

Stack Train）が急速に普及しました。

橋などの交通インフラを保護する目的で制定されました。

インテリア ポイント インターモーダル (Interior Point Intermodal: IPI)

ており、Interstate Highwayなど主要道路の道路脇などには、随時検量

前後輪の距離、後輪の数などにより積載可能な重量が細かく決められ
日本から北米の西海岸港まで海上輸送し、鉄道に積み替えた後、内陸
の鉄道基地（ランプ）もしくは船社のコンテナヤード（CY）まで輸送す

が行える機材があり、通過するトラックやトレーラーを停止させて重量
を実測する取り締まりが行われています。

る複合一貫輸送において、仕向け地となる鉄道基地やCYをIPI Point（ア
イ ピー アイ ポイント）と言います。

シー アンド エア (Sea and Air)

リバース アイ・ピー・アイ (Reverse IPI: RIPI)

すると多くの日数がかかり、航空機による輸送では輸送費が高くなって

例えば日本から欧州主要都市に貨物を運ぶ場合、海上輸送のみで輸送
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IPIが北米西岸から主に鉄道で輸送したのに対し、RIPIは、日本から北

しまいます。そこで、欧州向けの貨物であっても、日本からシアトルや

米東岸まで海上輸送し、東岸でトラックに積み替えた後、船社の指定し

ロサンゼルスなどの北米西岸までコンテナ船で運び、北米西岸からヨー

た都市まで行う複合一貫輸送です。東岸まで運ばれたコンテナが地図上

ロッパまでの輸送に航空機を利用すれば、所要時間が短縮され、運賃も

は逆戻りすることから、西岸経由のIPIサービスと区別して、リバース IPI

両者を折衷したサービスとなります。
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います。しかし、海上コンテナのトラックによる遠距離輸送は、コスト

米国内陸輸送

競争力に劣ります。従って、西岸から中西部や東岸の仕向け地までの遠
距離の輸送の場合、一般的には、シカゴやアトランタなど大量のコンテ

米国の面積は960万平方キロメートル以上に及び、日本の国土の20数
倍という広大なものですが、1869年に大陸横断鉄道が東部と西海岸を結

ナを扱う拠点までを鉄道で輸送し、そこから目的地までトレーラーで運
ばれます。

んでから今日に至るまで、陸（トラック・鉄道輸送）、海（沿岸・内陸河
川輸送）、空（旅客・貨物輸送）の様々な輸送手段が整備されてきました。

海運会社や混載業者の内陸向け輸送サービス

海運企業が第二次大戦後導入したコンテナ輸送は、1960年代から急速

海運会社や混載業者は、鉄道やトラックを利用して、IPI（Interior

に拡大し、米国の内陸輸送にも大きな影響を与えました。コンテナ船導

Point Intermodal＝西岸港から内陸のポイントまで運ぶ輸送モード)、

入以前は、船舶で輸入された貨物は港の近くで荷捌きされた後、トラッ

MLB（Mini Land Bridge＝西岸の港から東岸またはメキシコ湾岸の港ま

クや鉄道で目的地に運ばれましたが、コンテナ輸送が普及してからは、

でを輸送するモード)さらにRIPI(Reverse IPI＝東岸港経由内陸ポイント

港頭地区で荷捌きすることなく、内陸の鉄道・トラック基地や顧客の戸

まで運ぶ輸送モード)などの方法によって混載貨物やFCL貨物の内陸向け

口まで輸送することにより、コストの大幅な削減が可能となりました。

輸送を行います。

この項では、コンテナ輸送を中心とした内陸輸送の現状と、海運企業や
混載業者が提供する内陸輸送について説明します。

１．混載貨物

モード別輸送の現況

そして、揚げ港や内陸のCFSでコンテナを開梱（Devanning）し、個々

１．鉄道輸送

の受荷主が引き取りに来るのを待ちます。また、契約によっては、貨物

混載業者は、様々な小口貨物を仕向け地別にコンテナに積み込みます。

鉄道による内陸向けコンテナ輸送は、主にダブルスタックトレインに
よって行われています。ダブルスタックトレインは、ダブルスタックカ

を混載業者が手配したトラックに載せて受荷主の戸口まで届けるサービ
ス（Door Delivery）も提供します。

ー（コンテナを２段積みして搭載出来る専用の貨車）を数十両連結する
コンテナ専用列車で、西岸港と内陸の主要都市の間、または西岸港と東

２．コンテナ単位（Full Container Load = FCL）の貨物

岸港の間を毎日運行されています。西岸港または東岸港から輸送された

FCL貨物の場合、運送人はCFSで貨物を開梱する必要がないので、顧

コンテナは、仕向け地の鉄道ターミナルで貨車から下ろされた後、トラ

客のニーズに応じて、内陸の鉄道またはトラックのターミナルで引き渡

ックで受荷主まで運ばれていきます。

すことも、そのまま受荷主の戸口まで輸送することもできます。

２．トラック輸送
国土の広い米国では、州を超えた長距離トラック輸送が盛んです。国
内にはInterstateという州間幹線道路網があり、港と仕向け地を結んで
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コンテナの輸送が増加しています。これは、上流にドイツやスイスの大

欧州内陸輸送

都市を抱え、消費財の輸送が増大したことが大きな要因です。
鉄道

概要

1990年代後半より、二酸化炭素の排出量削減など地球環境保全の観点

欧州大陸は、北は北海・バルト海などに面し、南は地中海・アドリア

から、化石燃料である石油を消費する輸送手段に代わって、鉄道の利用

海・黒海に面した広大な大陸であり、古くから内陸の輸送網が発達して

が見直されています。欧州大陸には古くから鉄道網があり、貨物の輸送

いました。輸送手段も陸路（トラック・鉄道など）・水路（河川利

にも供されてきましたが、単線区間が多く、国や地域により軌道の幅が

用）・空路（航空輸送）と、地域に適した様々な形態が独自に発達して

異なるなど、インフラとしての鉄道網の整備は遅れ、輸送量においてト

きました。

ラック輸送に大きく水をあけられています。

ギリシャ・アイルランド・イギリスを含むいわゆるEU15カ国を見る

ドイツやフランスなど欧州における鉄道業は、一般に設備を保有管理

と、海上輸送を除くヨーロッパ域内輸送は、トラック輸送が全輸送量の

する会社と、鉄道を運行する会社が分離している上下分離方式を採用し

70％以上を占め、鉄道輸送が20％前後、河川輸送が10％以下となって

ています。また、各鉄道会社は多くの国と国境を接していることから生

おり、欧州大陸内の輸送はトラックに大きく依存しています。二酸化炭

じるカボタージュの問題が域内の自由な鉄道網の構築の障害になってい

素の排出量削減など環境問題へ取り組まねばならない今日、より環境負

ます。しかしEUの積極的な政策もあり、鉄道輸送は、トラック輸送や河

荷の少ない鉄道輸送や河川輸送へのモーダルシフトが叫ばれていますが、

川輸送など他の輸送手段と組み合わせた複合一貫輸送の核と位置付けら

順調に転換が進んでいるとは言えません。以下に各々の輸送モードにつ

れ、今後ネットワークが充実し、輸送量も伸張するものと期待されてい

いて見てゆきます。

ます。

水路（河川）

トラック

ヨーロッパにはアルプス山脈を源流とする長大な河川が幾本もありま

先に述べたように、欧州域内における貨物輸送の中心はトラックで、

すが、その中心はロッテルダム港（ライン川）やアントワープ港（スヘ

高速道路網の整備により比較的長距離の輸送にもトラック輸送が利用さ

ルデ川）、ハンブルグ港（エルベ川・オーデル川）です。EU15カ国の河

れています。特にコンテナの輸送においてはその利便性から各港から内

川輸送に占めるドイツ・オランダ・ベルギー3国の割合は全体の9割を占

陸に向けて多くの貨物がトラックで輸送されています。しかし、トラッ

めています。つまり欧州では多くの河川が貨物運送に利用されているも

ク輸送についてもカボタージュによる規制は残っており、今日でも原則

のの、量的にはごく一部の地域と河川に集中しています。

として自国以外での輸送は７日以内に限られ、通過国における貨物の積

水路を利用する貨物は、20世紀の中頃までは、鉄鉱石などのばら積み

み卸しの回数に一定の制限を加えるなど、各国は自国のトラック業者を

貨物や重量物など、長距離を陸上で運ぶには適さないものが中心でした。

保護する規制を残しており、完全に自由なネットワークではありません。

しかし近年は、ロッテルダム港やアントワープ港向けの河川を利用した
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輸送手段を海上および内陸水路輸送のための規則に限定するもの

インコタームズ（Incoterms）
インコタームズは、国際商業会議所日本委員会によれば「貿易取引習
慣として普遍的に使用されている貿易取引条件の解釈に関する国際規則
であり、国際商業会議所（International Chamber of Commerce =
ICC）が1936年に制定したもの」です。数次の改訂を経て2010年に最
新版が採択され、Incoterms2010として2011年1月1日に発効しました。

⑧FAS (Free Alongside Ship = 船側渡し条件)：売り主は、船積み港に
停泊する船の船側で商品を渡す。船に積む費用は買い主が負担する。
⑨FOB (Free On Board = 本船甲板渡し条件)：売り主は、船積み港で
買い主の指定した本船の船上で商品を引き渡す（通常の売買の場合）
か、そのように引き渡された貨物を調達する（連続売買の場合）まで
の費用を負担する。
⑩CFR (Cost and Freight = 運賃込み条件)：売り主は、船積み港で商
品を積み込むまでの費用と海上運賃を負担し、買い主はそれ以降の費

Incoterms 2010の概要
取引の条件を、輸送手段が限定されるか否かによって2つに分類し、更
に細かく以下の11の形態に分類しています。

用と保険料を負担する。
⑪CIF (Carriage, Insurance and Freight = 運賃・保険料込み条件)：
売り主は、船積み港で商品を積み込むまでの費用・保険料・海上運賃
を負担し、それ以外は全て買い主の負担とする条件。

輸送手段を限定しないもの
①EXW (EX WORKS = 工場渡し)：売り主の敷地
（工場など）
で商品を渡
す。
②FCA (Free Carrier = 運送人渡し)：売り主は、指定された場所（自己
の施設・コンテナ・ターミナルや空港）で商品を渡す。
③CPT (Carriage Paid To = 輸送費込み条件)：FCAの条件に加え、海
上運賃を売り主負担、保険は通常買い主が負担とする。
④CIP (Carriage and Insurance Paid To = 運送費込み条件)：CPTに
加え、保険料を売り主が負担する。
⑤DAT (Delivered At Terminal = ターミナル持込渡し)：売り主は指定

Incoterms2010の内容
インコタームズでは上記11条件について、以下の10の項目に関する買
い手と売り手の義務を各々細かく規定しています。
Ⅰ 一般的義務
Ⅱ 許可、認可、安全確認およびその他の手続き
Ⅲ 運送及び保険契約
Ⅳ 引き渡し
Ⅴ 危険の移転
Ⅵ 費用の分担

された仕向け地の港やターミナルで商品を渡す。

Ⅶ 買い主、売り主への相互通知

ターミナルでの荷下ろしは売り主が負担する。

Ⅷ 引き渡し書類と引き渡しの証拠

⑥DAP (Delivered At Place = 仕向け地持込渡し)：DATとほぼ同じだ
が、荷渡は港以外の車上や船上で行う。荷下ろしは買い主が負担する。

Ⅸ 照合、包装、荷印、物品の検査
Ⅹ 情報による助力及び関連費用

⑦DDP (Delivered Duty Paid = 関税込持込渡し)：売り主は指定地まで
の運送の全ての責任と、輸出入通関の手配と費用を負担する。

このようにインコタームズはそれを利用することにより、国際貿易取
引に起因するトラブルを回避することを目的としています。

70

71

35
主の負担になります。

インコタームズと海上輸送

これらの混乱を避けるために前記ICCは数度にわたりルールの改正を
行いました。2010年の改訂では、いかなる運送手段にも適合する取引の
条件として EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDPの７つの条件

売り手が海外の買い手と商品の売買をするとき、値決めと共に、輸送
の手配をどちらがするか取り決めることが重要です。主な要素は、貨物

が規定されました。さらに、海上と内陸水路運送のための条件として
FAS、FOB、CFR、CIFの4条件も規定されました。

の引き渡し地、海上運賃の支払い、通関手配などですが、これらを典型
的なケースにまとめて一般的な要件として示すことは、貿易の発展にと

注意すべき点は、運送人にとっては、売り手と買い手の間の取引の条

って有意義であると考えられるようになりました。このような要請を受

件がどのようなものであろうと、顧客である荷送人との契約は原則とし

けて、1920年に設立された国際商業会議所（International

Chamber

て別のものだということです。運送人の関心事は、貨物をどこからどこ

Of Commerce：ICC)が1936年にインコタームズを制定・発表し条件

まで、幾らで運ぶかという輸送契約の中身であり、これらの条件は取引

の整理を行いました。

契約の結果決まるということです。例えば、DDPでの引き受けと言った
場合、これはDDPの商品取引に基づいて、輸送を組み立てることを示す

インコタームズ1936が公表された当時は、在来船による輸送を前提と

に過ぎません。輸送契約としては、引き受け地から引き渡し地まで、一

していましたが、1960年代後半にコンテナによる輸送が急速に伸長する

貫輸送をすると言っているだけです。ですから、運送人と揚げ地で関税

と、在来船を前提とした従来の典型例では不十分となりました。例えば、

を支払う（立て替える）者が相違する場合でもDDPの一語で表わされて

従来の在来船荷役では、船側に輸出貨物を移動し、クレーンなどで吊り

しまうので、費用負担を明確にしておかないと、紛議のもととなるので

上げ、本船の欄干（Rail）を通過した時に所有権が移転するとされてき

注意が必要です。

ましたが、コンテナ貨物では、荷送人はコンテナ船社のターミナルで貨

さらにDDPの場合、運送人が揚げ地での通関や関税支払い手配も引き

物を引き渡すと実体的に引き渡しが完了してしまい、所有権移転のタイ

受けると、通関がスムーズに進まず大幅な遅延を発生させてしまった場

ミングも見直す必要が出てきました。

合など、通関業者としての責任と運送人としての責任が混同され、船荷
証券で免責とされる範囲を超えてまで遅延責任を問われる危険性もあり

従来のインコタームズで最も頻繁に使われたFOBやCIFという条件は、

ます。

在来船では有効でも、コンテナ船の荷役や貨物引き受方式には適合しな
くなりました。例えば、FOBの条件では、積み地側のコンテナヤードで

コンテナ輸送は複合一貫輸送に適しており、インコタームズもこれに

コンテナをターミナルオペレーターが引き受けたり、ヤード内で移動す

対応すべく改訂されて来ましたが、ヘーグ・ヴィスビー・ルールで運送

る費用（ターミナルハンドリングチャージ）を、売り手が負担するのか

人に認められている運送人の免責や責任制限が、近年一貫輸送が内陸に

買い手が負担をするのか判然としません。このチャージを運賃の一部分

伸びることにより、複雑な様相を示しています。

とすれば買い主が払うことになりますが、運賃の一部でなければ、売り
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（公用送り状）があります。Commercial Invoiceには、実際に積み込ま

船積みのための書類

れた貨物の明細を記載したShipping Invoice（船積みインボイス）と、
見積もりの段階で売り手（輸出者）が買い手（輸入者）に見積額を示す
目的で作成されるProforma Invoice（プロフォーマ・インボイス）があ

貨物を輸出する者が船積みのために準備するさまざまな書類は、その

りますが、通常Commercial Invoiceと言う場合、Shipping Invoiceを

提出先別に分類すると、売買の決済を行う銀行（金融機関）、輸出許可を

指します。Commercial Invoiceは、梱包明細書（Packing List：各梱包

取得するための税関、さらに実際に貨物を運ぶ運送人（海運会社や

の内容量・ネット重量・グロス重量・大きさ・容積・シッピングマー

NVOCCなど）の３者となります。この項では、税関及び船会社に提出

ク・貨物の名称などを記載する明細書）と併せて通関や船積み手続きに

する書類を中心に説明します。

必要な書類です。

船積指示書(Shipping Instruction=S/I)

内容について認証を受けるConsular Invoice（領事インボイス）と、輸

一方、Official Invoiceには、輸出国にある輸出相手国の領事館でその
輸出者は、貨物の船積みのための一連の手続きと作業の一切を記した
S/I（Shipping Instruction）を作成し海貨業者に渡します。

入国において輸入通関を行う際に税関へ提出するCustoms Invoiceがあ
ります。

海貨業者はS/Iに記載された情報をもとに、商業送り状（Commercial
Invoice）と梱包明細書（Packing List）を作成し輸出通関の手配をしま

積荷目録（Cargo Manifest）

す。S/Iには、荷主名(Shipper)・荷受人名(Consignee)・貨物到着案内

積荷目録(Cargo Manifest)は、積み地においてB/Lデータをもとに船

先(Notify Party)・本船名(Vessel Name)・次航(Voyage No.)・船積み

会社が本船ごとに作成する貨物の明細書で、船名・積み地・揚げ地・

日・荷受け地・積み地・揚げ地・荷渡し地・荷姿・搬入場所など船積み

B/L番号・個数・荷姿・重量・容積・荷受人（Consignee）などが記載

に必要な情報が記載されています。海貨業者はS/IをもとにDock

されています。LCL貨物(混載貨物)の輸送では、Cargo Manifestはコン

Receipt（D/R）を作成して船会社に提出します。船会社はD/Rに基づい

テナに積まれている個々の貨物（LCL Cargo）の明細書を指します。

て船荷証券（Bill of Ladings=B/L）などを作成します。

船会社はCargo Manifestを揚げ地に送付し、揚げ地代理店は入港許可
を得るために当該税関にCargo Manifestを提出します。揚げ地での各貨

送り状(Invoice)
送り状は、船積貨物の明細書で、輸出者が輸入者に対して売買契約に基

物の輸入申告はCargo Manifestが税関に提出された後に行われます。
わが国に輸入されたLCL貨物は、混載されたコンテナがCFSに到着し、

づいて貨物を輸出したこと(または、すること)を証する書類です。送り状に

積載された全貨物の搬入が確認された後に、個別に輸入申告が行われま

は、輸出貨物の商品名・価格（単価と総額とその建値）
・契約条件・数量・買

す。

い主などが記載されており、貨物の明細と共に貨物の価額（FOB価格）を
示す書類でもあります。
送り状には、Commercial Invoice（商業送り状）とOfficial Invoice
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３．C-TPAT

米国におけるテロ対策

(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)：
2002年4月実施
今日の国際物流は、製造・輸送・保管などがシームレスに繋がってい

2001年9月1日に米国で発生した9.11同時テロを契機として、米国政

ますが、C-TPATは、これらのサプライチェーンに関係する米国在住企

府はテロ対策の一環として、自国のセキュリティのレベルを大幅に引き

業（船会社、通関業者、倉庫会社、輸入者など）同士が、サプライチェ

上げました。海上輸入貨物のセキュリティ強化については、連邦政府機

ーンのセキュリティを強化するための「コンプライアンス プログラム」

関である「税関・国境取締局（CBP: Customs and Border Protection）
」

を策定し、協定書を作成し誓約書と共にCBPに提出する制度です。

が、コンテナ・セキュリティ・プログラムを実施しており、多くのルー
ルは年を追うごとに強化されています。

C-TPATのプログラムに参加する企業は、輸入時の検査率が減じられ、
検査が優先的に実施されるなどのメリットが与えられます。
本制度は、米国内企業に限らず、輸出側である米国外のAEO認定事業

CBPによる主なテロ対策

者と相互承認をするという特色があります。例えば、2008年8月に日本

１．CSI（Container Security Initiative）：2002年3月施行

のAEO制度とC-TPATは相互承認を行い、日本の米国向け輸出業者が

米国向けコンテナ貨物を検査するために、米国税関職員を当該貨物の

AEO業者である場合、米国での輸入通関時に貨物の検査率が減じられ、

輸出港（海外）に派遣し、外国の税関と協力してマニフェストなどを参

またC-TPATによる実地調査が行われる際に内容が簡素化されるなどの

考にリスクの高いコンテナを特定し、テロを未然に防ごうというもので

優遇措置が講じられるようになりました。

す。日本には、東京・横浜・名古屋・神戸の４港に米国税関職員が派遣
されています。また、相互主義の観点より、わが国の税関職員もロサン
ゼルス・ロングビーチなどに派遣され、協力してハイリスクなコンテナ
を特定する作業を行なっています。

４．「10＋2 ルール」

2010年1月より罰則付き本格的実施

ハイリスクな貨物を本船入港前に発見し、米国内に持ち込むことを防
ぐ目的で、前出の24時間ルールで求める貨物情報に加え、米国の輸入者
に10項目、船会社に2項目の追加情報を求めるもので、正式には

２．米国24時間ルール：2002年12月施行
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ISF（Importer Security Filings & Additional Carrier Requirement）

米国向け貨物について船積みの24時間前までに、船会社・NVOCCな

と呼びます。情報は自動通関システム（ACE：Automated

どが、マニフェストの情報を米国の通関システム（ACE: Automated

Commercial Environment, AMSやABIなどを統合したシステム）によ

Commercial Environment）を通じて提出するものです。

りCBPに提出し、対象はコンテナ貨物に限られています。

さらに、「10＋2ルール（後述）」の導入により、24時間ルールで得た

また、仕向け地が米国以外でも、いったん米国諸港で借揚げされ、第

積み地側の貨物情報と、輸入者が米国で提出する貨物情報をCBPでは照

三国へ船積みされるTransship貨物についても、一定の内容の情報の提

合することが可能になりました。

供が必要です。
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高めようという手法です。

新しい物流の形態

資材調達から在庫管理、製品配送までの一連の物流業務をコンピュー
ターで一括管理して、在庫を削減し、流通コストの引き下げを図るもの
です。

コンピューターシステムの飛躍的な進歩により、企業の購買や調達に

通常SCMは、特定の会社グループの枠にとらわれず、外部の企業や取

おける物流の形態も変化しています。従来は企業内で完結していた購買

引先顧客と幅広く連合して、企業内部の物流在庫管理を指すインバウン

や調達、さらには在庫管理のシステムが、社外取引先のシステムと結び

ドと、その企業と取引先や顧客との間の物流在庫管理を指すアウトバウ

つき、物流自体を外部へ委託（アウトソーシング）する企業が増加して

ンドに区別されます。いずれにしても、SCMでは一つの企業が外部企業

います。以下に、物流部門の外部委託の主な形態について見てゆきます。

とお互いに提携しあって物流をコントロールする仕組みです。

Third Party Logistics (3PL)

Vendor Managed Inventory (VMI)

サード・パーティー・ロジスティクス

ベンダー・マネージド・インベントリー

企業が自社の物流の一部またはすべてを、第三者の企業(Third Party)

部材供給企業（Vendor）の管理(Managed)によって、工場などの製

に外部委託する形態です。自社で物流を管理し運営するには、自らトラ

造業者や組み立て業者へ、いつでも部材を供給できるように在庫

ックや倉庫などを用意して、管理しなければなりません。

(Inventory)を保有・コントロールする物流形態です。

また、情報

網の構築と維持のため、情報処理関連にも人的・物的投資が必要となり

VMIのメリットとは、取引先顧客の受注行動を考慮する必要がないの

ます。しかし、これらをすべてを自社で行うには負担が大きいため、物

で需要予測が容易になり、不要在庫を減らすことにあります。また、想

流業務を専門に行う第三者企業に物流部門ごと委託するというのが3PL

定外の需要に応えるための追加生産のリスクも軽減できます。一方で取

です。

引先顧客は、在庫不足のリスクを回避し、ジャスト・イン・タイムでの

3PL業者には、「アセット・タイプ」と「ノンアセット・タイプ」の2
つの形態があります。

部材調達が可能になります。
VMIは、物流の流れそのものの改善を目指す手法ではなく、部材供給

前者はトラックや倉庫などハード資産を保有する物流業者で、後者は

企業に生産と在庫管理を委ねることで、その結果、物流コストの削減を

ハードを保有せず、利用運送事業などによるロジスティクスの設計・組

図る手法です。従って、VMIにおける物流の主体者は部材供給企業とな

み立て・手配業務を提供する商社やコンサルティング会社などです。

ります。

Supply Chain Management (SCM)
サプライ・チェーン・マネージメント
供給連鎖管理の物流システムの一つと言われ、一つの企業内に限定さ
れることなく、複数の企業間で統合的な物流システムを構築し、効率を
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社団法人 日本荷主協会

荷主関連の団体

（Japan Shippers' Council＝JSC）
1974年に設立され、2009年に解散しました。

主な荷主関連の団体について見てゆきます。

戦後一貫して成長を続けていた日本の製造業者や商社などの輸出貨物
の荷主にとって、外航船社との関係は、ビジネスパートナーであると同

貿易団体

時に海運同盟の下に結束するかれらとの対決の歴史でもありました。外

一般社団法人 日本貿易会

航海運会社は海運同盟のルールの下で、お互い協調して配船や運賃を取

（Japan Foreign Trade Council, Inc.＝JFTC）

り決め、市場をコントロールして来ました。1970年代に入ると、わが国

貿易商社及び関連団体が主体となり、日本の貿易に関する民間の中枢

は変動為替相場制に移行すると同時に急激な円高に見舞われ、外航船社

機関として、1947年に財団法人日本貿易会（現 一般社団法人 日本貿易

はカレンシーサーチャージ（通貨課徴金）を導入し荷主から実質的に上

会）が設立されました。2012年現在、貿易商社44社、220の各種産業

乗せ運賃を徴収し、その後発生した石油ショックによる燃料油の高騰を

団体が正会員として加盟しています。同会は、商社の単なる親睦団体で

機にバンカー・サーチャージ（燃料油課徴金）などを導入し、これらの

はなく、貿易を通じて国際社会の発展と日本経済の繁栄に寄与することを

相次ぐ課徴金の導入は、荷主にとって大きな負担増となりました。

目標に幅広い活動を展開しています。とりわけ日本の貿易をめぐる諸問題

これらの外航船社の動き、そして背後にある海運同盟に対しては、個

に対して業界の意見を取りまとめ、政府および関係機関に政策提言を行い、

別の荷主による対抗には限界があるとの考えから、大手の荷主の間に外

政府と意見交換を行うことに力を注いでいます。

航海運会社並びに海運同盟と団結して交渉する協議機関創設の機運が高
まりました。1974年に通商産業省（現経済産業省）の指導を受けながら、

独立行政法人 日本貿易振興機構
（Japan External Trade Organization=JETRO）
日本貿易振興機構の源は、1951年に設立された財団法人海外市場調査
会で、設立後間もない1954年に既存の国際見本市協議会及び日本貿易斡
旋所協議会を統合して、財団法人日本貿易振興会が設立されました。
1958年に特殊法人日本貿易振興会に改組された後、2008年に独立行
政法人日本貿易振興機構と改組され今日に至っています。
同機構は、その由来からも明らかな通り、特定の業界に偏ることなく

国際輸送の合理化と適正化、荷主利益の保護を図るため、社団法人日本
荷主協会が設立され、公正取引委員会に対し、業界団体として届け出を
行いました。
設立後は、協会メンバーが頻繁に協議を行い、一方的な運賃値上げを
牽制し抑制することに努め、徐々に外航海運会社と主要な問題について
話し合いを行う道筋が付きました。その後、1984年に改正された米国新
海事法は、荷主にとって最大の足枷であった二重運賃制（一手積み契約）
を禁止したことから海運同盟に加盟する意義が薄れ、さらに2008年には、

「わが国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施し」、特に

EU（欧州連合）が欧州同盟の外航船社間協定を競争法（独禁法）の適用

「アジア地域等の経済やこれに関連する諸事業について、基礎的かつ総合

除外を廃止したことから、1884年から続いた日本/欧州同盟（JEFC）は

的な調査研究並びにその成果の言及を行い、もってこれらの地域との貿

長い歴史の幕を閉じ解散しました。このような歴史の流れによって日本

易の拡大及び経済協力の促進に寄与すること」を目的に、政府の行う事

荷主協会は、設立当時からの最大課題であった海運同盟との対峙という

業を補完する形で、わが国企業の海外展開の支援、海外経済情報の調

目的がなくなり、2009年に35年の歴史の幕を閉じました。

査・分析、外国企業誘致など様々な貿易振興事業を行っています。
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