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JIFFA設立40周年を迎えて
JIFFA設立40周年を迎えて

お蔭様で JIFFA は 2021 年 10 月をもちまし
て、設立 40 周年を迎えました。
これも一重に会員各社皆様のご理解・ご
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■■ JIFFA設立40周年祝辞
JIFFA設立40周年祝辞

（
「英誤徒然草」／
／「Brush
「Brush Up
Up Your
Your Logistics
Logistics English」執筆者）
English」執筆者）
（
「英誤徒然草」

設立40周年おめでとうございます
設立40周年おめでとうございます

寺田 吉道
吉道
寺田

輸出入手続きとインフラ構造改革
輸出入手続きとインフラ構造改革

平田 義章
義章
平田

る。顧客へ赴いての折衝機会も非常に多か

要は機動力勝負、足で稼ぐ時代だったの
RCEPセミナー 〜財務省関税局を招いて〜
〜財務省関税局を招いて〜
■■ RCEPセミナー
だろうと思います。タイムスリップして少

物量増大、船舶大型化、港湾整備、海外港
思ったりもしますが、とはいえ最近の仕事
東京と3年ぶりに名古屋で開催！
東京と3年ぶりに名古屋で開催！
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40周年記念特別寄稿①
40周年記念特別寄稿①

フォワーダーとNVOCC、飛躍の40年
フォワーダーとNVOCC、飛躍の40年
JIFFA会員500社に、取り扱い貨物量1.1億トン
JIFFA会員500社に、取り扱い貨物量1.1億トン
日本の国際複合輸送はコンテナ化と軌を一に
日本の国際複合輸送はコンテナ化と軌を一に
フォワーダー／NVOCCの半世紀の軌跡
フォワーダー／NVOCCの半世紀の軌跡

港の風景
港の風景
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の歴史を振り返る
の歴史を振り返る
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令和3年度上期の国際複合輸送貨物取扱実績
■■ 令和3年度上期の国際複合輸送貨物取扱実績
に書くこと自体していないので、とても付
思いますが、フレイトフォワーダーの取扱・

いていけないだろうな、とも思います。た
物量増も我々の存在意義として見逃せない
パンデミックによる前年の大幅減を1年でほぼ回復
パンデミックによる前年の大幅減を1年でほぼ回復

Q&A
Q&A

ても現代の環境を作って下さった諸先輩方

英誤徒然草（178）
■■ 英誤徒然草（178）
5 つの
会があり、そこには当時課題として

46
46

も少しありますが。

燬
燬
■■ フォワーダーのための
フォワーダーのためのくだらない話になりましたが、何れにし
助会員 14 社・11 団体まで大きくなりました。
1981 年 11 月発刊の JIFFA 創刊号を見る機
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写真で辿る港の記憶
写真で辿る港の記憶

37
37

は PC オンリーでほぼ完結、ペンを取って紙

随想 ■■ 海外だより
海外だより（122）
（122） 海外研修
海外研修 生活レポートin
生活レポートin シンガポール
シンガポール
随想

40周年記念特別寄稿②
40周年記念特別寄稿②

2020年度JIFFA会員の輸出入コンテナ本数ベースのシェア
■■ 2020年度JIFFA会員の輸出入コンテナ本数ベースのシェア
輸出が39％で横ばい、輸入は2.2ポイント増の40％でやや拡大
輸出が39％で横ばい、輸入は2.2ポイント増の40％でやや拡大
本誌の表紙を飾る写真を
本誌の表紙を飾る写真を
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氏名、
住所を添えて、
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でにJIFFA
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事務局まで郵送ください。
事務局まで郵送ください。
採用
用分
分には
には薄
薄謝
謝を
を進
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呈
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です。

社から 2021 年 10 月現在は、正会員 508 社・賛

東京・
横浜・
名古屋・大阪・神戸
東京
・横浜
・名古屋・大阪・神戸

■■

こ

92
だ無いものねだりかそういう時代への憧れ
ところです。これに伴い、設立時会員数
輸出は31％増と過去最大の伸びで過去2番目の記録
輸出は31％増と過去最大の伸びで過去2番目の記録

■■ 各委員会紹介
各委員会紹介

■■

図り、広く交易に貢献することを基本理念
して手書き書類など机上は紙に埋もれてい
（会員限定）オンラインセミナー開催
（会員限定）オンラインセミナー開催

湾の台頭など数えきれないことがあったと

樊 婷婷
婷婷
樊

B/L 叩いていたのでしょうね。携帯も無い

時代なので、固定電話が引っ切り無しに鳴

令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」が
■■ 令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」が
設立から現在に至るまでにはコンテナ貨
しこの時代を体験してみたいかも、なんて

創立40周年に寄せて
設立40周年に寄せて

国際ロジスティクスアドバイザー
国際ロジスティクスアドバイザー

■■

33

山田 雅重
雅重
山田

（
「日中漢字あれこれ」執筆者）
（
「日中漢字あれこれ」執筆者）

■■

JIFFA 設立趣旨は 「国際複合一貫輸送」

40
「標準取引条件（STC）
（STC）
及びFCR活用セミナー」の開催について 40
■■「標準取引条件
及びFCR活用セミナー」の開催について
ととあり、これは現在も変わらないところ
ったのだと思います。

国際フレイトフォワーダーズ協会設立40周年に寄せて
国際フレイトフォワーダーズ協会設立40周年に寄せて

■■

いて、パソコンは無く？タイプライターで

として、幅広い事業活動を推し進める

国土交通省 公共交通・物流政策審議官
公共交通・物流政策審議官
国土交通省

出しました。その頃はオフィスで喫煙して

トフォワーディング事業の発展・安定化を
りその対応。大量のファックス送受信？そ
News
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Date ■■「消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）について」
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「消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）について」

■■ 一般社団法人
一般社団法人

■■

協力の賜物です。
をはじめとするインターナショナルフレイ

JIFFA会長 渡邊
渡邊 淳一郎
淳一郎
JIFFA会長

B/L 叩いていて、灰を落としてよく B/L 焦

がしたもんだよ」なんて聞いたことを思い

には感謝しないといけないな、と思うと同

時に、これから未来へ繋ぐ役割・責任は我々
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（116）
■■ 日中
（116）
日中「漢字あれ
「漢字あれこ
これ」
れ」
ことが挙げられていました。①国際化進展
が担っていることを実感した次第です。
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に伴う情報化への対応、②国際複合輸送の
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10 年（設立 50 周年）もっと
JIFFA もこの先
（148）
（148）
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普及・定着とソフト面の充実、③国際複合
■■ 業界関連トピックス
業界関連トピックス先の設立 100 周年と続いていくことと思い
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JIFFA
Forum
■■ JIFFA
Forum
りが随分と不効率だったんだな、と思われ
とのよう＞の発効、④発展
（開発）
途上国の
協会活動報告
協会活動報告
るようになっていたら良いですね。何れに
国際物流への参画、⑤国内物流体制の整備
会員各社の素顔
会員各社の素顔
しても今の積み重ねでしか未来は作れませ
会員の異動等のお知らせ
会員の異動等のお知らせ
んので、フレイトフォワーダー業界を皆で
そこから 40 年が経ち、この課題全ての面
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輸送条約＜国連国際物品複合運送契約のこ

で現在は進歩をしましたが、進んだなりの

ます。その先の世代に、我々世代の仕事ぶ

より盛り上げて参りましょう。

■■ 国際フレイトフォワーダーを支える
国際フレイトフォワーダーを支えるランチ拝見
ランチ拝見

課題がソフト面・ハード面ともにあります

併せ今後とも JIFFA をよろしくお願いい
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JIFFAホームページ掲載最新情報
■■ JIFFAホームページ掲載最新情報
たします。
よね。むしろ当時はどんな職場環境で仕事
していたのだろう、なんて思いを馳せると
H.K.

想像が膨らみます。
そういえば昔の上司から「咥えタバコで
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一般社団法人

JIFFA設立40周年を迎えて
JIFFA会長

渡邉

国際フレイトフォワーダーズ協会
設立40周年に寄せて

淳一郎

国土交通省 公共交通・物流政策審議官

寺田

（株式会社 日新 代表取締役専務執行役員）

社団法人設立 40 周年を迎え、一

この 40 年間、活動を支えてきた

いと思います。

吉道

一般社団法人国際フレイトフォワ

活動はごく一般的なものとなり、年

事業法を制定し、2003 年には貨物

のは、会員の皆様で構成されている

業界を取り巻く環境につきまして

ーダーズ協会が、前身の日本インタ

を追ってその規模の拡大や深化が進

運送取扱事業法を見直して貨物利用

委員会活動であり、その熱意とご努

は、現在も新型コロナウイルス感染

ーナショナルフレイトフォワーダー

んでいる状況となっています。

運送事業法を制定するなど、所要の

国際輸送業務にたずさわる事業者

力に対し深く感謝申し上げるところ

の影響で、海上コンテナ輸送は

未

ズ協会の発足から数え、本年で設立

こうした変化はありますが、我が

が、相互に共有する問題を検討する

であります。この伝統はJIFFAの財

曽有の混乱状態にあり、我々は今ま

40 周年を迎えられましたことを心

国においては、貿易量（輸出量と輸

1997 年には政府における物流施策

場を持つため、83 社の参加を得て

産であり、これからも会員の皆様が、

で経験したことのない状況に直面し

よりお慶び申し上げます。

入量の合計）のほとんど（2020 年の

の指針を示すため、初めて総合物流

任意団体として発足しました。

積極的に委員会活動に参加され、そ

ております。感染収束はまだ見通せ

また、新型コロナウイルス感染症

トン数ベースで 99.6％の貨物）が船

施策大綱を策定し、その後も節目ご

の時々の重要な課題に向き合ってい

ず、人の移動が制限される中で、物

が世界中で猛威を振るい、各国の経

舶により輸送されており、国際海上

とに六度にわたって大綱を取りま

く事を願ってやみません。

の動きは想定以上の活況が続いてお

済社会に深刻な影響を及ぼす中で、

輸送が、資源や食糧の多くを海外に

とめました。本年 6 月には最新の大

貴協会及び会員の皆様が、感染リス

依存し、また、貿易立国でもある我

綱を、物流DX・物流標準化の推進、

クへの対処を強いられつつも、我が

が国にとって極めて大きな役割を果

労働力不足対策と物流構造改革、強

国の国民生活と経済活動に不可欠な

たす存在であることは何ら変わりあ

靭で持続可能な物流ネットワークの

内外の物流を守るべく、多大なご尽

りません。

構築の 3 点を主なテーマとして策定

言ご挨拶を申し上げます。
当協会（JIFFA）は、1981 年 10 月、

国際物流の分野においては、本格
的なコンテナリゼーションが始まっ
ており、国際複合一貫輸送の担い手

フレイト・フォワーダーをめぐる

り、コンテナ不足の解消、船のスケ

としてフレイト・フォワーダーの立

情勢を振り返りますと、1990 年に

ジュールの安定化までは時間を要す

場を確立し、事業の健全な育成と会

貨物運送取扱事業法が新たに施行さ

るものと思われます。

員相互の利益と地位向上を図り、も

れ、外航利用運送業者の法的地位が

また、気候変動などのリスクが

って国際物流の発展に寄与すること

明確化されましたが、1993 年には

顕在化した結果、荷主や会員企業

を基本理念として、設立致しました。

改正国際海上物品運送法が施行、新

のSDGsやESGに対する取り組みが

その後協会会員数も年々増加し、

JIFFA MT B/L約款も策定され、国

より一層注目されるようになってお

現在では正会員 507 社、賛助会員 14

際複合一貫輸送の発展の礎となりま

り、働き方の変化や脱炭素の動きは

社 11 団体を数えるまでに成長する

した。現在ではJIFFA会員の取扱い

我々物流業界の在り方を変えていく

事ができ、また、協会の諸事業につ

が国際海上コンテナ輸送における日

事は間違いありません。

きましても順調に推移し、着実な成

本の輸出入貨物の約 40％を占める

果をあげているところであります。

に至っております。

JIFFAの活動は、40 年前の設立時

このような激動の環境の中ではあ
りますが、コロナ禍からの復興に向

法制度の整備を行いました。また、

力とご貢献を頂いたことに、心から

そうした中、貴協会及び会員の皆

しております。これら行政の取組み

敬意を表し、感謝を申し上げます。

様には、我が国産業のサプライチェ

についても、貴協会及び会員の皆様

さて、この 40 年間を振り返りま

ーンのグローバル化も踏まえ、利用

に議論にご参画頂き、貴重なご意見

すと、日本インターナショナルフレ

者ニーズに応えた安全安心で効率的

やご助言などを伺うことによって取

イトフォワーダーズ協会が設立され

な海上輸送サービスの確保・提供の

りまとめが可能となったものであ

た 1981 年における我が国の貿易額

ため精力的に活動を展開して頂いて

り、この点についても改めて感謝を

おります。

申し上げる次第です。

（輸出額と輸入額の合計）は 65 兆円
でありましたが、これが 2019 年に

また特に、海上輸送を用いた国

1981 年の設立当初は 83 社で歩み

は 156 兆円に達するなど大幅な伸長

際複合輸送サービスの専門的な知

を始められた貴協会は 40 年にわた

を示しました。この間、原材料を輸

識・ノウハウを有する人材の育成の

るご尽力により、現在では 500 社の

入し完成品を輸出するという典型的

ため、1985 年に「国際複合輸送士

会員を擁される団体となられまし

設立から 40 年の間には、急激な

けて当協会と致しましては、会員の

から一貫して業界に関連する重要な

円高、阪神・淡路大震災、IT革命、

皆様方のご協力により、フレイトフ

テーマへの対応、またその時々に加

東南アジア諸国との物流拡大、中国

ォワーディング事業の一層の発展に

な加工貿易国であった我が国の貿易

養成講座」を開講され、今日までに

た。昭和、平成と進められたその歩

わる新しい課題への対応であり、い

の台頭、リーマンショック、東日本

努めていく所存です。

構造も大きく変化しました。1985

6,000 人を超える多数の国際複合輸

みを令和の時代においても更に継続

ずれも国際複合輸送業務に携わる会

大震災など、大きな変化や危機があ

終りに、会員各社の益々のご繁栄

年のプラザ合意、1997 年のアジア

送士認定者を世に送り出されたこと

され、貴協会と会員の皆様が益々ご

員各社にとっては重要な内容であり

りました。会員各社はそれらの変化

をお祈りするとともに、国土交通省

通貨危機、2008 年のリーマンショ

も国際物流に対する大きなご貢献で

発展を遂げられて、安全安心で効率

ました。それらの活動に会員の方々

や危機を乗り越え、国際物流の担い

をはじめ荷主業界、諸団体の相変

ックなどを契機に、我が国製造業は

あると承知しております。

的な国際複合一貫輸送サービスの充

が積極的に参画され、ご尽力いただ

手として事業を推進された結果が今

わらぬご指導とご鞭撻をお願いし、

海外に生産拠点を求めるなど時代の

こ の 間、 政 府 に お い て も、1990

いたお陰でJIFFAの役割はますます

日のJIFFAの存在、役割を高めてお

JIFFA設立 40 周年のご挨拶とさせて

趨勢を踏まえた国際展開を図り、今

年に貨物利用運送業と貨物取次業に

重要になっております。

り、そのご努力に深く敬意を表した

いただきます。

日ではグローバルな国際分業や商業

係る制度を一本化した貨物運送取扱

実にご貢献されますことを祈念申し
上げます。
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JIFFA設立40周年祝辞

設立40周年に寄せて

山田

雅重

輸出入手続きとインフラ構造改革

（「英誤徒然草」／「Brush Up Your Logistics English」執筆者）
1988 年に国際物流に関する JIFFA

にした次第です。この連載エッセ

は、設立 40 周年を迎えられました

の 英 語 講 座 が ス タ ー ト し ま し た。

イ ― は、JIFFA NEWS 第 235 号 で、

ことを心からお祝い申し上げます。

JIFFA からの依頼で、私は最初から

178 回目になります。また、現在の

JIFFA は 国 際 複 合 一 貫 輸 送 を

その専任講師として 31 年間、この

Brush Up Your Logistics English の

始 め と す る International Freight

講座に携ってきました。受講者の皆

前身である「英語の誌上添削」は

Forwarding 事業の発展・安定を図

様は講義を傾聴され、大いに勉強さ

1997 年 5 月の第 88 号にスタートし

り、広く公益に多大な貢献をされる

れました。Teaching is learning.（教

て、第 235 号で 164 回目になります。

とともに、幅広い事業活動を推進さ

えることは学ぶことである）という

上記の英語講座だけでなく、JIFFA

れてきました。同時に、各種の講習

諺がありますが、私も大いに学びま

NEWS に英語に関する拙文を連載

会などを通じて会員会社の社員に教

した。

する機会を与えていただき、改めて

このたび、JIFFA におかれまして

深謝いたします。

育の場を提供し、物流実務知識の向

上記の講座以外に、JIFFA の機関

上や人材育成など、業界全体の活性

誌 JIFFA NEWS（1988 年 11 月 の 第

終わりに、記念すべき JIFFA 設

化にも取り組んでこられました。特

37 号）に英語に関する拙文「英誤

立 40 周年という大きな節目を契機

に国際物流業界では英語を中心とす

徒然草」が掲載され始めました。特

に、JIFFA の更なるご発展と所属会

る外国語の運用能力が不可欠で、そ

に日本人がよく間違う英語を取り上

員会社の益々のご繁栄を祈念し、お

のための講座も開催され、今日に至

げ、正しい英語に訂正する、という

祝いの言葉といたします。

っています。

趣旨から「英語」ではなく「英誤」

国際ロジスティクスアドバイザー

平田

るコスト削減を実現することがいま求められている。

Ⅰ はじめに
貿易手続にかかわる世界的な趨勢は、リードタイム

樊

婷婷

（「日中漢字あれこれ」執筆者）

Ⅲ わが国の輸出入手続きとインフラ構造の改革

の短縮による売り上げの増とコスト削減の方向に向かっ

わが国の税関手続きに関する規定は、昭和 29 年（1954

ている。中国一辺倒であった生産体制は、他の対応可能

年）に全面改正された関税法に基づき、保税搬入原則の

な諸国へと移行し、自国での生産を含め大きく変貌しつ

基本理念は改正されていない。具体的に、輸出の許可

つある。税関管理は、従来の関税収入などの確保と不法

を受けた貨物は外国貨物となり、許可された後の輸送に

輸出入の取締りから、現物ではなく、輸出入者の取引の

は保税管理が要求される。輸入貨物は、原則として保税

管理へと変化している。輸出入手続きの簡素化とセキュ

地域へ搬入後申告が受理され、貨物の到着前の申告は

リティ管理は分離し、それぞれの分野で現実的かつ効果

AEO の特例としてのみ認められている。

的な体制を維持することが求められている。
本稿は、わが国の輸出入ビジネス の国際競争力を強

1 改善に向けての実務的方策

化し、そのさらなる拡大をはかるため、現状のわが国の

（1）輸出申告における保税搬入原則の見直し

輸出入手続きとインフラ構造を実務的な観点からさらに

（a）保税搬入原則の問題点

見直し、輸出入者および関係事業者ならびに所管行政の

設立40周年おめでとうございます

義章

（元JIFFA事務局）

現在、税関の審査制度は世界的に自動化されている。

検討を要請するものである。輸出入手続きの分野では、

わが国では、NACCS により輸出申告についての審査区分

保税搬入原則の廃止 、インフラ構造の改革には、 海

の選定が自動的に行われ、区分 1（簡易審査扱い）
、区分

上コンテナ の鉄道輸送

に的を絞り運営面での改善提

言を行う。

2（書類審査扱い）
、または区分 3（検査扱い）が決定する。
このシステム による審査は、国により審査区分の設
定に相違はあるとしても世界的に共通する方式である。

協会はその需要に応え、1999 年 4 月

があったからこそ、私も長く続けら

迎えられるとのことで、心よりお祝

に「初級中国語講座」を開講され、

れてきました。特にコロナ禍の中で、

い申し上げます。長きにわたり「国

2002 年 4 月に「中級中国語講座」を

安全に講座を開催できるように、事

際複合一貫輸送」をはじめとするイ

開講されました。そのおかげで、以

務局の皆様はいろいろ工夫し、苦労

ンターナショナルフレイトフォワー

降 20 年 あ ま り、 約 400 名 の 方 々 が

されました。おかげで、昨年も今年

ディング事業の発展・安定化に貢献

受講し、今、それぞれの職場で語学

も中国語講座は無事に開催されるこ

し、業界を牽引されてきた貴協会の

力を活かして活躍されています。私

とができました。ありがとうござい

功績は非常に大きいと思いますし、

は中国語講座の専任教師にお選びい

ました。

輸出入手続きの効率化とインフラ構造の整備をはかるこ

輝かしいご発展を遂げられた皆様の

ただいて、とても光栄に思います。

ご努力に敬意を表します。

長年、語学研修委員会の皆様、事務

これまでの 40 年間の経験を活かし

世界の趨勢は、今回の新型コロナウイルス の蔓延に

この 40 年間、貴協会は幅広い事

局の皆様に多大なご指導・ご支援を

て、次の 10 年の節目に向けて力強

より、輸出入手続きやロジスティクス の分野でもその

業活動を推し進めています。その中

いただき、本当にありがとうござい

く業界をリードして走り出されます

対策を含めデジタル化がさらに進行する方向にある。そ

の一つとして語学研修です。近年、

ます！いつも皆様の仕事に対する熱

ようお祈りし、さらなる飛躍を心よ

こで、わが国としても、デジタル化による徹底した管理

①まず、国土交通省の調査によると（図表１）、どこで

フォワーダーにとって中国業務はま

意と真剣さに感動し、温かい心遣い

り願っております。

を生産や販売、そして物流を含む全プロセス に展開す

申告するかについて、A の従来の港湾地域の海貨業者の

すます重要度が高まるに従って、貴

に感謝しております。皆様のご努力

るとともに、リードタイム の短縮と在庫の最適化によ

施設（保税蔵置場）などへ貨物をバラ で配送し、そこで

この度、貴協会が設立 40 周年を

孔子曰く「四十にして惑わず」
、

Ⅱ 世界の趨勢
米中貿易摩擦を背景に、中国発米国向けの輸出がベト

わが国では、区分1の選定率は90％以上といわれるが、
例えば、英国では、わが国の区分 1 に相当するルート 6

ナムやインドへシフトし、わが国への生産回帰も期待

（即許可事後審査なし）は 99％である。また、米国では、

されている。一方、TPP11（環太平洋経済連携協定）や

AES（Automated Export System）を通じ輸出申告を行う

EUとの経済連携協定、さらに日米貿易協定やRCEP（地

が審査区分の選定はない。特定輸出者に限り船積み後の

域的な包括的経済連携協定）などが進展するなかで、こ

申告も可能である。ただし、商務省や税関による審査は、

れらの協定を効果的に運営するためにも、わが国として、

船積後の調査を含めて厳しい。

とが必須である。

一方、輸出者にとって国際取引を有利に展開するため
には、リードタイム の短縮が必須であり、わが国の輸
出申告手続きにおける保税搬入原則は、そのニーズ を
阻害するものといえよう。
（b）保税搬入原則廃止にともなう効果
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図表 1
Ａ 詰め前（保税蔵置場通関など）
貨物量
搬入〜搬出 搬入〜船積
2,483
3.9
7.0

輸出関連手続きに要する所要日数

B 詰め後（CY 通関）
貨物量
搬入〜搬出 搬入〜船積
4,930
3.2
5.0

（単位：千トン、日）

貨物量
7,453

C 合計
搬入〜搬出 搬入〜船積
3.4
5.7

注：輸出関連手続きとは、申告蔵置場所への搬入→申告→許可→搬出→船積みをいう。貨物量の比率は、Ａの 2,483 千トン（33.3%）
対Ｂの 4,930 千トン（66.2%）となり CY 通関が多い。合計 C の 3.4 日は A ＋ B の搬入〜搬出の合算平均数値。なお、貨物量に
は AEO 貨物も含まれる。
出所：国土交通省港湾局「平成 30 年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」集計表 40 − 1 − 1、港湾別輸出入関連手続き所
要日数（輸出）。実態調査の期間：平成 30 年（2018）11 月 1 日から 11 月 30 日まで。

貨物に到着前の申告〜許可を可能とすると、輸入貨物の

当時のわが国の内陸輸送構造が海上コンテナ の輸送に

納入を 1.3 日早めることが可能になる。

適していなかったこと。鉄道輸送の効率性やコスト効果

ただし、上記①②とも審査区分 3 の検査指定貨物につ
いては船卸し後の検査となる。

が認識されなかったことなどによる。しかし、海上コン
テナ のわが国内陸輸送の最適化を求めるにあたり、ト

（b）保税搬入原則の問題点

レーラーによるドレージ と内航輸送に加え、鉄道輸送

保税搬入原則とは、輸入貨物を船卸し後、税関が指定

を除外することはできない。

する保税地域へ貨物を搬入しない限り申告が受理されな

（b）鉄道ターミナル のオフドック CY 化、主要港湾にお

いことをいう。わが国では、AEO 申告を除き、一般貨

けるオンドックレール の導入による海上コンテナ

物の場合、保税地域へ貨物を搬入しない限り申告は受理

の定時・定期輸送の拡充

申告し許可を受けコンテナ に詰めた後船社の CY へ搬入

B 合計の平均所要日数は 2.8 日である。AEO には到着前

されない。一方、米国や EU 諸国でも、輸入許可を下す

わが国で海上コンテナ の鉄道輸送を本格的に実施す

する場合と、B の工場などでコンテナ に詰め CY へ搬入

の通関が可能であるが表示されていない。すなわち、こ

前の輸入貨物には、厳しく保税管理を行っているが、保

るためには、車両構造の改造、機器の整備に加え、主要

した後通関する形態に分かれている。

こで、すべての貨物に到着前の申告を可能とすると、リ

税搬入原則は適用されない。

鉄道ターミナル におけるオフドック CY の整備・拡充、

それでは、輸出申告に保税搬入原則が廃止され、どこ

ードタイム が 2.8 日短縮されることになる。

では、その差がどのような結果をもたらすのか。それ

主要港湾コンテナターミナル へのオンドックレール の

からでも申告し許可を受けることが可能になった場合を

②一方、財務省の調査によると（図表 3）、搬入から許可

は、輸入貨物の引き取りに要するリードタイム の差で

導入が必須である。

想定すると、まず、C の合計欄の保税地域への搬入〜搬

までに要する時間は、全コンテナ貨物で 1.3 日、AEO と

ある。現在、各国とも税関審査は輸出、輸入とも自動化

①オフドック CY の拡大

出が不要となることから、3.4 日が削減される。すなわ

AEO による自由化申告貨物は、それぞれ 1.2 日と 1.3 日

されており、わが国では、9 割以上が区分１（簡易審査

欧米諸国では、船社が内陸地点の鉄道ターミナル を

ち、保税搬入原則が廃止された場合の効果として 3.4 日

である。問題は、AEO ならびに自由化申告は、貨物が

扱い）で即時許可となり、税関の直接審査を受ける区分

オフドック CY として、そこで空コンテナ や実入りコン

のリードタイム の短縮が実現する。

到着する前の申告が可能なことから、すべて到着前に申

２（書類審査扱い）および区分 3（検査扱い）は 10％以下

テナ の受け渡しを行うことが極めて標準的な作業形態

告すれば、CY へ搬入した後申告するまでに要する時間

と推定されることから、すべてのコンテナ貨物を本船か

となっている。輸入の場合、船社がドアデリバリーと称

は不要となるはずである。この

までの

ら陸揚げした後、CY への搬入を確認し、そこで輸入の

し実入りコンテナ を納入先まで配送することや、輸出

時間とは、貨物が船卸しされ CY へ搬入した後、その搬

申告を開始する必要はない。本船上で許可を受けた貨

では、船社が空コンテナ を指定の工場まで届けること

入の確認をターミナル が取りまとめて NACCS に伝達す

物が CY へ搬入するまでにすり替えられる危険性はない。

も可能である。

るまでの時間帯をいう。この搬入確認は、わが国の保税

また、本船上で審査区分１の許可を受けた貨物は、CY

わが国では、船社は、これまで、内陸地点の貨物につ

搬入原則にもとづく保税地域へのコンテナ の搬入確認

搬入後申告しても自動審査のため同様区分１で許可が下

いても港湾の CY やデポ をコンテナ の受け渡しの起点と

標準的な形態として A の取出前（船卸し後 CY で通関

のために必要なプロセス であるが、現状では手動によ

りる。

して、内陸地点にオフドック CY を設定してこなかった。

する場合）と B の取出後（船卸し後 CY から取り出し保税

る処理が多く、まとめて伝達するため、申告までに全コ

蔵置場などで通関する場合）に分かれるが、CY 通関が

ンテナ貨物で 1.3 日を要しているものと推測される。そ

76％と圧倒的に多い。保税地域搬入から許可までの A+

こで上記①と同様、この搬入確認を不要とし、すべての

（2）輸入申告における到着前申告の全面的導入と保税搬
入原則の見直し
（a）到着前申告の導入にともなう効果
①ここで、まず、国土交通省の調査による図表 2 の
入関連手続きに要する所要日数

輸

をみる。

図表 2
Ａ 取出前（CY 通関など）
貨物量
搬入〜許可 船卸〜許可
9,113
2.3
3.2

搬入から申告

（単位：千トン、日）

貨物量
12,030

C 合計
搬入〜許可 船卸〜許可
2.8
4.2

注：輸入関連手続きとは、船卸し→搬入→申告→許可をいう。貨物量の比率は、Aの9,113千トン（75.8%）対Bの2,853千トン（23.7％）
となり CY 通関が多い。合計 C の 2.8 日は、A ＋ B の搬入〜許可の合算平均数値。
出所：国土交通省港湾局、平成 30 年度「全国輸出入コンテナ貨物流動調査」集計表 40-1-2 港湾別輸出入関連手続き所
要日数（輸入）（実態調査期間：平成 30 年（2018）11 月 1 日から 11 月 30 日まで）より作成。

図表 3

全コンテナ貨物
AEO コンテナ貨物
自由化申告コンテナ貨物

入港〜搬入
29.2（1.2 日）
19.4（0.8 日）
30.0（1.3 日）

輸入通関に要する時間

搬入〜申告
30.1（1.3 日）
27.7（1.2 日）
29.6（1.2 日）

申告〜許可
2.1
0.1
1.9

（3）海上コンテナ の鉄道輸送

ワーダーによる利用運送）の鉄道利用による内陸サービ

海上コンテナ の鉄道輸送は、世界の輸送市場で極め
て標準的な輸送手段であるが、わが国では有効利用され

輸入関連手続きに要する所要日数

B 取出後（保税蔵置場通関など）
貨物量
搬入〜許可 船卸〜許可
2,853
4.4
7.4

しかし、今後、わが国においても船社や NVOCC（フォ

合計所要時間
61.4 時間（2.6 日）
47.2 時間（2.0 日）
61.5 時間（2.6 日）

出所：財務省「第 12 回 輸入通関手続きの所要時間調査」、平成 30 年（2018）7 月 6 日（調査期間：平成 30 年（2018）3 月 12 日から
18 日まで）より作成。

・内陸地点の主要鉄道ターミナル を船社や NVOCC の CY

ていない（図表 4）。しかしながら、わが国が輸出入貿易

（保税）とすれば、輸出入コンテナ とも通関を含め、

市場において有利な展開をはかるためにも、海上コンテ

港湾のコンテナターミナル で行われているのと同等な

ナ の鉄道輸送は必須であり、国としてのインフラ構造

作業を鉄道ターミナル で行うことが可能となる。

の改革が早急に求められる。

・実入りコンテナ、空コンテナ の港頭地区と内陸地点間

（a）海上コンテナの鉄道輸送が実現しない諸要因（図表5）
それでは、何故、わが国では海上コンテナ が鉄道輸
送されないのか。それは、海上コンテナ が導入された
図表 4

（単位：時間）

（搬入〜許可）
（32.2（1.3 日））
（27.8（1.2 日））
（31.5（1.3 日））

ス の拡大が大きく期待される―

輸出
輸入

のドレージ輸送費が大幅に削減される。
②オンドックレール の導入
同時に、差し迫った課題としてコンテナターミナル

わが国の海上コンテナ の輸送手段

ターミナル内

トレーラー

鉄道＊

0.9
0.2

94.5
98.6

0.0
0.0

はしけ・内航・
フェリー
4.4
1.1

（単位：％）

その他

合計

0.1
0.2

100（7,453 千トン）
100（12,030 千トン）

注：＊鉄道の取扱い実績 輸出 1,779 トン、輸入 1,224 トン。
出所：国土交通省港湾局「平成 30 年度全国輸出入貨物流動調査」集計表 18-1-1-2 および 18-2-1-2 より作成。
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図表 5
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海上コンテナ の鉄道輸送が行われない諸要因

課題
わが国の実態
諸外国の現状
世界的なコンテナ ・箱型トレーラーは標準的な輸送機材ではなか ・箱型トレーラーが一般的な輸送機材であり、
鉄道車両に箱型トレーラーを積載することは
リゼーション への った（主として平ボディトラック）。
標準的な輸送形態。
・コンテナ港の建設が地方港へ拡散された。
対応
JR 貨物の経営上の ・1987 年の国有鉄道の分割民営化にあたり路線 ・欧米各国とも貨物鉄道と旅客鉄道の経営は完
問題点
部分は JR 旅客会社 6 社が所有・維持し、JR 貨 全分離されており、コンテナ列車の運営方式
物は列車走行量に応じ路線使用料を旅客会社 などは各貨物鉄道の独自の経営判断に基づき
実施される。
へ支払う、など。
海上コンテナ の取 ・わが国の標準コンテナ は国内輸送用の 12 フ ・海上コンテナ の重量、高さの制限などは内
扱いにかかわる運 ィート（5 トン）コンテナ であり、路線（トン 陸トレーラーの規格に準じて定められてお
ネル を含め）、積載貨車、鉄道ターミナル の り、積載貨車、鉄道ターミナル の施設、作
営上の諸問題
施設、作業機器とも海上コンテナ のために整 業機器とも海上コンテナ の取扱いに問題は
ない。
備されていない。
− 40ft コンテナ取扱いのための大型荷役機器が −輸出の空コンテナ の引き取り、輸入の空コ
ンテナ の返却とも基本的に鉄道ターミナル
配備されているのは全国で 5 駅のみ。
− 40ft 背高コンテナ の輸送可能区間は限られて （またはデポ）で取り扱う。
いる（東京〜中部・近畿〜九州区間は不可）。 − 40ft 背高コンテナ が輸送できない区間はな
い。
−主要鉄道ターミナル でのオフドック CY 運営
のためのスペース、機器の整備は限定的であ −多くの鉄道の内陸ターミナル はスペース、
荷役機器ともオフドック CY としての体制が
る。
整備されている。
−オンドックレール の導入について、横浜本
牧、東京大井ふ頭での早急な実施が望まれる −オンドックレール は極めて一般的な作業形
態でほとんどの港湾で導入されている。
（新潟港は実施済み）。
出所：国土交通省「輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送の促進に向けた調査報告書」平成 27（2015）3 月ならびに関連資料、実態調査
などにより作成。

備は、避けて通れないわが国としての喫緊課題である。
本研究報告で抽出したテーマ

オフドック CY の拡大

と

は、差し迫った改革案

オンドックレール の導入

件であり、国として早急に方向を定め実行すべき課題で
ある。
3 まとめ
この改革テーマ は、手続きや制度の改革に関連する
経済効果を主眼とした提言だけではなく、将来展望のも
とで国としての方向を定めることを視野に入れて作成し
た。個人情報や企業情報の偏重、製品や技術開発への投
資不足、デジタル化への表面的な迎合、旧来から継続す
る手続きや制度の改革に向けての行動力の希薄さなど、
時代が変わり価値観も変化している。2000 年代に入り
これまで官・民協調し改革を促進してきたが、いま、再
度改革を実行に移す基盤が求められている。さらなる積
極的な取り組みに期待したい。
【追記】
本稿は『日本貿易学会研究論文』第 10 号、2021 年 3 月
の抜粋です。原文は日本貿易学会− The Japan Academy
for International Trade and Business（jaftab.org）の研究論
文欄に掲載されています。ご質問は、平田義章（E-mail：

への鉄道側線（オンドックレール）の導入がある。これ

きとインフラ構造を世界水準に近づけることができる。

は、世界の港湾に共通する標準的な運営体制であり、わ
が国でも在来船の時代には使用されていたが、コンテナ
船には不要とのことで撤去された。

1 保税搬入原則の廃止にともなう経済効果
保税搬入原則が完全廃止されれば、輸出では、未だに

実施されれば、港湾に近接した鉄道ターミナル とコ

存続している港湾地域でのコンテナ詰めにともなう通関

ンテナターミナル間の輸送時間とコスト が削減され、

は不要となる。AEO の特例としてではなく、すべての

鉄道による海上コンテナ輸送の競争力が一段と高まる。

貨物は、港湾地域、内陸地点にかかわらず、保税ではな

同時に、ターミナルゲート の運営改善に寄与する。

い荷主やフォワーダーの施設などで、何時でもコンテナ

Ⅳ 改革の実行
貿易手続きと関連するインフラ の分野でもデジタル

に詰めそこで通関をすることが可能になる。工場などで
コンテナ に詰めた貨物を船社のターミナル（CY）へ持ち
込んだ後通関する必要はない。

化の推進は必須である。官、民とも現実的な開発が試行

一方、輸入では、AEO にかかわらず、すべての貨物

されておりその成功か期待される。しかし、現行の制度

に到着前の通関が可能となり、船卸し後 CY での通関が

をベース として情報伝達の効率化をはかっても抜本的

不要となる。すなわち、輸出、輸入とも保税搬入原則の

な改善は期待できない。問題は、基本となる制度の改革

廃止によりリードタイム の大幅な短縮が実現し、貿易

である。そこで、本研究報告では、二つの改革目標を取

量拡大の効果をもたらすことになる。

り上げた。一つは、わが国の税関手続きに依然として存
続している「保税搬入原則」の完全廃止であり、一つは、

2 鉄道輸送のオペレーション改革

「海上コンテナ の鉄道輸送」の本格的実施である。この

現実的なドライバー不足や環境問題への対処が求めら

二つの改革を実現することにより、わが国の輸出入手続

れるなかで、鉄道による海上コンテナ の輸送体制の整

y-hirata@mud.biglobe.ne.jp）へお願いします。

9

10 JIFFA News ⚫ 第235号 ⚫ 2021年 11月

JIFFA News ⚫ 第235号 ⚫ 2021年 11月

40周年記念特別寄稿①

のキープレイヤーでしたが、最

フォワーダーとNVOCC、飛躍の40年
JIFFA会員500社に、取り扱い貨物量1.1億トン
広報委員会

初にフォワーディング の法律
的な裏付けができたのは米国
で す。 改 正 1942 年 州 際 通 商 法
（Interstate Commerce Act）で、
「代価を得て州をまたぐ輸送サー
ビス を提供し、混載、配送業務
を行い、ポイント からポイント
までの輸送に責任を負い、実運

貿易・物流業界ではその業種によってさまざまな呼び
名がついていますが、その中で NVOCC、フレイトフォ

フォワーダーは代行業務から

送には運送人を利用する」と定
義されています。内陸輸送の利

ワーダー（この稿ではオーシャンフレイトフォワーダー

フォワーダーはそもそも欧州で国境をまたぐ交易のた

用運送人に相当しますが、コモ

に限定）、海貨業者の仕事の境界線が曖昧で、それぞれ

めの手続き代行業として誕生したといわれています。荷

ンキャリア とは認められていま

の業務範囲を漠然と理解していることによって混同して

馬車でモノ を運んでいた時代から国境越えの交易は盛

せんでした。

使用されることがありますが、これは同じ会社がこれら

んでしたが、とくに陸封国では商品の輸出促進のために

のサービス をすべて 1 社で提供しているケース が珍しく

は関税制度や輸送規制、慣習などがバラバラ な国々を

ないことや、とくに NVOCC とフォワーダーでは重複す

通過して海港まで品物を運ぶには、商人に代わって国ご

一方で、フォワーダーと同様に世界のロジスティクス

立てることが可能となりました。一貫輸送の始まりで

る業務が多くあることでより曖昧になっているように思

とに違う国境での手続きや複雑な関税の計算を代行して

業界で使われている NVOCC という名称は米国で生まれ

す。60 〜 70 年代、混載業者は船会社が手間の割には実

えます。

くれる業者の存在は交易の促進に欠かせなかったと言え

たものです。米国では 19 世紀末に当時貿易の中心だっ

入りが少ないとして敬遠しがちな小口貨物を取り込み、

ます。世界最大のフォワーダーの本拠地がスイス にあ

たニューヨーク に通関業者（Customs Broker）の団体が

NVOCC として急速にビジネス を拡大していき、80 年代

ることもこのことを裏付けています。当時、フォフォ

設立されますが、これらの通関業者は顧客の依頼に応じ

には 1984 年海事法で法律的な裏付けを獲得、そのビジ

四方を海で囲まれた日本のフォワーディング は荷主

ワーダーは運送人を利用して国境を越える輸送を手配

て輸送も手がけるようになりました。1940 年代には貨

ネス の発展に拍車がかかります。さらに 1984 年法で船

の委託によって港頭地区での運送や荷さばきなどのサー

し、その輸送に付随する書類や通関などのサービス を

物を最終目的地まで届けるフォワーディング業も盛んに

会社にサービスコントラクト の締結が認められたこと

ビス を提供する海貨業者の役割の延長で、港湾事業を

提供するフォワーディングエージェント の役割を果た

なり、通関業者が業容を拡大していきます。戦後は中小

により、船会社はさらに大口荷主志向を強め、NVOCC

管轄する法律の枠組みの中に位置し、欧米とは異なる発

していました。1926 年にこのようなフォワーディング

荷主の小口貨物を一つのロット にまとめて荷主から受

にとっては中小荷主の貨物を取り込むチャンス が増え

展の道を辿ってきました。海運貨物取扱業（海貨業）は

エージェント の団体として FIATA がウィーン で設立さ

け取る運賃と船会社に支払う運賃との利ざやを収益とす

ていきました。

荷主の委託を受けて定期船に積む輸出貨物を受け取って

れましたが、当時の名称 Fédération Internationale des

る混載業者が台頭してきます。規制面では上述の 1942

本船に引き渡す、あるいは本船から荷揚げされた輸入貨

Associations de Transitaires et Assimilés の頭文字をとっ

年の改正 IC Act で、航空輸送を除く内陸輸送手段（鉄道、

レイトフォワーダーと NVOCC を一括りにした Ocean

物を荷受人に引き渡すほか、上屋での荷捌きや一時保管

た FIATA がいまでも通称として使われています。

物流事業者の呼称

NVOCCの進出は戦後から

は一変します。貨物をわざわざ港頭地区まで運ぶ必要
はなく、内陸の施設でも小口貨物を集積して FCL に仕

1984 年海事法は 1998 年に見直され、オーシャンフ

自動車、内水路およびパイプライン）の利用運送人とし

Transportation Intermediary（OTI）という名称が付け加

などの沿岸荷役も行います。荷主限定で業務のテリトリ

しかし、1957 年に発足した欧州経済共同体（European

て初めて Freight Forwarder の名称が導入されました（鎌

えられましたが、フォワーダーや NVOCC 自体の名称や

ーが港湾地域ということが特徴ですが、1969 年の港湾

Economic Community：EEC）から 1993 年の欧州連合

田敦・三井倉庫株式会社港運部『第 6 版国際複合輸送業

定義に変更はありません。

運送事業法改正によって船社の委託で CFS での混載業

（European Community：EU）に至る移動の自由化の流

務も行える新海貨（海貨無限定）とよばれる事業者もい

れの中でフォワーダーの業容も変わっていきます。「（共

戦後は海上輸送の運送取扱業者を連邦海事委員会

ます。海貨業はこれにピッタリ当てはまる英語がないた

同体の発足で）加盟国間での通関が廃止されたことによ

（FMC）が Independent Ocean Freight Forwarder の名称

め一般的には forwarding と訳されています。フォワーデ

り、それまで運送の取次に係るサービス、通関と付帯業

で免許制とし報酬を収受することを認可、1963 年には

ィング との大きな違いの一つは、海貨業が海運貨物の

務を提供していたフォワーダーの業容も変わっていきま

General Order で新たに NVOCC の名称を導入し、1）内

港湾地域での取り扱いに限定されているのに対して、フ

す。このような状況下、欧州のフォワーダーは域内で

航および輸出貿易貨物の運送を有償で引き受け、2）物

（i）荷主の代理人としてコモンキャリア を介し米国から

ォワーディン業務には海、空、陸とその活躍するフィー

の物流に関連して提供する主たるサービス を再定義し、

品輸送の安全に責任を負い、3）船舶の所有・支配のい

積み出される貨物を発送し、荷主に代わって当該積

ルド に制限がないことです。海貨業者の多くはフォワ

運送責任を負う利用運送業者として事業展開する方向に

かんにかかわらずみずから実運送者を使用して運送を手

み荷のための船腹を予約またはその他の方法で手配

ーディング も NVOCC 業務も手がけていますから、この

大きく舵を切り直すこととなった」（伊東仁一・山九株

配する者、と規定、NVOCC の名称が初めて公式の文書

する。

ような事業者はいずれの呼称で呼ばれても間違いではな

式会社国際物流推進部『第 10 版国際複合輸送業務の手

で使用されました（同 P. 206）。

いと思われます。

引き』2020 年 P. 2）
欧州ではフォワーダーは歴史もあり、古くから物流

務の手引き』2007 年 P. 203）。

当初は小口貨物を口頭地域まで運び、港湾労働者がパ
レット に仕立てていましたが、コンテナ の出現で状況

フレイトフォワーダーの定義
1998 年米国改正海事法ではオーシャンフレイトフォ
ワーダーを次のように定義しています。
「合衆国において次の行為を行う者をいう。

（ii）当該積み荷に付随する書類を処理、あるいは付随す
る関連業務を遂行する」
（註：コモンキャリア とは定期船社のことでフェリー

11

12 JIFFA News ⚫ 第235号 ⚫ 2021年 11月

や不定期船は含まれません）
また、フレイフォワーディングサービス とは、コモ
ンキャリア による船積みの便宜のために他者に代わっ
て積み荷を発送することを指し、その具体的な内容とし
て次の項目を挙げています。
（1）港までの積み荷の発送指示。

JIFFA News ⚫ 第235号 ⚫ 2021年 11月

フォワーダーはこれらの要件をすべて満たさなければ

はなく、免許や登録などの制度もありません。フォワ

米国の定義とほぼ同じような内容となっています。とい

ならないわけではありませんし、これらの業務に限定さ

ーダーには資格が必要ですが、それはそれぞれの国の

うよりも米国のフォワーダーの定義が欧州のそれに似て

れるものでもありません。

法律や規則に基づいており、EU としてフォワーダー

いるといったほうがいいのかもしれません。

の規則や定義があるわけではありません。ただ、世界

NVOCCの定義

NVOCC事業が主力に

各国のフォワーダー団体をメンバーとする FIATA（英

NVOCC については「それによって海上輸送サービス

欧州のフォワーダーは輸送にかかわる業務のほとんど

文名：International Federation of Freight Forwarders

を提供する船舶を運航しないコモンキャリア でオーシ

Associations、国際フレイトフォワーダーズ協会連合会、

を提供することにより荷主の輸出入貨物を囲い込み、荷

ャンコモンキャリア との関係では荷主である」と定義

本部：スイス）と欧州 20 カ国以上のフォワーダー団体

主に代わって利用船社を決める船積み権をもっているこ

（3）貨物スペース の予約、手配、または確認。

し、NVOCC サービス とは「それによって輸送が提供さ

CLECAT（英文名：European Association for Forwarding,

とも珍しくありません。一大産業となったフォワーディ

（4）荷渡し指図書（Delivery Order）または貨物受取証

れる船舶を運航することなしに、報酬を得て米国と外国

Transport, Logistics and Customs Services）はフレイトフ

ング ですが、前述のように域内の統合は一つの節目と

の間で貨物の海上輸送を提供すること」で、その具体的

ォワーディング とロジスティクスサービス を次のよう

なります。統合によってヒト やモノ の移動が自由にな

な内容として次の項目を挙げています。

に定義しています。

り国境が取り払われるとフォワーダーにとっては収入源

（2）必須の

電子輸出情報

を含む輸出書類の作成およ

び／または処理。

（Dock Receipt）の作成および／または処理。
（5）コモンキャリア の船荷証券（B/L）またはその他の船

「フレイトフォワーディング およびロジスティクスサ

の通関手続きおよびその付帯業務の喪失となります。そ

ービス とは、（単一輸送モード あるいは複合輸送手段で

の結果、欧州のフォワーダーは NVOCC 事業に活路を見

（2）港間の輸送料金あるいは複合輸送料金の支払い。

実行される）物品の運送、混載、保管、荷役、包装、配

いだそうとしてネットワーク を拡大、海運事業を広げ

（7）倉庫保管の手配。

（3）荷主と（個品）運送契約の締結。

送およびこれらに関連した付帯業務および助言業務のす

ていき、現在では収入の大きな柱となっています。

（8）貨物保険の手配。

（4）船荷証券あるいはその他の船積み書類の発行。

べてをいい、それらには通関や関税支払い、物品の申告、

利用運送事業へ軸足を移したことはフォワーダーの

（9）米国輸出規則に準じた積み荷の通関。

（5）米国政府の規則に準じた積み荷の通関支援。

物品への保険調達、物品にかかわる代金収受または取り

売り上げからも明らかです。Kuehne + Nagel（スイス）

（10）必要に応じて、積み荷あるいはその他の書類の事

（6）一貫輸送の内陸輸送手配と内陸運賃・料金の支払い。

立て、書類の入手を含むが、これらに限定されるもの

の Sea Logistics 部門は 2020 年に 453 万 TEU を取り扱い、

（7）オーシャンフレイトフォワーダーへの適法な報酬支

ではない。フレイトフォワーディングサービス はまた、

同部門の売上高は 70.91 億フラン（8,812 億円）で売り上

物品の運送、荷役あるいは保管および事実上のサプライ

げ全体の 34.8％と 3 分の 1 以上を占め、2 位 Air Logistics

（8）発地あるいは着地と本船間の積み荷の移送手配。

チェーンマネージメント に関連した近代的な情報通信

の 25.5％、3 位の Contract Logistics の 23.9％を引き離し

はその他の支払い金の処理、または運賃あるいは

（9）コンテナ のリース。

技術を伴うロジスティクスサービス も含む。これらの

ています。

その他の支払い金あるいはクレジット の送金また

（10）発地・着地代理店との契約締結。

サービス は、提供するサービス の柔軟な適用を最適化

は立て替え払い。

（11）NVOCC 自身として荷主からの運賃収受および荷主

することを可能にする」

積み書類の作成および／または処理。
（6）領事査証書類の作成および／または処理あるいはそ
れらの証明書の手配。

前通知の作成および／または銀行、荷主、または
荷受人への送付。
（11）積み荷の発送に関連した荷主の前払い運賃あるい

（1）コモンキャリア の運送サービス購入とかかるサービ
ス の他者への再販。

払い。

としてコモンキャリア への運賃支払い。

（12）積み荷の発地から本船までの移送の手配。
（13）信用状、その他の書類、認可、あるいは検査に関

NVOCC はこれらの要件をすべて満たす必要はありま

して、または貨物の発送に密接に関連した問題に

せんし、これらの業務に限定されるものでもありませ

ついて輸出業者に専門的な助言をすること。

ん。

フォワーダーは荷主の依頼を受け
て荷主のために輸出貨物輸送やそ
れに付帯するサービス を提供する
代理人であり、NVOCC は運送契約
を結び、貨物の輸送に責任を負う
運送主体（Principal）という構図が
見えてきます。
欧州はフォワーダー発祥の地で
あ り、NVOCC と い う 用 語 は な じ

による 2020 年のフォワーダーランキング から海上貨物
部分のベスト 10 を抜き出したものです。100 万 TEU 以

最後の部分は IT の活用が重要な部分を占めるように

上を取り扱うフォワーダーは 2010 年では 5 社でしたが、

なって新しく付け加えられたものですが、それを除けば



このようにフォワーダーと
NVOCC の業務を列挙してみると、

下の表は米国のアームストロング & アソーシエーツ
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M

C

DI


 

19(87&8'94



 

 

:@ASW)%27X

:@

 

 



&"

 



/.21.

$7/9





&"

  

 (%5&!



 305+5 4!2-4$- N@



 .$ 9

N@

   

 3)*,#'*



  

 K:GOQ@ULJ

:@





VK





395#

みが薄かったのですがいまでは一

W=EY90%5799"X

般的になっています。しかし、キ

WY;H

ャリア としての法律的な裏付け

WY

,69$7-!7RT

*'4+'

>PX

フォワーダーの法規制





 

 


FB?

"





X

て い ま す。 こ の ラ ン
キング では 10 社のう


 
 



 


 
"



取扱量の拡大が続い





ち欧州が 5 社、米国が
2 社と欧米勢が半分以
上を占めており、トッ
プ の Kuehne + Nagel
は10年間で200万 TEU
の 伸 び を 達 成（2019
年 は 490 万 TEU）、 米
国 の CH Robinson は
2010 年の 26 万 TEU か
ら 4 倍近い伸びを記録
し た ほ か、 そ の 他 の
NVOCC もコンテナ取
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扱量を大きく伸ばしています。

場に置かれることになります。フォワーディング が産

貨運代理は、国際貨物運送代理業管理規定の施行細則

世界全体のコンテナ貨物の伸びを UNCTAD の港湾コ

業として認められていない国ではドアツードア、ロジス

で、荷受人、荷送人の委託を受け、その代理人として輸

ンテナ取扱量で見ると、2010 年の世界のコンテナ荷動

ティクス という概念がなく、サプライチェーン にかか

送関連業務を提供して代理店料金あるいは手数料を収受

き量は 5 億 5,428 万 9,285TEU、20 年の通年実績がまだ

わる規則はそれぞれの工程ごとに分断され、非効率的な

するほか、独自に運送書類に署名・発行し、輸送契約を

発効（1998 年 12 月）の 2 年後に発表した調査では次ペー

発表されていないので 19 年の 8 億 1,121 万 5,378TEU と

ものとなっていると説明しています。それでも法律的な

実行し、輸送料金、サービス料金を収受する、と規定さ

ジ の表のようになっています。発効 1 年後（2000 年）の

比較すると、この 9 年間で 25.9％増加しています。これ

裏付けがあるなしにかかわらず、多くの国で輸送契約に

れており、管轄は商務部となっています。

登録 NVOCC は国内・外国企業合わせて 1,900 社と発効

に比べると NVOCC は、2010 年の数字がフォワーディン

2020年のアジアからの小売り輸入は2,190万TEUに達し、
2000 年当時からは倍増しています。
米国のNVOCC登録者数は、FMCが改正海事法（OSRA）

ということばが使われていま

NVOCC（無船承運人）は国際海運条例で中国政府が初

前に比べて減少したことで全体では前年比 125 社減の

グ以外も含むシノトランス を除く 8 社の平均伸び率で

すが、これは経済レベル に関係なくすべての国でフォ

めて NVOCC の業態を法律で規定し、管理することとし

4,175 社。2 年後の 2001 年も全体で 4,043 社と 2 年連続で

78％とはるかに高いことがわかります。

ワーディング業あるいはフォワーディング の慣行が存

たもので、管轄は交通運輸部です。NVOCC サービス を

減少しています。減少の原因は定かではありませんが、

在しているということを意味しており、違いは法律的な

「運送人（キャリア）として荷主から貨物を引き受け、自

海事法の改正でボンド の金額が国内企業は 50％、外国

裏付けがあるかないかとういうことだけだと指摘してい

社の B/L または船積み書類を発行し、荷主から運賃を収

企業は 2 倍へ引き上げられましたが、このことが関係し

FIATA には約 150 カ国のフォワーダー団体が加盟し

ます。フォワーディング が人々の生活、それを支える

受することで船会社を通じて国際海上貨物の輸送を手

ているかもしれません。

ていますから、フォワーダーの活動は全世界に広がっ

経済活動に不可欠な産業であるということに変わりはあ

配・完了し、運送人として運送責任を負う国際海上輸送

現在の登録数は 21 年 11 月初めの時点では NVOCC が

ており、とくにアフリカ や南米など越境輸送が一般的

りません。

業務」だと定義、その業務範囲を以下のように規定して

7,017 社、フォワーダーが 3,154 社、合計で 1 万 171 社と

います。

2000 年からは NVOCC が 3.7 倍、フォワーダーが 2 倍以

フレイトフォワーダー

フォワーダーの法規制

な大陸での国際輸送ではフォワーダーの役割が大きな

フォワーダーの定義も国によって異なり、これがまた

ウエート を占めていると思われますが、その法的なス

フォワーダーのステイタス にも影響を及ぼしています。

（1）運送人の立場で荷主と国際貨物輸送契約を結ぶ。

テイタス は見えてきません。少し古い資料ですが、世

貨物運送取扱人の呼び名も下の表のように国によってさ

（2）運送人の立場で貨物の引き取り、引き渡しをする。

ピックアプして調査した「Review
of Logistics Service Regulations
界銀行が 2015 年にフォワーダー事業がどのような規制
まざまです。管轄する政府機関も運輸省であったり貿

（3）B/L またはその他の船積み書類を発行する。

制度になっているかを世界の国々の中から先進国、発
易関連の機関だったりまちまちです。フィリピン
では
for Freight Forwarding
Businesses: What Should Be Addressed

（4）運賃およびその他のサービス報酬を収受する。

展途上国、地域ごとに 14 カ国をピックアプ して調査し

（5）国際船舶運送業者（International Shipping Operator）

を Principal、フレイトフォワーダーを Agent と
for a Better LogisticsNVOCC
Regulatory
Framework?」（Prepared by

た「Review of Logistics Service Regulations for Freight

明確に実態を反映しています。

Forwarding Businesses: What Should
Be Addressed
for a
Maika
Watanuki)という調査リポートを発表していますが、その中

中国のNVOCC事情

Better Logistics Regulatory Framework?」（Prepared by

にこれらの国では事業免許の法律でフォワーダーがどのような名称
下の表では中国はフレイトフォワーダー（貨運代理人）
Maika Watanuki）という調査リポート
を発表しています
が、その中にこれらの国では事業免許の法律でフォワ

だけが取り上げられていますが、NVOCC も 2002 年から

ーダーがどのような名称で呼ばれているかをまとめた

施行された国際海運条例で法律的な枠組みが整備されま

で呼ばれているかをまとめた表があります（下表参照、用語は原文

した。
表があります（下表参照、用語は原文のままにしていま
のままにしています)。
この調査によると、フォワー



ダーの役割が国によっては時



代の変化とともに代理人から



運送主体と変わってしまった



にもかかわらず、法律の枠組み



がそれについていけず、その結
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この調査によると、フォワーダーの役割が国によっては時代の変
化とともに代理人から運送主体と変わってしまったにもかかわら

NVOCCの参入は世界的に
欧州の NVOCC/ フォワーダーダーの正確な数は把握
できませんが、欧州約 20 国のフォワーダー団体を傘下

またはその他の輸送業者を通じて積み荷をブッキン

に置く CLECAT は 1 万 9,000 社以上のフォワーダーの利

グ し、託送する。

益を代表し、欧州のフォワーダーは海上貨物の 65％を

（6）海上運賃およびその他の輸送費用を支払う。

扱っていると説明しています。1 万 9,000 社は多いよう

（7）コンテナのバンニングおよびデバンニング作業を行う。

な気もしますが、ドイツ のフォワーダー協会によると、

（8）その他の関連サービス を提供する。

メンバー約 3,000 社のうちの 50％は従業員が 50 人以下

法律の整備でNVOCC急増
法的な枠組みの整備はサービス の内容や事業者の責

す）。

上の伸びとなっています。

で、200 人以上を抱えるフォワーダーは 15％に過ぎない
そうなので、世界中どこでもそうであるように中小のフ
ォワーダーの数が多いのでしょう。

任を明確にし、違反行為に対しては罰金を科すことによ

中国は 2002 年に国際海運条例が施行され、NVOCC の

り健全な発展を促進、自国企業だけでなく外国企業の参

ステイタス が法的に明確になったことで同年夏から登

入も容易にします。米国では 70 年代から大手小売業者

録が始まり、その後 2003 年 7 月では 1,010 社と 1 年間で

がバイヤーズコンソリデーション でアジア から雑貨を

1,000 社を越える NVOCC が登録しました。以降、輸出

輸入していますが、これには NVOCC が大きく貢献して

の急成長を背景に登録数も順調に増えていき、交通運

います。一般的な LCL 混載ではサプライヤーもコンサ

輸部が公表しているデータ（2019 年 3 月 1 日付）で 8,898

イニーも複数ですがバイヤーズコンソリ では複数のサ

社（支店を含む。上海での登録企業は除く）です。外国

プライヤーの輸出商品を NVOCC が FCL にまとめ、荷主

企業の進出は圧倒的に上海中心なので、機能効率化のた

として船社から割安な運賃を引き出し、着地ではコンサ

め上海には登録許可権を与え、上海市交通委員会が掌握

イニーは1社なのでCFSを経由して開梱する必要はなく、

しています。ここでの登録分は 2021 年 3 月 31 日時点で

コスト とリードタイム が短縮できることで 80、90 年代

3,649 社となっています。全体では NVOCC 事業者数は

にボリューム が拡大、太平洋航路では 9 月の新学期や年

約１万 2,000 社以上の規模です。

末のピークシーズン には大量の荷動きとなり、NVOCC

このように見てくると、この 30 年間、貿易構造の変

の参入も促進されました。2000 年以降も中国からの輸

化やそれに伴う荷主の原材料・部品調達やサプラーチェ

入が拍車をかけ、全米小売協会（NRF）のまとめでは

ーン の多様化などを背景に NVOCC への参入は世界的に
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現在の登録数は 11 月初めの時点では NVOCC が 7,017 社、フォワ
ーダーが 3,154 社、合計で 1 万 171 社と 2000 年からは NVOCC が
3.7 倍、フォワーダーが 2 倍以上の伸びとなっています。
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着実に伸びています。日本の

時、「もう下請けとは言わせない！」と笑いながら冗談

海外に進出する顧客のために現地物流の調査、原材料調

NVOCC（利用運送事業）業界を

めかして言っていたことが懐かしく思い出されます。

達、生産物流管理、倉庫管理、通関、現地物流など日本



リード してきた JIFFA が設立さ



れたのは 1981 年です。すでに

で提供しているサービス を現地の実情に合わせて提供

海外進出で業容を拡大

していくことが求められるため、単独あるいは現地の代

NVOCC 事業を展開していた海

日本企業の東南アジア進出は戦後の賠償、借款を経て

貨業者 11 社が発起人となって

70 年代には直接投資に移行していきますが、製造・販

います。2011 年に刊行された

売拠点はまだ主要輸出マーケット の米国・欧州に置か

『JIFFA 創立 30 年史』に「時代

れていました。 為替相場が 73 年に完全変動相場制に移

の要請、とはいえよくぞ育った難産の子」というタイト

行し、85 年のプラザ合意後は円高の流れが世界的に容

JIFFA 会員は協会設立当初から顧客の要請に応じて日

存在感も増しています。
Drewry によると、1980 年当時 CLECAT
ル で設立直後の
が、欧州約
20 国のフォワーダー団体を傘下に置く
は 1 万1986 年に企画された OB の座談会が再

認されると労働コスト の安いアジア諸国へ生産拠点を

本と海外と結んだ複合輸送を中心に総合物流事業を展

徐々にシフト していきます。当初移転先は韓国、台湾、

開しています。JIFFA では会員の「国際化」について

香港など近隣の極東諸国でしたが、90 年代に入るとさ

1983 年から定期的に追跡調査をしていますが、83 年当

らに生産コスト の安い労働マーケット を求めて、シン

時（会員数 107 社）ですでに 59 の現地法人がビジネス を

ガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピ

展開していました。次ページ下の棒グラフ で見ると会
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欧州の NVOCC/フォワーダーダーの正確な数は把握できません

急速に伸びているとともに世界のコンテナ輸送における

JIFFA会員数の推移

NVOCC のマーケットシェア は 10％程度でした。それが

掲されていますが、これには協会設立にこぎつけるまで

9,000
社以上のフォワーダーの利益を代表し、欧州のフォワーダー
2000 年代、2010
年代と順調に伸びていき、現在では世
のいきさつや、業界の方々の奔走が語られており、業界
界のコンテナ船スペース の 40％以上が NVOCC によって

を何とか世界の水準に押し上げようとする OB の方々の

埋められていると考えられます。

熱意が伝わってきます。当時は 84 年海事法発効の前で

は海上貨物の 65％を扱っていると説明しています。1 万 9,000 社は

賛助会員 賛助会員 賛助会員数 正会員の
太平洋航路でみると、米国の輸出入データサービス
すから NVOCC
という名称は馴染みがなく、総じてフォ
和暦
正会員
賛助会員
多いような気もしますが、ドイツのフォワーダー協会によると、メ
会社

団体

事務局
ン、さらにはベトナム へと ASEAN 諸国への南下が続き、
員数

会社＋団体 年間増減
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ワーダーと呼ばれていました。乙仲という呼び名が使わ
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期船貨物の取次をする業者で、現在では法律上存在しま
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ットシェア は 53.1％と初めて船社ダイレクトブッキン
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5 日本橋イヅミビルに移転 3人

ンバー約
3,000 社のうちの
50％は従業員が
501982
人以下で、200
人以 0
記事によると、21
年 1-8 月の 8 カ月間でアジア
から米国
れることもありましたが、乙仲は戦前の法律のもとで定
S57
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上を抱えるフォワーダーは 15％に過ぎないそうなので、世界中ど

のオーガナイザーとして業容を拡大していきます。

設立30年で1億トン突破

員の海外進出ぶりが一目瞭然です。リーマンショック前

90 年代後半には潤沢な労働力を抱え経済開放が徐々に

の 2007 年までは 30 度くらいのきれいな右肩上がりの直
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進んできた中国へと流れが変わり、この傾向は 2000 年

線が描けそうです。90 年代前半まではアジア諸国では

2

代に入ると一気に加速、欧米、台湾、韓国などの製造業

まだ外資規制が厳しいため欧米が中心です。95 年（会員

も中国に殺到します。

198 社）の調査で見ると、現地法人数は米国が 73、欧州
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からここでは使わないことにします。
こでもそうであるように中小のフォワーダーの数が多いのでしょ

理店と提携してサプライチェーン を構築し、国際輸送

社団法人設立時
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製造業者の海外移転は、その貨物の取扱業者にとって

が 59、アジア が 89 で中国は 6 に過ぎませんが、その玄

は試練であるとともに大きなビジネスチャンス でもあ

関口となっていた香港は 44 です。中国の駐在員事務所
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ります。フォワーディング や NVOCC サービス を提供し

は 96 で全地域を含めて最多で、2 年前の調査からは 62
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に参入する物流業者も増えていきます。
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ったと言われています。さらに、NVOCC は運送手配だ

割りになっていた輸送モード の貨物取扱事業が横断的・
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305
15
5
10
5+10
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効率的と言えるのかもしれません。

日本でNVOCCは利用運送
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NVOCC にもスペース供給先の範囲を広げていきました
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ト、19 年同期の 43.9％に比べると 10 ポイント近く上昇

ル 50 と外資規制のない国・地域が上位を占めています。タイも 29
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と 95 年のゼロから勢いがついてきましたがベトナムはまだ 1 で

す。2000 年代の 10 年間ではアジアの現地法人は 618 へと 90 年代
の 315 から 2 倍以上となりました。


























JIFFA 会員の複合輸送貨物取扱量は、海外進出に伴う



















た。年間の貨物実績は 1990 年代末のアジア金融危機、

300,000

速と同時多発テロ、2008-09 年はリーマンショック の影

外貿コンテナ貨物に占めるJIFFA会員のシェア推移

右肩上がりで推移してきました。輸出入合計で 1,000 万
トン を超えたのが 1990 年（正会員数 161 社）、5,000 万ト
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ン を超えたのが 2003 年（同 305 社）、そして 2014 年（同
倍以上に達しました。現地法人は米国が 69、欧州 85、

458 社）に 1 億トン を突破しました。統計をとり始めた

2010 年以降も現地法人の設立は続いていますが 2000 年代ほどの
アジア が 311 と状況は一変しています。中国は 05 年 12

150,000

25.0

1984 年（同 114 社）の 192 万トン と比べると 30 年の歴史

20.0

(註：JIFFA実績は年度のレベニュートン）

月に外資 100％の国際フォワーディング（貨運代理）を

の重みを感じます。

100,000

勢いではなくなり、一方で駐在員事務所の現法への格上げ傾向が続

認める規則を施行しましたが、この時点では 98 で前回

%
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響などで短期的に落ち込むことはありましたが、堅調な
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2001 年は米国の IT バブル崩壊に端を発した世界同時減




業容拡大や会員数増大に比例して順調に増えてきまし

物量増大でNVOCCのシェアアップ
の調査よりも大幅に増えてはいますが、新規則の影響は
いており、これまでの進出から現地体制の強化が目立つようになっ

15.0
10.0

50,000

さほどでていません。アジア ではそのほか香港 70、シ

それでは JIFFA 会員の取扱量伸び率は日本の国際コン

ています。タイ も 29 と 95 年のゼロ から勢いがついてき

それともそれを凌いでいたのでしょうか。港湾近代化促

ましたがベトナム はまだ 1 です。2000 年代の 10 年間で

進協議会（近促協）がまとめた全国コンテナ取扱港の外

はアジア の現地法人は 618 へと 90 年代の 315 から 2 倍以

貿コンテナ貨物量データ によると、輸出入合計トン数

上となりました。
2010 年以降も現地法人の設立は続いていますが 2000

で2000年（53港の合計）は1億9,189.7万トン、2019年（66
29
港）が 2 億 6,486.4 万トン で 19 年間の年率平均伸び率は

ます。上のグラフ は JIFFA 実績と近促協の外貿コンテナ

た港湾運送事業の副業的存在の域を脱することができな

年代ほどの勢いはなくなり、一方で駐在員事務所の現法

1.71％。これに対して JIFFA 会員の取扱量は輸出入合計

データ から JIFFA のシェア を割り出したものです。前

い」と憂い、世界に類を見ないほど顧客に寄り添ったそ

への格上げ傾向が続いており、これまでの進出から現地

のレベニュートン で 2000 年が 4,148.1 万トン、2019 年が

述のように、2 つのデータ は年度と暦年、レベニュート

のサービス は群を抜いているが、そのような優秀な運

体制の強化が目立つようになってきました。現時点では

1 億 1,914.2 万トン、年率平均伸び率は 5.78％で外貿コ

ン とメトリックトン とベース の異なる数字をもとにし

送業者が「なぜフォワーダーとしてのステータス を兼

最新の調査となる 2018 年1 月時点では、会員が 497 社で、

ンテナの伸び率の3.4倍で推移してきたことになります。

ていますから、これをもとに JIFFA のシェア を論じるこ

ね備えるのにこんなに時間がかかるのであろうか」と嘆

米国の現地法人は 72、欧州が 104 に対してアジア は 841

外貿コンテナ の単位がメトリックトン で JIFFA のそれ

とはできませんが、わが国の NVOCC の立ち位置を推し

き、「海運貨物、航空貨物運送業者こそは紛れもないフ

はレベニュートン ですが、伸び率の推移では実情を反

量ることはできるかもしれません。

レイトフォワーダーであると、名実ともに称することの

5.0

てきました。現時点では最新の調査となる
2018 テナ貨物量全体の伸び率に連動していたのでしょうか、
年 1 月時点では、
ンガポール
50 と外資規制のない国・地域が上位を占め
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映しているものと考えられます。
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JIFFA 会員の取扱量の伸びが外貿コンテナ のそれを

してきたことが窺えます。新興のインド は 31、ミャン

上回っているのであれば、外貿コンテナ全体に占める

マーが20、カンボジアにも8社が現法を設立しています。

NVOCC のシェア も拡大しているはずです。昭和 62 年度

会員数
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JIFFA会員の海外進出状況
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（JIFFA メンバーがコンテナトレード ごとに占めるシ

できる日の一日も早い到来を心から願うものである」と

ェア は本号「2020 年度 JIFFA 会員の輸出入コンテナ本

結んでいます。島田氏の願いが叶うまでにはさらに長い

数ベース のシェア」（ページ 36 参照）

時間を待たなければなりませんでしたが同氏がこの原稿

むすび

フォワーダーの 61 年（1986 年）のシェア

綾小路きみまろさんではありませんが「あれから 40

を書かれた当時から 38 年経ったいまではフォワーダー
の業容は大きく拡大し、ロジスティクス のオーガナイ
ザーとしての存在感を示しています。

は、日本発米国向け海上貨物を例にと

年！」です。フォワーダーの業務もマニュアル からデ

この 10 年間、コンテナ船社は 20,000TEU という超大
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ると、全体の 10% 弱と推定されている」

ジタル化へ、書類の作成はボールペン からワードプロ

型船を次々に投入していますが、これだけのスペース を

800

という記述があります。86 年当時は米

セッサー、パソコン へ、通信手段はテレックス、ファ

BCO（Beneficial Cargo Owner）との契約だけで埋めるこ
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国が JIFFA 会員の最大の貿易相手国でし

ックス、e メール へと変わっていきました。設立当初の

とは難しく、大量の貨物を提供できる大手 NVOCC は重
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たから、世界全体では 10％弱をさらに

1983 年の JIFFA ニュース に島田信生氏（誠貿易運輸）が

要な存在となっています。また、東南アジア のように
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下回っていたはずです。

次のような寄稿をしています。

荷動き量は大きく伸びているにもかかわらず、NVOCC
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1986 〜 2000 年は会員の取り扱いが年

「FIATA の会議に参加していつも深く考えさせられる

のシェア がまだ 20％台と今後の浸透が期待できる地域

率平均で 15.82％という高い伸び率で拡

ことは、わが国のフレイトフォワーディング業の立ち遅

も多々あり、伸びしろは十分です。50 周年までの 10 年

大していきましたから、2000 年当時は

れについてである」「フォワーダー専業では業として成

間でまた新たな飛躍が期待できそうです。

シェア が 20％を超えていたと推定でき

り立つまでになっておらず、海運、航空貨物事業を含め
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40周年記念特別寄稿②

日本の国際複合輸送はコンテナ化と軌を一に
フォワーダー／NVOCCの半世紀の軌跡
広報委員会

前出の JIFFA 発足へ先ぶれの国際複合輸送に関する勉強

ワーダー専業組織であるのに対し、日本海運貨物取扱同

会には三菱倉庫、ケイヒン、三井倉庫、住友倉庫の 4 社

業会は港運事業法上の海貨元請け：ドメスティックフォ

が参加、国際複合輸送サービス にあたって海外の受け

ワーダーとともに国際複合輸送委員会で国際化に対応中

皿としてパートナー設定（代理店）のための契約内容や、

で、現在、FIATA には両組織で加盟している。

Forwarder's Cargo Receipt（FCR）文書など共通の問題解

JIFFA は草創期から実務的な役割を強め国際標準約款

決に向けて話し合う場となっていた。早くから国際輸送

をもとに 86 年にスルー（複合輸送）B/L の JIFFA MT B/L

に着目したケイヒン（当時は京浜倉庫）はこのとき欧州

を制定、以後ヘーグ・ヴィスビー・ルール に則った新

の Schenker（独）との相互代理店契約を結び、わが国物

JIFFA MT B/L 約款や JIFFA FCR、コンソリデ̶ション・

1970 年代は日本におけるコンテナリゼーション の草

ォワーダー／ NVOCC としてアジア へと相次ぎ進出、今

流事業者として先駆けた動きを見せている。世界的な

ルール も策定、複合輸送士の養成など広範囲に活動を

創から台頭へのステップ を踏む時期であり、同時にコ

日のほぼ＜50 年＞に及ぶフォワーダー／ NVOCC の複合

Schenker の日本とのかかわりはこの時点からとなる。

営み、JIFFA はまさに日本の国際フォワーダーの拠って

ンテナ輸送を通じた国際複合輸送の実質的な黎明期でも

輸送の展開につながっている。

あった。1968 年 9 月に日本郵船の

箱根丸

が北米航路

に就航して日本船のコンテナ化がスタート したが、フ

専業フォワーダー／ NVOCC の登場

1980 年代〜
“ 前史” を経て JIFFA が 81 年にスタート

立つ存在として委員会を通じて海外、国内両面で「フォ
ワーダーの時代」を支えている。

1984 年米海事法が発効で NVOCC 台頭目立つ
今その NVOCC は＜総合物流企業＞へ拡大発展

ォワーダー業界でも 1972 年に国際複合輸送の展開へ大

フォワーダー発祥の地・欧州では FCL のみの概念だっ

この勉強会に続き、その延長線上で 79 年にはこの 4

手倉庫 4 社が勉強会の場を持ち、のちに 1981 年設立の日

たが、FCL（Full Container）ベース のものから、LCL（小

社と日本通運、大森回廻漕店、日新で業界団体設立に合

本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会（現

口混載）へと進み、日本郵船の流れで友好海貨などと合

意、さらに 80 年には日本海貨会長会社の内外日東やト

フォワーダーの概念は欧州で生まれたが、1984 年 6 月

国際フレイトフォワーダーズ協会）へとつながる。そう

弁で 1973 年に設立したトランスコンテナ（TCL）はニュ

レーディア、名港海運、日本紙運輸倉庫を加えた海貨・

に米国の海事法が発効して NVOCC の定義が法律で裏付

した流れが、いまや一般化した日本におけるフォワーダ

ートラル なコンソリデーター (Consolidator）として 87

倉庫 11 社で設立準備委員会を立ち上げ、ここまでが 前

けられたことにより、フォワーダーにとって NVOCC と

ー／ NVOCC 業界の動きの原点でもあり、さらに 1980 年

年に設けた米国現地法人をはじめ欧州ドイツ の支店やア

史 （『JIFFA30 周年史』より）。81 年 10 月に理事・監事

して日米間の複合一貫輸送進出への新たな道が大きく開

代に入り米国の 1984 年海事法施行で NVOCC がクローズ

ジア に展開し 150 人スタッフ で今日も活発に活動中で 18

へ 11 社プラス後藤回漕店、タカセ（当時高瀬運輸）、ト

かれた。荷主に代わって輸出入貨物をみずから輸送業者

アップ され、70-80 年代はコンテナ化と軌を一にしてわ

年 3 月には新 TCL Web ブッキングシステム を稼働し

ナミ国際物流（同日本運輸）、明正（同明正交易企業）、

の立場（ハウス B/L 発行）で運ぶこと、つまり船舶を持

が国の国際複合輸送サービス の展開へ大きく動き出し、

ており、同社は国際複合輸送のフォワーダー／ NVOCC

互興運輸、誠貿易運輸（同マコトオーバーシーズサービ

ってみずから輸送には携わらないが輸送主体者となって

現在では国際物流において荷主にもっとも近く

貨物輸

専業の先駆け。また欧州で「混載輸送」を初めて手が

セス）の 17 社を軸に JIFFA が会員 83 社でスタート。設

実運送は船社にゆだねるということが認知され、しかも

の実勢を左右する勢力として存在感を一段と増して

けたオランダ の Votainer が西濃運輸との合弁で立ち上げ

立にあたっては船社の立場で日本船主協会からはフォワ

船社および荷主との運賃交渉（サービスコントラクト：

2016 年に創業 30 年となったセイノーロジックス も日本

ーダーの台頭は対荷主という点でも船社は単に運び屋的

SC）権も持ち、米連邦海事委員会（FMC）へのファイル

における混載輸送の草分け的な存在の有力コンソリデー

な位置づけになりかねないとの懸念や陸海空、港運と多

で活動ができる。

ター専業会社。さらには信永海運も 1978 年に設立、シ

様な業界にかかわるなかで「複合輸送」の線引きも難し

いまはほとんど消滅している海運同盟が存在した当時

ンガポール、香港向けコンテナ貨物集荷で事業を開始

いなど論議が噴出し、立ち上げに至るまで決してスムー

は NVOCC が同盟との SC を結ぶためのボリューム かせ

し、アジア向けに特化したコンソリデーターとして実績

ズ とはいえない側面もあった。

ぎでフォワーダーの共同コンソリ・集荷会社を設立した

送

いる。

1970 年代〜
日本の国際複合輸送の黎明
フ ォ ワ ー ダ ー ／ NVOCC に よ る 日 本 の 国 際 複 合 一
貫輸送サービス の

走り

はシベリアランドブリッ

を重ね、やはり有力専業の 1 社として名を連ねている。

ジ（Siberian Landbridge：SLB）です。Trans Siberian
Railway（TSR）のサービス は時の全日本海員組合の 90

日本海貨と IAFA が FIATA 加盟

その JIFFA（日本インタナショナルフレイトフォワー

り、一方で、同盟船社は他の盟外船社に貨物が流出す

ダーズ協会、現国際フレイトフォワーダーズ協会）は 85

るのを防ぐための船社系の友好乙仲（海貨）を糾合して

年に社団法人化（2011 年に一般社団化）し、国際複合輸

NVOCC 会社（コーレックス：のちに解散、ジャパンイ

送の発展をリード してきたインターナショナル のフォ

ンターモーダルトランスポート：現郵船ロジスティクス

日に及ぶ未曾有の長期スト で欧州航路の代替輸送ルー

業界団体設立の動きでは、箱根丸就航の年に航空貨物

ト として脚光を浴び、1971 年に本格的にスタート、ジ

フォワーダーの団体で現在の航空貨物運送協会（JAFA）

など）を設立するといった動き、また荷主（商社）系も

ューロ・コンテナー・トランスポート（のちに廃業）を

の前身にあたる日本国際航空貨物輸送業者協会（IAFA）

丸紅物流（現丸紅ロジスティクス）のような受け皿会社

はじめ日新を軸に展開、1975 年には日本トランスシベ

が誕生、さらに 2 年後の 1970 年にオーシャンフレイト

が続出。現在は同盟も盟外船もなく、そうした海運事情

リヤ複合輸送業者協会（TSIOAJ）が設立された。

フォワーダー団体としてドメスチックフォワーダー（海

をきっかけに生まれた NVOCC は総合物流事業者へと独

70 年代はその初頭の SLB をはじめとして日本の国際

貨）の老舗団体・日本海運貨物取扱業会（JFFF）が国

自に発展過程を歩んでいる。

複合一貫輸送はコンテナ化と合わせて日本船（当時は同

際フォワーダーズ協会連合（FIATA）に加盟（翌年には

盟船社）各社が手がけ、1972 年の北米航路船社によるミ

IAFA も加盟）し、日本海貨はこのときすでに会員で国

ニランドブリッジ（Mini Landbridge：MLB）など北米向

際物流を意識し対応に動いていた。ということは、＜国

けサービス が始まり欧州、北米を中心に、以後海貨 / 港

際化＞を意識し、大手どころを中心に複合一貫輸送サー

1990 年に外航海運の利用運送事業、つまり国際フォ

運、倉庫系、航空貨物取り扱いの物流企業がいわゆるフ

ビス へ個々に兆しが見えていたわけで、そうしたなか、

ワーダー／ NVOCC を規定する「貨物運送取扱事業法」

1990 年代〜
「貨物運送取扱事業法」で法的裏付け
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各委員会紹介
が制定（トラック運送事業法と合わせて物流 2 法）
・施行

米国ニューヨーク に駐在員事務所を開き、これは日系

され、フォワーダーが日本で初めて明確に規定された。

物流企業の海外展開の最初。日系では日通のほか日新、

2003 年 4 月にはその改正法の貨物利用運送事業法が施行

名港海運、三菱倉庫などが欧米で先行、その後、中国を

され、日本と海外間の Port-Port の海上ポーション のフ

はじめアジア展開が目立っている。

ォワーディング（B/L 発行主体者）で第一種の利用運送

海外スタッフ の数はワールドワイド の日系フォワー

の登録と、ドアツードア の海上ポーション の前後も含

ダー全体で 14 万人超。1960-70 年代は現法が 40 社に満た

む一貫輸送事業者として第二種利用運送の許可を規定、

ず 80 年代にはいっきに 150 社の現法が増加、90 年代に

NVOCC にとってようやく法律的な裏付けた確立された。

は中国 100 社をはじめベトナム を含め 11 カ国 211 社の現

2000 年代に入って〜
外航利用運送登録許可 1,000 社超

各委員会紹介
◇◆

動を行っています。
昨年からの海上コンテナ輸送の混乱を受け、関係各諸官庁に対策を要請するなど、官
民協力した解決策を模索しております。また DX 推進のあり方を検討し、業界のデジタル
化への対応を図るため、各委員会のサポート を行って参ります。

ているものの、今後はアフリカ展開などが見込まれる。
一方で外国フォワーダーの日本進出は 73 年に英国系
船社代理店が設置されたのが端緒。以後 45 年経過して

ォワーダー）の一種、二種登録および許・認可を受けた

外航利用の取得が 260 社近い。JIFFA の 18 年調査では会

事業者は合計で 1,136 社でいぜん NVOCC（国際フォワー

員中心に 50 社強の現法、合弁会社を数え、西濃シェン

ダー）への新たな進出例が多い。顧客のグローバル化が

カーのように 400 人超、シーバロジスティクス で 325 人、

いまなお進み、これに対応して国内主体の物流事業者も

Kuehne & Nagel の 290 人、Panalpina の 150 人など展開

含め海外との国際複合一貫輸送サービス の基盤を整え

力の高いフォワーダーもみられる。

委員長：三菱倉庫㈱（西川 浩司） 副委員長：日本通運㈱（内田 敏朗）
委

で日本と海外間の輸出（入）ニーズ に対応した国際複合

員：山九㈱（國清 嘉人）、内外日東㈱（坂本 洋一郎）、㈱日新（渡邉 淳一郎）、㈱明正（森 昌彦）

◇◆

総務委員会 ◆

◇

総務委員会は、協会の円滑な運営を支え、健全財政の維持、協会内規の整備や会員相
互の親睦、その他、他の委員会に属さない業務に幅広く対応するため、現在 6 名のメン

る企業が後を絶たない実態を鮮明に表している。
基本的には顧客（荷主）の海外生産シフト やその強化

◇

ての助言や調整などを行っています。また関係各諸官庁や団体との調整や連携などの活

超の現法が立ち上がり、2010-2018 年は比較的落ち着い

年度末時点での外航海運の利用運送事業者（NVOCC/ フ

政策委員会 ◆

政策委員会は協会の活動方針の策定や各委員会の重要な事業計画の立案・実施に際し

法が新設され、2000 年代はアジア進出が目立ち、320 社

国土交通省（総合政策局国際物流課）によると、2020

（写真は委員長）

今後に向けて〜
フォワーダー /NVO の存在さらに鮮明に

バーで活動を行っています。主な活動としては、
・会員の入会、退会についての審査
・JIFFA マーク の使用についての審査

輸送進出へ輸送サービス体制を確立するのが狙いで、外

フォワーダー／ NVOCC の動向は、商法（運送・海商

資系の日本からの輸出 NVOCC への参入もコンスタント

関係）が 2018 年に実に 120 年ぶりに改正、2019 年 4 月か

・コンプライアンス等に関連するオンラインセミナーの開催

にあり、利用運送区間（仕向け地）はワールドワイド が

ら施行され、同時に国際海上物品運送法の一部改正で航

・活動報告会（例年 7 月に福岡、神戸、名古屋にて開催）

多いが、アジア が主流となっており、この傾向は変わ

空運送、複合運送に関する規定が新たに加えられて、商

等があります。

らない。

法上では実態先行から半世紀過ぎて追認の格好でようや

残念ながら、本年度の活動報告会については、昨年に続き新型コロナウイルス感染拡
大により現地開催を取り止めと致しました。

わが国フォワーダーの取り扱い貨物量は JIFFA の集計

く認知された。今後は、海外進出がアジア でインドネ

による国際複合輸送貨物の取扱実績（会員ベース）をみ

シア など ASEAN、さらにはメコン地域での浸透、加え

委員長：内外日東㈱（長尾 佳予子） 副委員長：マコトオーバーシーズサービセス㈱（宮河 大輔）

ると、初めて集計をまとめた 84 年半期（半年間）のデー

てアフリカ への展開にも弾みがつくことが予想される。

委

タ では 196.2 万トン、1990 年は 1,205.5 万トン と初めて

とくに海外 3PL の深化、二国間の複合輸送でなく三国間

年間で 1,000 万トン を突破（FCL、LCL 合計で Co-Load

展開が加速、NAFTA に代わる USMCA（米国・メキシコ・

含 ま ず ）、2000 年 は 同 4,138.1 万 ト ン、2010 年 に は 同

カナダ協定）の発効、英国の EU 離脱（Brexit）、TPP ／

8,387.9 万トン と 10 年で倍増、14 年は 1 億 0,741.2 万ト

2 日間トレード の進展など世界規模での生産・貿易パタ

ン と初めて 1 億トン の大台に乗せ、2018 年までは堅調

ーン の変化で、サプライチェーン の構造も変容してい

な取扱量が続いた。

くことが予想され、グローバル なフォワーディング の

日系物流企業の海外進出も 50 カ国 1,300 拠点

◇◆

法務委員会 ◆

◇

法務委員会は現在 9 名の委員で構成され、JIFFA 運送書類（MT B/L, Waybill）等の普及、
調査、研究を中心に活動しています。
本年度の主な活動として、「JIFFA 運送約款基礎講座」イーラーニング の開催、各種セ
ミナーの開催、「フォワーダーのための Q & A」執筆等を行っています。

取り込みへ競争も激しくなるものの、事業環境としては
チャンス広がりが期待できる。究極のところまできた

一方、わが国フォワーダーの海外進出は現時点では最

「コンテナ物流」の大きな転換点にあって船社はアライ

新の 18 年調査で現法・合弁・駐在員でおよそ 1,300 拠点、

アンス再編、経営統合なども加え構造転換の時にさしか

50 カ国以上に達し、現法の支店などを含めた総拠点数

かるなかで、荷主により近い立場でトータル な国際物

は 3,500 拠点に及ぶものとみられる。日系フォワーダー

流にかかわるフォワーダー／ NVOCC の存在がさらに鮮

では日本通運の米国現法 Nippon Express U.S.A. Inc. が

明になってきそうだ。

1964 年に設立されたのがはじまり。現法設立の 2 年前に

員：山九㈱（藤井 秀基）、㈱住友倉庫（原口 岳久）、三井倉庫㈱（山内 公一郎）、三菱倉庫㈱（佐藤 武）

委員長：弁護士法人岡部・山口法律事務所（津田 勝也） 副委員長：有識者（坂東 昭二）
委

員：山九㈱（馬場 修太）、㈱住友倉庫（橋口 典雄）、㈱損害保険ジャパン（大平 康則）
、
㈱トランスコンテナ（竹田 雅哉）、日本通運㈱（織田 博文）、㈱阪急阪神エクスプレス（井上 博文）
、
（財）日本貿易関係手続簡易化協会（清友 大造）
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各委員会紹介

各委員会紹介
◇◆

広報委員会 ◆

◇

◇◆

フォワーディング委員会 ◆

◇

フォワ−ディング委員会は委員 10 名で構成され、フォワ−ディング業務にかかわる課

広報委員会は会員企業より委員 11 名で運営しております。

題や問題点にかかわる国内外の情報収集を主とした活動を行っています。

主な活動内容は、①「JIFFA NEWS」の隔月発行・編集、②海外向けに発行している
「JIFFA REPORT」の編集、③各種研修会の企画・実施、④ JIFFA ホームページ の見直

また「フォワ−ディング業務の入門手引書」などの刊行物や各種セミナーを通じた情

し、⑤「児童を対象とした物流見学会」開催などとなり、フォワーダー事業や港湾関係・

報の発信や、半期に一度の会員各社輸送実績の集計と公表、官公庁への業界団体として

JIFFA の認知度向上に努めております。

の意見具申等の活動も行っています。

⑤「児童を対象とした物流見学会」はコロナ禍 2 年連続で中止となり、残念でなりませ
んが、来年の無事開催に向け委員会一同張り切って企画検討を進めております。
また、JIFFA 設立 40 周年記念として来年早々に講演会を企画しております。
委員長：㈱日陸（倉本 広志） 副委員長：セイノーロジックス㈱（藤澤 康成）、ケイヒン㈱（前田 耕一郎）
委

員：インターフロータンクコンテナシステム㈱（岩下 亨）、亀一貿易㈱（亀井 清史）、

委員長：日本通運㈱（織田 博文） 副委員長：㈱宇藤（園田 浩司）、㈱日新（中島 剛）
委

員：タカセ㈱（高山 秀晴）、日本紙運輸倉庫㈱（粟屋 太郎）、丸全昭和運輸㈱（海野 秀樹）、
三井倉庫㈱（網野 英男）、三菱倉庫㈱（西馬 智彦）、郵船ロジスティクス㈱（黄 永義）、

ケイラインロジスティクス㈱（鳥居 章子）
、㈱サンオーシャン（秋田 栄和）、

㈱ユニエツクス NCT（相川 真助）

日本フレートライナー㈱（井出 茂樹）
、兵機海運㈱（金川 幸平）
、マコトオーバーシーズサービセス㈱（新開 直人）
、
三井倉庫エクスプレス㈱（前畠 弘和）
、
特別委員：㈱オーシャンコマース（永元 昭）

◇◆

◇◆

教育委員会 ◆

◇

国際交流委員会 ◆

◇

国際交流委員会は 12 名で構成され、
1．海外物流事情調査の実施

教育委員会は総勢 12 名の精鋭委員で構成されています。

2．海外諸機関及び諸団体（含む FIATA）との交流促進

新入社員研修会・中堅社員基礎研修会・国際複合輸送集中講座・国際複合輸送資格認定

3．国際交流に関連した研修会の検討・実施

講座、そして海外駐在員のための研修会の開催、国際複合輸送業務の手引の編纂等、幅

を主な活動内容としています。新型コロナ の影響で 1 の海外物流事情調査は中止してお

広く活動しています。

りますが、2 の海外諸機関・団体とはオンライン を活用した交流とし、3 の研修会も、ウ

目まぐるしく変化する物流業界の中で、活躍できる人材育成は喫緊の課題となるでし

ェビナー形式で実施し、ウィズコロナ でも活動を継続しております。

ょう。教育委員会はこれからもより良い施策を推進して参ります。

委員長：山九㈱（笠井 達二） 副委員長：日本通運㈱（浅野 英樹）、名港海運㈱（石井 直紀）
委員長：㈱大森廻漕店（濱田 雅弘） 副委員長：イーキューワールドワイド㈱（古閑 睦夫）、㈱日新（折原 邦男）
委

委

員：㈱上組（横田 晋作）、キューネ・アンド・ナーゲル㈱（尾川 健）、義勇海運㈱（松田 清）、
互興運輸㈱（秦 顕文）、㈱後藤回漕店（堀江 賢二）、㈱住友倉庫（橋口 典雄）、トレーディア㈱（中野 友介）、

員：㈱近鉄エクスプレス（志田 あや）、ケイヒン㈱（谷口 文子）、ジャパン・バン・ラインズ㈱（藤川 穂高）、

内外日東㈱（山田 英史）、フライングフィッシュ㈱（金子 裕徳）、㈱ヤマタネ（鈴木 晴夫）、

日通 NEC ロジスティクス㈱（桑原 和人）、㈱日立物流バンテックフォワーディング（牧野 和隆）、
㈱フジトランスコーポレーション（原 祐二）
、三菱倉庫㈱（富田 明）
、名港海運㈱（安藤 陵太）
、

◇◆

㈱明正（出口 彰宏）

◇◆

語学研修委員会 ◆

情報委員会 ◆

◇

現在 14 名の委員で構成され、NACCS 対応や内閣府・国土交通省のサイバーポート対応

◇

に参画し、業界意見などを行ってきました。今後も情報の進歩に即して、情報収集を広

語学研修委員会は現在 7 名の委員で構成され、英語・中国語を中心に、また活気あるア

げて会員へフェードバック したいと思います。

セアン にも注目し、アセアン言語の取り組みを行い、語学のみならずその土地の文化・

物流に係る IT 関連情報など定期的にセミナーを実施、2019 年 1 月にブロックチェーン

歴史を通しての言語の成り立ちなどを学習しています。

技術を活用した次世代の貿易プラットフォーム への取り組みの件を、実施しました。

委員長：ケイヒン㈱（渡部 雅泰） 副委員長：澁澤倉庫㈱（林 克憲）、協同運輸㈱（久木田 尚子）
委

員：東海運㈱（吉川 大雅）、㈱近鉄エクスプレス（隠岐 馨）、Shippio ㈱（土屋 隆司）
、

委員長：インターナショナルエクスプレス㈱（小嶋 明） 副委員長：澁澤倉庫㈱（二井林 直樹）

㈱南海エクスプレス（廣本 健）、㈱日成（大貫 幸宏）、日鉄物流㈱（坂内 善之助）、

委

㈱日通総合研究所（橋本 正和）、㈱日本運搬社（元結 史博）、日本通運㈱（下浜 秀則）、

員：ケイヒン㈱（中畑 網治）、安田倉庫㈱（斉藤 明弘）、センコー・フォワーディング㈱（武井 秀臣）、
㈱日新（奥村 美光）、日本トランスシティ㈱（川村 健治）

三菱倉庫㈱（桝田 浩司）、郵船ロジスティクス㈱（佐原 義浩）
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写真で辿る港の記憶

東京・横浜・名古屋・大阪・神戸

Memory of the Port 写真で辿る
港の記憶

JIFFAが設立された40年前は1981年、年号
で言うと昭和56年。昭和・平成・令和と3つの
年号を跨ぎ現在に至る。
様々な時代の変化とともに忘れ去られることも

横浜港

数多し。ここでは港の記憶を止めるべく、約40
年の時代の隔たりを写真で辿ります。
（文章：JIFFA事務局）

東京港

1986年：写真中央に中央防波堤がありま
すが、外側の東半分しか形を成しておらず、
お台場もこの頃は未だ何もありません。写
真右部には1983年開業の東京ディズニーラ
ンドがありますが、いまディズニーシーの
ある場所は空地となっています。

本牧埠頭のD突堤が完全には
造成されていません。対岸の
大黒埠頭もいま海づり公園が
ある辺りが埋め立て中のよう
です。

1982年撮影

1981年撮影

（横浜みなと博物館所蔵）

（写真提供：東京都港湾振興協会）

©東京都港湾局
現在

（写真提供：東京都港湾局）

中央防波堤が外側まで埋め立てられ、海の森公園や様々な施設が確認できます。
青海・大井ふ頭も色とりどりのコンテナで満たされており、東京港のコンテナ取扱量の増加を物語って
います。お台場の開発も進み、レインボーブリッジで対岸とつながっているのが分かります。

2021年撮影

（写真提供：横浜市港湾局）

写真中央部に見えるベイブリッジの開通によって、本牧〜大黒間の輸送がかなりショートカットされま
した。右下には横浜港シンボルタワーが完成しており、船舶の安全の守り神となっています。D突堤の
南側には新本牧埠頭の造成も開始されており、これからも益々の発展が期待できます。
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写真で辿る Memory of the Port
港の記憶

Memory of the Port 写真で辿る
港の記憶

名古屋港

大阪港

1983年：大阪南港を南西側から
見た写真です。ニュートラムは既
に開通しているものの、施設もま
ばらで空地が目立ちます。対岸の
舞洲は未だ埋め立て中、夢洲に至
っては外枠らしきものが確認でき
る程度です。

金城ふ頭：1981年撮影（左）、現在（右）

（写真提供：名古屋港管理組合）

名古屋港の中でも最も古くから開発されている内港地区だけあって、1981年の時点で様々な物流施
設があるのが確認できます。現在は物流施設だけでなくレゴランドジャパンのような大型の集客施設
もあります。

ガーデンふ頭：1981年撮影（左）
、現在（右）

1983年撮影

（提供：大阪港湾局）

（写真提供：名古屋港管理組合）

1981年時点では空地が目立ちますが、2021年には隅々まで開発が進んでおり、シートレインランド
の大観覧車が確認できます。その隣には水族館があり、年間200万人以上の来訪者を迎えています。
ポートブリッジを挟んだ対岸には名古屋港ポートビルがあり、独特な形状が印象的なランドマークと
なっています。

2020年撮影

（提供：大阪港湾局）

2020年：南埠頭地区に関西電力の発電所が完成しています。咲洲の開発もかなり進んでおり、インテッ
クス大阪等の大規模施設が確認できます。夢洲も完全に形を成しており、DICTにコンテナが整然となら
んでいるのが見てとれます。舞洲は今ではセレッソ大阪やオリックスバファローズのグラウンドをはじ
め様々なスポーツ施設があり、市民の憩いの場となっています。
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写真で辿る Memory of the Port
港の記憶

港の風景

神戸港
JIFFA 設立 40 周年記念号発行にあたり、「港の風景」の写真を募集いたしました。
ここでは皆様から寄せられた様々な港の風景をご紹介いたします。

ポートアイランドを西側から
見た写真です。まだ第2期工事
が始まっていないため南半分
が埋め立てられておらず、中
央部も空地となっています。

1980年頃撮影

（写真提供：神戸観光局）
①名古屋みなと祭り

筏師一本乗り大会

海の日に合わせて行われる港まつりのイベントの一つです。
昨年、今年はコロナで港まつり自体が中止となっており、来年こそは行われることを願います。
（筏師一本乗りは名古屋市の無形民俗文化遺産に指定されています）

現在

（写真提供：神戸市港湾局）

ポートピア跡地には高層ビルが林立し、近代都市の趣です。第2期の埋め立ても完了、埠頭に
は赤白のガントリークレーンが多数稼動しており日本有数の取扱量を誇る神戸港の物流を支え
ています。スカイブリッジを挟んだ南側には神戸空港も完成しており、空からのアクセスも抜
群の一大物流拠点となっています。

②名港水上芸術花火

ガーデンふ頭で先週末の10月23日に行われた花火大会で、新名港ビルの屋上から（特別
な許可をとって）撮影したものです。
新ビルから眺める初めての打ち上げ花火で、屋上での風は強かったものの、天候には恵まれ、
綺麗に見られました。
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①〜③：名港海運株式会社

港の風景

A様

⑧インド・ジャイプール出張中での一場面
③ガーデンふ頭

喧々諤々の議論の後にカフェで日印繋ぐカレーパン！

海王丸

ふ頭に停泊する練習帆船「海王丸」をシルエット
にした港の夕景です。
「日本丸」も含め、練習帆船の名古屋港への来港は
年に１回あるかないかというくらい少ないです。
来港の際は甲板や内部を見学できる一般公開も行
われていましたが、コロナが流行ってからは来港は
しても、一般公開は自粛されているようです。

⑨シンガポール・PSA港内でのトランシップ作業立合い

ワクワクドキドキ

⑧〜⑩：三菱倉庫株式会社

④我が町・横浜、みなとみらいから
山九株式会社 国際物流推進部

はじめての積替え立会い

鶴田 和夫様

⑩シンガポール・PSA港遠景

⑪シンガポールのコンドミニアムからの風景
セイノーロジックス株式会社

⑤横浜港大黒埠頭内
株式会社 日陸

H.K様

⑥東京港大井埠頭
株式会社 日陸

H.M様

井上 和弥様

⑦新門司ターミナル/北九州市新門司港
ECLエージェンシー株式会社 Y.S様

⑫横浜港YCCの屋上から撮影した朝焼け時の船
早川海陸輸送株式会社 営業部・国際物流部・倉庫部
取締役部長 加藤 亨様

藤澤 康成様
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の歴史を振り返る
JIFFAの歴史とともに発行されてきたJIFFA NEWS。
協会の歴史とともに、節目の表紙をピックアップして振り返ります。

記念すべき創刊号
（1981年11月）

社団法人1周年記念特別号
（1986年11月）

第100号記念号
（1999年5月）

第

社団法人15周年記念特別号
（2000年11月）

第124号より
レイアウト変更
（2003年5月）

JIFFA
News

151

号

一般社団法人

2007年11月

一般社団法人

物流見学会のイラストが
初めて表紙に
（2007年11月）

社団法人10周年記念特別号
（1995年9月）

国際フレイトフォワーダーズ協会

第

178

直近の児童の物流見学会のイラスト掲載の第222号。
再開が待ちどおしいですね。
（2019年9月）

第94号よりレイアウト変更
（1998年5月）

季節を映し出すJIFF NEWS表紙の写真もお楽しみください。

春

夏

秋

冬

社団法人20周年記念特別号
CD-ROM付き
（2005年11月）

号

FA
JIF ws
Ne

2012年 5月

17 5

号

1
年1
2 011

第

月

国際フレイトフォワーダーズ協会

設立25周年記念号
（2010年11月）

一般社団法人
国際フレイトフォワーダーズ協会
として初めての第178号
（2012年5月）

第200号
（2016年1月）

今後も皆様の四季折々の写真（海外での写真も）の応募、お待ちしております。
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2020年度JIFFA会員の輸出入コンテナ本数ベースのシェア

輸出が39％で横ばい、輸入は2.2ポイント増の40％でやや拡大
JIFFA事務局
JIFFA として会員が NVOCC として取り扱うコンテナ

はタイ、ベトナム がいずれも 38％とアジア の中では

貨物数量をTEU単位で集約を始めて2年になりました。

高い水準を維持していますが、ベトナム は前年からは

昨年 CTS（英国）HIS（同）など世界のデータサービス

5.5 ポイント落ち込みました。最大マーケット の中国

会社の提供するデータ や日本海事センターのデータ を

は 2.2 ポイント減で 36% でした。先進国マーケット で

基に、主要航路別の JIFFA 会員シェア を算出してみま

は米国が前年並みの 40% と高い水準を維持し、欧州は

した。コロナ禍でいまだ海上コンテナ船運航状況の混

3.9 ポイント上昇して 33％と 30％台に乗せました。

乱が続く 2020 年度の結果は、まだ完全なデータ が揃

輸入は全体の TEU 数は減ったものの、JIFFA 会員の

わず一部推定の部分がありますが、以下の表の通りで

取り扱い TEU 数は微増となり、シェア が２％ほど増え

す。

ています。アジア でもっともシェア が大きいのは輸出

輸出は全体として 2019 年度より TEU 数が減少して

同様香港とシンガポール で 58％と 55％。中国は 45％

おり、JIFFA 会員の取り扱い TEU 数も減りましたが、

で 3.4 ポイント減となりましたが、輸出入ともにもっ

NVOCC のシェア は 39％とほぼ変わらない状況でした。

とも TEU 数が多い中国で NVOCC のシェア が減少した

シェア がもっとも大きかった仕向け地は前年同様香港

のは、昨今のスペース やコンテナ不足が影響してい

で 63％を占めています。これは香港が古くから貿易の

るかもしれません。ベトナム、タイ もそれぞれ 45％、

中継港として栄え、現在でも人口 750 万人の小さな島

43％と高い水準を維持しています。そのほかの東南ア

で年間 2,000 万 TEU 近いコンテナ が取り扱われている

ジア諸国は輸出入ともに JIFFA 会員の取り扱い TEU 数

実績からも分かるように、中国本土への、あるいは本

は微減で、シェア も伸長していません。国によるばら

土からのゲートウエイ として機能し、そのため物流は

つきはありますが、フォワーダーがまだシェア を伸ば

香港経済にとって重要な産業で、大小合わせて 300 社

せる市場であることが分かります。元来フォワーダー

以上フォワーダーが登録され、ロジスティク を主導し

の強い欧州は前年比 5.7 ポイント増の 31％と輸出入と

ていることが要因だと考えられます。シンガポール が

もに NVOCC のシェア が拡大しており、JIFFA 会員の取

40％と高いのも同様に理由と言えそうです。アジア で

り組みが端的に表れています。
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SELAMAT SIANG !（セラマ
シアン）
「消費税の適格請求書等保存方式
（インボイス制度）
について」
こんにちは
!
（会員限定）オンラインセミナー開催
第 2 回アセアン言語（インドネシア語）セミナー開催
総務委員会
語学研修委員会

総務委員会では、消費税の軽減税率制度の導入に伴い、令和5年10月1日から実施される消費税の適格請求書等保
存方式
（いわゆるインボイス制度）について、財務省主税局から講師をお招きし、9月にオンラインセミナー
（ライブ
語学研修委員会では、本年度も東京農業大学国際食料情報学部非常勤講師のホラス
ユミコ先生を迎え、7月19日
配信）を開催しました。
（金）に2回目のセミナーを実施、16名が参加されました。

インボイス制度の実施後は、買手としては消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、売手と
活況あるアジアでインドに次ぐ2億6500万人を有するインドネシアは、多民族、多文化、多宗教、多言語が共存し
しては買手からの求めに応じてインボイスの発行が必要となります。また、インボイスの発行を行うには、本年10
ています。中でも統一の言語をつくりだし、国民をまとめる力があり、分かり易く、覚えやすいインドネシア語の成
月1日に開始された「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
り立ちや、背景などを丁寧ご説明頂きました。
今回のセミナーでは、インボイス制度の概要、現行制度からの変更点、及びどのような準備が必要となるかについ
人口ボーナスでまだまだ成長性があるインドネシアには、会員各社が多数進出しており、今後も経済成長、イスラ
て具体例を交えて解説頂きました。
ムの商圏、若い人口などの魅力で東南アジアをけん引する様相です。これからインドネシアに関わる方や、新たにイ
また、令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の見直しについても併せてご説明頂いています。
ンドネシア語を習おうとする方など、受講者の皆様の動機は様々ですが、アンケートから全員が満足され、是非薦め
なお本セミナーは好評につき、10月に録画の再配信を行いました。
てみたいと好評価を頂きました。2時間はあっという間に過ぎ、基本の挨拶、自己紹介などを学びました。
総務委員会では、今後も会員各社の業務の参考となるよう、CSR・コンプライアンス等に関連したセミナーの企
多数の著者があるホラス先生のご厚意により、著書の一部をご提供いただき、更なるインドネシア語の推進を期待
画を検討して参ります。
されておりました。
（ページ数の都合上、一部となってしまい恐縮ですが、財務省のご了解を頂きましたので、参考のために当日の資料
無料開催として、参加し易い環境で開催し、秋には大阪での開催予定です。皆様奮ってのご参加をお待ち申し上げ
の一部を抜粋して掲載いたします）
ます。

 e 
適格請求書等保存方式（インボイス制度）について
○ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）
複数税率下において適正な課税を確保する観点から導入される、仕入税額控除制度
★適格請求書（インボイス）⇒

売り手が、買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段

【現行の区分記載請求書等保存方式】
※ インボイス制度までの４年間における
暫定的な仕入税額控除方式

輸出
会員合計TEU
2020
⽶州

アメリカ
欧州
韓国
中国
台湾
⾹港

アジア

シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
フィリピン
ベトナム
その他
総合計

～2023年9月

2023年10月～

【イメージ】

【イメージ】

2019.4.1 〜2020.3.31
To/From

【適格請求書等保存方式（インボイス制度）】

2019

輸⼊

全体TEU
2020

2019

シェア（％）
2020

2019

会員合計TEU
2020

2019

全体TEU
2020

2019

シェア（％）
2020

2019

217,000

262,607

539,000

660,000

40%

39.8%

161,000

186,360

673,000

750,000

24%

24.8%

157,000

171,641

479,000

590,000

33%

29.1%

225,000

202,862

727,000

800,000

31%

25.3%

433,000

177,000

179,637

407,000

155,000

153,998

400,000

36%

38.5%

450,000

43%

39.9%

447,000

438,972 1,250,000 1,150,000

36%

38.2% 1,560,000 1,402,610 3,500,000 2,900,000

45%

48.4%

117,000

114,415

352,000

308,000

33%

37.1%

72,000

75,679

218,000

230,000

33%

32.9%

88,000

88,589

140,000

135,000

63%

65.6%

115,000

128,887

200,000

200,000

58%

64.4%

○○㈱御中

請求書小嶋委員長挨拶
【記載事項】
㈱△△

●年■月分

請求金額

43,600円

■月１日 割りばし
550円
■月３日 牛
肉 ※ 5,400円
：
合 計
43,600円
（10％対象 22,000円）
（８％対象 21,600円）

請求書
○○㈱御中

① 請求書発行者の氏名又は名称

ホラス【記載事項】
ユミコ先生

㈱△△（Ｔ1234…）

② 取引年月日

●年■月分

③ 取引の内容

請求金額

43,600円

■月１日 割りばし
550円
■月３日 牛
肉 ※ 5,400円
：
合 計
43,600円

④ 税率ごとに区分して合計した
対価の額（税込）
⑤ 軽減税率の対象品目である旨

10％対象 22,000円 内税 2,000円
８％対象 21,600円 内税 1,600円

⑥ 請求書受領者の氏名又は名称

※は軽減税率対象

区分記載請求書に以下の事項
が追加されたもの
① 登録番号

《課税事業者のみ登録可》

② 適用税率
③ 消費税額

※は軽減税率対象

40,000

40,343

101,000

105,000

40%

38.4%

24,000

24,895

44,000

48,000

55%

51.9%

（ポイント）

（ポイント）

132,000

144,520

348,000

390,000

38%

37.1%

180,000

195,089

421,000

460,000

43%

42.4%

・

・

交付するインボイスは、これまでの請求書や領収書に記載
事項を追加するイメージ（受領者による“追記”は不可）

・

免税事業者は発行不可（発行するには課税事業者となり税
務署長に登録を受ける必要）

・

登録した事業者は、買い手の求めに応じてインボイス交付
義務・写しの保存義務が発生

53,000

76,900

204,000

195,000

26%

39.4%

50,000

56,805

205,000

210,000

24%

27.0%

40,000

50,711

174,000

188,000

23%

27.0%

66,000

75,641

388,000

320,000

17%

23.6%

37,000

45,034

165,000

175,000

22%

25.7%

34,000

34,468

113,000

120,000

30%

28.7%

111,000

104,457

294,000

240,000

38%

43.5%

234,000

250,817

522,000

550,000

45%

45.6%

246,000

286,895

750,000

600,000

33%

47.8%

122,000

134,041

750,000

750,000

16%

17.9%

1,840,000 1,979,082 4,690,000 5,136,000

39%

38.5% 3,020,000 2,947,791 7,495,000 7,788,000

40%

37.8%

受領した請求書に④・⑤の事項がなければ自ら“追記”
が可能

・ 免税事業者でも発行可能
・

区分記載請求書の“交付義務”はない

講座全景
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電子帳簿等保存制度の見直し（令和３年度改正）

登録制度における登録番号の構成・申請手続
○

登録番号の構成

○ 経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上
に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続を抜本的に簡素化しました（令和４年１月１日以後適用）。

事業者の新たな事務負担を最小限に抑える観点から、下表のとおりとする予定。

分

改正前

区

番号の構成

法人番号を保有する課税事業者（法人）

Ｔ+法人番号（13桁）

法人番号を保有しない課税事業者（個人事業者等）

Ｔ+13桁の数字(注)
改正後

（注）13桁の数字には、マイナンバー（個人番号）は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号とする。

○

申請手続の概要
登録申請書は、令和３年10月1日以降、提出
することができる。（e-Taxでも申請可能）

令和５年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則と
して令和５年3月31日までに申請しなければならない

登録・公表
登録年月日
はR5.10.1
とみなす

申請はぜひe-Taxで
お願いします。

通知

令和５年10月１日

＜登録状況の確認方法の概要＞
・

検索機能
国税庁ホームページに構築予定の公表サイトにおいて
「登録番号」を基に検索を行うことを可能とする予定
（令和３年10月以降、利用開始予定）。
<確認可能なデータ>
氏名又は名称（法人の本店又は主たる事務所の所在地）
登録番号、登録年月日（取消年月日、失効年月日等）
その他の機能
検索機能のほか、Web-API機能(※)、データダウンロー
ド機能についても提供予定

Web-API機能とは？
システム間でデータ連携を行うためのイン
ターフェース。利用には、事前にアプリケー
ションＩＤの発行届出を必要とする予定。

公表
システム

データを取得
CSV XML
JSON

利用者
システム

制度内容を把握しつつ、売手と買手のそれぞれの観点で、必要となる対応を整理・
検討し、具体化していくことが準備のポイント
【仕入先】

【売先】

【自社】

（買手）

（売手）



買手としての対応の一例



売手としての対応の一例



継続的に取引のある仕入先等から受け取って
くる請求書等が、記載事項を満たしてい
るかを確認



インボイス発行事業者となるかの検討・決定



自身が作成している書類（請求書、納品書、レ
シート）のうち、何をインボイスとするかの検討



どのように見直せばインボイスとして記載事項
を満たすか検討
（税率、税額、登録番号の記載や端数処理）



取引先等からインボイスを受け取る部門・



必要に応じた取引先への問い合わせ

社員への案内



スキャナ保存
スキャナ

請求書等
タイムスタンプ

電子データ

インボイスの交付及び保存方法の検討
（電磁的記録、券売機、レジ、手書きなど）

税務署長の事前承認が必要

画像データ

・ 紙原本による確認が必要なため、その処理のために出勤が必要
・ 一定日数内でのタイムスタンプ付与の徹底が困難

電子取引に係るデータ保存
電子請求書

取引相手

リクエストを送信

インボイス制度移行に向けた準備のポイント
○

書面

インターネット

改正後

・

※

 税務署長による事前承認を廃止。

 信頼性の高い電子帳簿（優良な電子帳簿）については、インセンティブにより差別化（過少申告加算税を５％軽減、青色申告特別控除
10万円上乗せして65万円）。

改正前

登録
申請書

令和５年３月31日

検索機能や訂正削除履歴を備えた信頼性の高いシステムしか認められておらず、
低コストなクラウド会計ソフトの利用企業は紙で保存

 モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿（正規の簿記の原則に従って記帳されるものに限る。）も、電子データ
のまま保存することが可能。

受領する請求書等

令和３年10月１日

税務署長の事前承認が必要

電子帳簿等保存

帳
簿
等

タイムスタンプ

 税務署長による事前承認を廃止。

受領者
（保存義務者）

保存データに対する高度な検索機能を確保できず、
その場合は紙で保存

 タイムスタンプ付与までの期間を最長約２カ月以内に統一。
 紙原本による確認の不要化（スキャン後直ちに原本の廃棄が可能）。  検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定するととも
 電子データの改ざん等による不正に対しては、重加算税を10％加算。 に、一定の小規模事業者については不要化。
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SELAMAT SIANG !（セラマ シアン）
こんにちは !

（STC）及びFCR活用セミナー」
第 2「標準取引条件
回アセアン言語（インドネシア語）セミナー開催
の開催について

語学研修委員会
法務委員会

語学研修委員会では、本年度も東京農業大学国際食料情報学部非常勤講師のホラス ユミコ先生を迎え、7月19日

（金）に2回目のセミナーを実施、16名が参加されました。
法務委員会では、2021年9月17日にオンラインセミナー「標準取引条件（STC）及びFCR活用セミナー」を開催、
活況あるアジアでインドに次ぐ2億6500万人を有するインドネシアは、多民族、多文化、多宗教、多言語が共存し
100名以上の参加をいただき盛況のうちに終了いたしました。

目次
第1. 標準取引条件とは？
1. 標準取引条件の意義/特徴
2. 標準取引条件の適用範囲

ています。中でも統一の言語をつくりだし、国民をまとめる力があり、分かり易く、覚えやすいインドネシア語の成
2010年に策定した「標準取引条件（2010）」をその後の社会情勢やフォワーダーを取り巻く事業環境の変化を踏
り立ちや、背景などを丁寧ご説明頂きました。
まえ、昨年「標準取引条件（2020）」として新たに策定するとともに、
「標準取引条件（2010）」を裏面約款としてい
人口ボーナスでまだまだ成長性があるインドネシアには、会員各社が多数進出しており、今後も経済成長、イスラ
たJIFFA
FCRについても、裏面約款を「標準取引条件（2020）」に切り替えました。
ムの商圏、若い人口などの魅力で東南アジアをけん引する様相です。これからインドネシアに関わる方や、新たにイ
「標準取引条件（2020）」ならびにJIFFA FCRの改訂に伴い、「標準取引条件（2020）解説書」及び「やさしい
ンドネシア語を習おうとする方など、受講者の皆様の動機は様々ですが、アンケートから全員が満足され、是非薦め
JIFFA FCRの手引（2020年版）」を昨年刊行、その改訂に携わった専門家を今回お招きし、STC, FCRの概要や業務
てみたいと好評価を頂きました。2時間はあっという間に過ぎ、基本の挨拶、自己紹介などを学びました。
への活用方法についての解説をいただきました。法務委員会としてもFCR, STCに関するセミナーは10年ぶりの開
多数の著者があるホラス先生のご厚意により、著書の一部をご提供いただき、更なるインドネシア語の推進を期待
催となります。比較的利用度の低いFCRですが、今回のセミナーを契機に利用が拡大することを願ってやみません。

第2. 標準取引条件（2020)の規定
1.
2.
3.
4.

標準取引条件（2020)におけるフォワーダーの立場/役割
標準取引条件（2020)におけるフォワーダーの責任
標準取引条件（2020)における「顧客」の義務
標準取引条件（2020)におけるその他重要な規定

第3. 標準取引条件（2020）の使用方法

されておりました。
無料開催として、参加し易い環境で開催し、秋には大阪での開催予定です。皆様奮ってのご参加をお待ち申し上げ
ます。

 e 

2

JIFFA
A法務委員会主催セミナー
小嶋委員長挨拶

ホラス ユミコ先生

標準取引条件（2020)の解説

テーマ：

フォワーダーズ
ズ カーゴ
ゴ レシート（
ト（FCR)
R) とその活用方法

Freight Forwarders Standard
Trading Conditions (2020)

開催日：

2021
21年
年9月17
年9月
7日（金） オンラインにて

講 師：

山九株式会社
社国
国際物流推進部
際物
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SELAMAT SIANG !（セラマ シアン）
こんにちは !

第 2 回アセアン言語（インドネシア語）セミナー開催
語学研修委員会

RCEPセミナー ～財務省関税局を招いて～

語学研修委員会では、本年度も東京農業大学国際食料情報学部非常勤講師のホラス ユミコ先生を迎え、7月19日
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国際交流委員会

活況あるアジアでインドに次ぐ2億6500万人を有するインドネシアは、多民族、多文化、多宗教、多言語が共存し
ています。中でも統一の言語をつくりだし、国民をまとめる力があり、分かり易く、覚えやすいインドネシア語の成
2021年10月7日、 財 務 省 関 税 局 お よ び 税 関 か ら 講 師 を 招 き、 地 域 的 な 包 括 的 経 済 連 携 協 定（Regional
り立ちや、背景などを丁寧ご説明頂きました。
Comprehensive
Economic Partnership Agreement = RCEP）についてのセミナーを開催致しました。オンラインで
人口ボーナスでまだまだ成長性があるインドネシアには、会員各社が多数進出しており、今後も経済成長、イスラ
の開催のため総勢237名の方にご参加頂き、同協定に対する会員各位の強い関心を窺わせる大盛況でした。前半は
ムの商圏、若い人口などの魅力で東南アジアをけん引する様相です。これからインドネシアに関わる方や、新たにイ
RCEP協定の概要、後半は原産地規則についての説明でしたが、どちらも時間内には収まらないほど活発な質疑応答
ンドネシア語を習おうとする方など、受講者の皆様の動機は様々ですが、アンケートから全員が満足され、是非薦め
が行われていました。同協定はASEAN10カ国のうち少なくとも6カ国と、非ASEAN国（日本、中国、韓国、オー
てみたいと好評価を頂きました。2時間はあっという間に過ぎ、基本の挨拶、自己紹介などを学びました。
ストラリア、ニュージーランド）のうち少なくとも3カ国が批准書または受諾書、承認書をASEAN事務総長に寄託
多数の著者があるホラス先生のご厚意により、著書の一部をご提供いただき、更なるインドネシア語の推進を期待
した後に発効しますが、各国での国内手続も順調に進んでおり、発効後にまた改めてRCEPのセミナーを開催してほ
されておりました。
しいとの声が参加者から多数寄せられていました。
無料開催として、参加し易い環境で開催し、秋には大阪での開催予定です。皆様奮ってのご参加をお待ち申し上げ
ます。
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令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」が
東京と3年ぶりに名古屋で開催！

令和３年度「国際複合輸送士資格認定講座」（東京開催）カリキュラム

令和３年度「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）カリキュラム
令和3年8月23日

日
東京

時

テ

講

０９：３０～

国際複合輸送の現状と課題

国土交通省 総合政策局

開講の辞

ＪＩＦＦＡ 教育委員長

１０：３０

（火）

ＦＣＲの利用

１５：１５～

法制度について」のテーマでご講演頂き、引き続き濱田雅弘教育委員長から「開講の辞」が述べられました。
延べ 10 日間 30 講座義終了後、全講義終了後、12 月 8 日（水）には東京・名古屋同時に統一試験を実施、この試験に
合格すると「国際複合輸送士」の認定証が授与されます。

１０月

１２：３０～

商学部

（木）

セキュリティに係る国際的な取組み

１２：３０～
７日

梱包の概要と動向

（木）

１０月

１３日

貿易における外国為替の役割

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱

ＩＣＣ 信用状統一規則と運送書類

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱

２日

（火）

竹田 洋一

国際情報営業部 部長

１１月

５日

１４：３０

赤塚

寛

（金）

０９：３０～

１０月

フォワーディング業務上のトラブルへの対処法 弁護士法人 岡部・山口法律事務所

１１：３０

１９日

１４：００
１４：１５～

（火）

１１月

１３：００～
９日

日本通運㈱

重量物の一貫輸送

元JIFFA 業務部長

浅田 敏夫

１５：１５～
（火）

０９：３０～

国際物品運送に係わる国内関連法規

１１：３０
１２：３０～

２６日

０９：３０～
１１月
弁護士法人 岡部・山口法律事務所

運送上のカーゴクレーム処理

山口 修司

弁護士

１６日

１４：４５～

国際航空貨物の取扱

１４：４５～

㈱近鉄エクスプレス

１６：４５ （Ａｉｒ Ｗａｙｂｉｌｌと運送約款を含む）

佐伯 和重

総務部

日本貿易振興機構（JETRO)

メガEPAと原産地規則

一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会

（火）

木下 智史

石川 雅啓

お客様サポート部貿易投資相談課課長代理

今川

博

(JASTPRO）業務部業務二部長

コンテナ船事業の動向と展望

東海大学

北米の複合輸送と通関事情

㈱日通総合研究所

合田 浩之

海洋学部 教授
田阪 幹雄

リサーチフェロー

危険物の取扱い

㈱日陸 営業本部

倉本 広志

フォワーディング事業部 部長 （JIFFA広報委員長）

欧州の複合輸送と通関事情

日本通運㈱ フォワーディングビジネスユニット

織田 博文

国際海運統括部 （ＪＩＦＦＡフォワーディング委員長）

アセアン地域内の物流

東海大学 海洋学部

石原 伸志

教授

中国の複合輸送と通関事情

㈱日新

小澤 功司

海外事業室次長
インド域内の物流

㈱日新

国際物流におけるＩＴの取り組み

日本通運㈱

内航コンテナ輸送の現状

井本商運㈱

森川 哲也

執行役員海外事業室長
髙

為彦

ＩＴ推進部 課長
井本 隆之

代表取締役社長
鉄道貨物輸送

日本貨物鉄道㈱

閉講の辞

教育副委員長

１６：４５
１６：４５～

山下 泰弘

参事官（国際物流）室 主査

１４：３０

１４：３０

（火）

輸出入貿易管理の概要

１１：３０
１２：３０～

大矢 浩之

顧問

１７：１５

１７：１５ 船荷証券・複合運送証券・Seawaybill

１０月

国土交通省 総合政策局

１５：００

真保 正嗣

関西重機建設支店 参与

国際海上輸送に関連する書類

日アセアンコールドチェーン物流

１２：００ （ＳＣＭを含む）

仁井 稔大

弁護士
非コンテナ貨物の取扱いと

㈱日新

１７：３０ （ロシアを含む）

弁護士

１６：４５
０９：３０～

通関手続（輸出・輸入）

１５：１５
１５：３０～

弁護士法人 岡部・山口法律事務所
運送責任に関する条約（航空・陸上運送）

一般社団法人 日本損保協会
三井住友海上火災保険㈱海上航空保険部貨物保険チーム 課長

１２：３０ （メキシコを含む）
１３：１５～

二見 道康

国際情報営業部 副部長

貨物保険と運送人の賠償責任保険

１６：４５
９：３０～

師
(敬称略）

１４：３０

運送責任に関する条約（海上運送）

１４：４５～
（水）

慶

講

１１：３０

１４：４５～
髙橋

品質管理部 担当部長

１１：３０
１２：３０～

宮﨑 則昭

日通商事㈱ ロジスティクス・サポート事業部

１６：４５

１１月

１２：３０～

㈱日新

マ

１７：１５

教授

顧問

１４：３０
１４：４５～

吉田 友之

ー

１５：３０
１５：４５～

伊東 仁一

関西大学

テ

１１：３０

０９：３０～

１１：３０

１２：３０～

（次ページにカリキュラム表を掲載）

山九㈱
国際物流推進部 参与

国際取引契約とインコタームズ

０９：３０～

初日の開講に先立ち、国土交通省総合政策局参事官（物流産業）室・中村直人主査から「国際複合輸送の現状と課題、

１０月

１５：００

０９：３０～

マスク着用、健康管理チェック表の提出を徹底して開催しました。

時
０９：３０～

中村 直人

２８日

１２：３０ フレイト・フォワーダーとその役割及び

時
時間

濱田 雅弘

１１：００～
５日

ました。
に従来の募集人数を半数に抑え、1 つの机に 1 名着席としてソーシャルデイスタンスを保ち、入口で検温、手指消毒、

東京

参事官（物流産業）室 専門官

１７：１５

今年度も新型コロナウィルス感染拡大が懸念され、開催が危ぶまれていましたが、昨年同様、東京・名古屋とも

日

師
(敬称略）

１３：３０～

本年度の教育委員会主催「国際複合輸送士資格認定講座」が東京は 10 月 5 日からと名古屋 10 月 14 日からスタートし

マ

時間

１０月 １０：３５～

教育委員会

ー

池田 明元

営業部国際営業グループ
折原 邦男

１２月 １０：００～
８日

１１：４０

国際複合輸送士資格認定試験

(水）

令和３年度「国際複合輸送士資格認定講座」（東京開催）カリキュラム
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日
東京

時

令和３年度
「国際複合輸送士資格認定講座」
（名古屋開催）カリキュラム
(敬称略）

時間

国際複合輸送の現状と課題
日０９：３０～
時
テ
ー
マ
１０：３０
名古屋
時間
１０月 １０：３５～ 開講の辞
０９：３０～ 国際複合輸送の現状と課題
１１：００～
１０：３０

国土交通省 総合政策局
講
師
参事官（物流産業）室 専門官
(敬称略）
ＪＩＦＦＡ 教育委員長
国土交通省 総合政策局

５日 １０：３５～
１２：３０ 開講の辞
フレイト・フォワーダーとその役割及び
１０月
１３：３０～
１１：００～
（火）
１４日

濱田雅弘教育委員長「開講の辞」

対策を行い開催してい

（木）

ます。

１１：３０
１４：００
１２：３０～
１４：１５～

２８日
（火）

16:15
１１：３０
０９：３０～
１２：３０～

１１月
２６日

国際情報営業部
部長
品質管理部 担当部長
ＩＣＣ 信用状統一規則と運送書類
貿易における外国為替の役割

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
国際業務支援ビジネスユニット国際情報営業部
部長
国際情報営業部 副部長

運送責任に関する条約（海上運送）
ＩＣＣ 信用状統一規則と運送書類

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱

弁護士法人
岡部・山口法律事務所
国際情報営業部
副部長
運送責任に関する条約（海上運送）
運送責任に関する条約（航空・陸上運送）

名古屋

濱田 雅弘
中村 直人
濱田 雅弘
伊東 仁一
９日

弁護士法人 岡部・山口法律事務所

髙橋
宮﨑 慶
則昭

弁護士
関西重機建設支店
参与

重量物の一貫輸送

非コンテナ貨物の取扱いと
国際物品運送に係わる国内関連法規
重量物の一貫輸送

㈱近鉄エクスプレス
元JIFFA 業務部長
総務部
日本通運㈱
関西重機建設支店
参与
弁護士法人
岡部・山口法律事務所

国際物品運送に係わる国内関連法規
運送上のカーゴクレーム処理

竹田
髙橋洋一慶

（木）

１１月

寛

１６日

赤塚

寛

弁護士
㈱近鉄エクスプレス

（火）

１１月
仁井正嗣
稔大
真保

真保 正嗣

１１月
山口 修司

佐伯 和重

２５日

国際海上輸送に関連する書類

元JIFFA 業務部長

１７：４５ 船荷証券・複合運送証券・Seawaybill

（木）

輸出入貿易管理の概要

日本貿易振興機構 （JETRO)

木下 智史

石川 雅啓

お客様サポート部貿易投資相談課課長代理

メガEPAと原産地規則

一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会

コンテナ船事業の動向と展望

東海大学

今川

博

(JASTPRO） 業務部業務二部長

合田 浩之

海洋学部 教授
北米の複合輸送と通関事情

㈱日通総合研究所

田阪 幹雄

リサーチフェロー

危険物の取扱い

㈱日陸 営業本部

欧州の複合輸送と通関事情

日本通運㈱ フォワーディングビジネスユニット

倉本 広志

フォワーディング事業部 部長 （JIFFA広報委員長）

織田 博文

国際海運統括部 （JIFFAフォワーディング委員長）

中国の複合輸送と通関事情

㈱日新

小澤 功司

海外事業室次長
アセアン地域内の物流

東海大学 海洋学部

石原 伸志

教授

インド域内の物流

㈱日新

国際物流におけるＩＴの取り組み

日本通運㈱

内航コンテナ輸送の現状

井本商運㈱

森川 哲也

執行役員海外事業室長
髙

為彦

ＩＴ推進部 課長
井本 隆之

代表取締役社長
鉄道貨物輸送

日本貨物鉄道㈱

閉講の辞

教育副委員長

１６：４５
１６：４５～

山下 泰弘

参事官（国際物流）室 主査

１４：３０
１４：４５～

浅田 敏夫

大矢 浩之

顧問

１１：３０
１２：３０～

総務部

国土交通省 総合政策局

１７：１５
０９：３０～

山口 修司

日アセアンコールドチェーン物流

１５：００ （ＳＣＭを含む）
１５：１５～

（木）

㈱日新

１１：３０
１２：３０～

１８日
佐伯敏夫
和重
浅田

通関手続（輸出・輸入）

１７：３０ （ロシアを含む）
０９：３０～

仁井 稔大

一般社団法人 日本損保協会

１５：１５
１５：３０～

師

三井住友海上火災保険㈱海上航空保険部貨物保険チーム 課長

１２：３０ （メキシコを含む）
１３：１５～

二見 道康

赤塚

貨物保険と運送人の賠償責任保険

１６：４５
０９：３０～

二見
竹田道康
洋一

講
(敬称略）

１４：３０
１４：４５～

弁護士
弁護士法人 岡部・山口法律事務所

運送上のカーゴクレーム処理
国際航空貨物の取扱

１１日

2 / 2 ページ

１１：３０
１２：３０～

弁護士
フォワーディング業務上のトラブルへの対処法
弁護士法人 岡部・山口法律事務所
非コンテナ貨物の取扱いと
日本通運㈱

国際航空貨物の取扱
国際海上輸送に関連する書類

１１月

マ

１７：１５
０９：３０～

宮﨑
吉田則昭
友之

ー

１５：３０
１５：４５～

（火）

テ

１１：３０
１２：３０～

伊東 仁一

吉田 友之

時
時間

時
０９：３０～
１１月

弁護士

運送責任に関する条約（航空・陸上運送）
弁護士 岡部・山口法律事務所
フォワーディング業務上のトラブルへの対処法 弁護士法人

１４：３０ （Ａｉｒ Ｗａｙｂｉｌｌと運送約款を含む）
１６：４５
１４：４５～

（木）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
日通商事㈱ロジスティクス・サポート事業部

１１：３０
１４：３０
１２：３０～
１４：４５～

４日
（火）

貿易における外国為替の役割
梱包の概要と動向

１４：３０ （Ａｉｒ
Ｗａｙｂｉｌｌと運送約款を含む）
１７：１５
船荷証券・複合運送証券・Seawaybill
１４：４５～
０９：３０～

（木）
１０月

品質管理部
担当部長
顧問

１６：４５
１１：３０
０９：３０～
１２：３０～

１０月
１９日

日通商事㈱
ロジスティクス・サポート事業部
㈱日新

１４：３０
１６：４５
１４：４５～
０９：３０～

（火）
１０月

顧問
商学部 教授
梱包の概要と動向
セキュリティに係る国際的な取組み

日

中村 直人

教授

㈱日新
関西大学

１４：３０
１１：３０
１２：３０～
１４：４５～

２６日
（水）

セキュリティに係る国際的な取組み
国際取引契約とインコタームズ

１１：３０
１６：４５
１２：３０～
０９：３０～

１３日
１０月

山九㈱

商学部

１６：４５
１４：３０
０９：３０～
１４：４５～

１０月
（木）

参事官（物流産業）室 専門官
山九㈱
ＪＩＦＦＡ 教育委員長

関西大学
国際物流推進部 参与

１４：３０
１１：３０
１４：４５～
１２：３０～

（木）
２１日

国際取引契約とインコタームズ
ＦＣＲの利用

１１：３０
１７：１５
１２：３０～
０９：３０～

７日
１０月

令和3年9月15日現在

国際物流推進部 参与

１７：１５
１５：００
０９：３０～
１５：１５～

１０月

ＦＣＲの利用

１５：００
１２：３０ フレイト・フォワーダーとその役割及び
１５：１５～
１３：３０～

コロナウィルス感染症

会場 ： 損保会館（東京都千代田区神田淡路町）

令和3年8月23日
令和３年度「国際複合輸送士資格認定講座」
（名古屋開催）
テ
ー
マ
講
師 カリキュラム

池田 明元

営業部国際営業グループ
古閑 睦夫

１２月 １０：００～

1 / 2 ページ

「フレイト・フォワーダーとその役割及びFCRの利用」
山九㈱ 伊東講師

「国際取引契約とインコタームズ」
関西大学 吉田講師

８日

１１：４０

国際複合輸送士資格認定試験

(水）
会場 ： 名古屋港ポートビル（名古屋市港区港）

1 / 2 ページ

2 / 2 ページ
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令和 3 年度上期の国際複合輸送貨物取扱実績

パンデミックによる前年の大幅減を1年でほぼ回復

４．FCL , BB貨物と混載貨物の構成比率

輸出は31％増と過去最大の伸びで過去2番目の記録

上位の相手国は中国が11.9％増の1,875.4万トン、以

コンテナの仕立て別は次ページ左上の表のようにな

下ベトナムが7.1％増の312.1万トン、欧州が0.7％増の

る。全体に占めるFCLと混載貨物の比率は、2000年当

257.6万トン、タイが26.5％増の242.3万トンと4位まで

時では輸出入ともほぼ80：20の割合だったが、この20

は順位が変わらず、5位は米国が17.4％増の219.6万トン

年間で徐々に混載の比率が下がっていき、過去1年では

でワンランクアップ、逆に韓国は6位に落ちて1.8％減％

は日本発着以外の三国間輸送貨物、あるいは混載貨物の他社へのコロード分は含まれていない。本稿でのトンはす

輸出が5〜6％台、輸入で4〜6％台まで下がってきた。

増の187.0万トン、次いで香港が15.0％増の151.4万トン、

べてレベニュートン。回答会員数の変動は加味されていない。

2021年度上期では輸出入合計で5.4％とやや回復したが、

台湾が1.6％増・87.0万トン、インドネシアが8.3％減の

フォワーディング委員会
フォワーディング委員会が集計した令和3年度上期（2021年4月〜9月）のJIFFA会員による日本発着国際複合輸送
貨物取扱実績がまとまった。正会員465社とほぼ前年並みの有効回答が寄せられ、それらをもとに集計した。実績に

１．令和 3 年度上期総括

いぜん緩やかながら下がりつつある。

は2018年度（2,454万トン）に次ぐ過去2番目、輸入は

貨物取扱量は、前年同期が新型コロナウイルス感染症に

となったその反動でオセアニアを除くすべての国・地域

の実績となった。

２．過去 3 年間の貨物量推移

64,000 62,428
62,000
60,000
58,000

62,450
60,516

61,017

51,991

33,745
35,951
37,092

51,991
60,516
61,017

35,951

34,000

34,185

32,000

37,092

33,745

輸出
24,054

23,902

24,565
22,507

22,000

23,925

+7.7%

-1.7%

-9.2%

-16.7%

+6.7%

+17.4%

令和02
上
17,151
1,095
18,246
6.0%
32,073
1,672
33,745
5.0%
49,224
2,767
51,991
5.3%

令和02
下
23,194
1,371
24,565
5.6%
34,311
1,640
35,951
4.6%
57,505
3,011
60,516
5.0%

令和03
上
22,472
1,453
23,925
6.1%
35,276
1,816
37,092
4.9%
57,748
3,269
61,017
5.4%

（単位：千トン）

５．今期の特徴
（1）輸出

3位欧州も31.8％増の199.7万トン、以下タイが53.1％増・
170.7万トン、韓国が13.0％増・169.2万トンでベスト5
増・142.0万トン、7位台湾が10.6％増・122.2万トン、8

率が徐々に下がり続けたがそれも30％台の後半でほぼ

位はアフリカが初めてベスト10入りし39.7％増の106.0

下げ止まり、最近では輸出入の比率がほぼ40:60で安定

万トンと初めて100万トンを突破、以下中南米が84.2％

的に推移してきたが、2020（R2）年度上期は輸出の急

増の96.9万トン、香港が5.7％増の85.8万トンで、昨年落

38.5
61.5

ち込み幅が大きかった国・地域ほど反発も大きかった。
TEUベースのトップ5は中国が13.7％増・23万6,307

38.3
61.7

39.7
60.3

35.1
64.9

40.6
59.4

39.2
60.8

輸出入合計では前年で同期比17.4％増の6,101.7万ト
ンで、上位5カ国・地域は中国が12.8％増・2,351.8万ト
ン、以下米国が33.4％増・527.7万トン、欧州が12.2％増・
457.3万トン、ベトナムが14.4％増・454.1万トンで欧州
と拮抗、5位タイが36.3％増・413.0万トンとなった。
TEUベ ー ス で は 中 国 が14.8 ％ 増・105万241TEUと
100万TEU台 を 回 復、2位 以 下 は 米 国 が10.5 ％ 増 の20

1,721TEUの順だった。

はタイと韓国が入れ替わった。6位はベトナムが34.6％

出
入

（3）輸出入合計

同期の水準を下回った。輸出全体では前年同期比31.1％

の比率が逆転、生産拠点の海外移転加速により輸出の比

輸
輸

は8.5％減・7万9,417TEUと先進経済マーケットからの輸
入がマイナスとなった。

万4,688TEU、欧州が6.4％増・20万2,251TEU、ベトナ

造業者の海外進出などで1995（H7）年度に輸出と輸入

水準まで戻った。

11万4,630TEU、タイが6.4％増・9万2,689TEUで、米国

ム が7.2 ％ 増・17万5,457TEU、 タ イ が20.3 ％ 増 の17万

47.6％増の308.1万トンと前年同期より100万トン増えた。

減でその比率がさらに落ち込んだが1年後には40％近い

TEUベースでのトップ5は中国が15.1％増・81万3,934
TEU、ベトナムが2.0％増・11万6,016TEU、欧州が1.4％減・

スとなったが、今期はその真逆でオセアニアだけが前年

上位は中国が16.4%増の476.4万トン、次いで米国がと

は下の表の通り。輸出に牽引されてきたわが国貿易が製

ンで、輸入は増減まだら模様だった。

前年同期はコロナ禍でオセアニア以外はすべてマイナ

2010年に記録した28.3％を上回り過去最高となった。

H30 / 下 R01 / 上 R01 / 下 R02 / 上 R02 / 下 R03 / 上
平成３０年度 令和元年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度
下 期
上 期
下 期
上 期
下 期
上 期
H.３０.１０月 R.０１. ４月 R.０１.１０月 R.０２. ４月 R.０２.１０月 R.０３. ４月
H.３１. ３月 R.０１. ９月 R.０２. ３月 R.０２. ９月 R.０3. ３月 R.０３. ９月

令和01
下
20,896
1,611
22,507
7.2%
32,215
1,970
34,185
5.8%
53,111
3,581
56,692
6.3%

増の2,392.5万トンで伸び率ではリーマンショック後の

（単位：％）

18,000

令和01
上
22,112
1,790
23,902
7.5%
36,531
2,017
38,548
5.2%
58,643
3,807
62,450
6.1%

は回復しつつある。

18,246

20,000

混載比率
FCL,BB
混 載
合 計
混載比率

平成30
下
22,137
1,917
24,054
8.0%
36,276
2,098
38,374
5.5%
58,413
4,015
62,428
6.4%

クアウト、2020年度上期で底を打ったあと、同下期から

2018（H30）年度下期以降3年間の輸出入貨物の比率

38,548

36,000

輸出入合計
前年同期比

18,246
2年度下期（10月-3月） 24,565
3年度上期（04月-9月） 23,925

３．輸出入比率

輸入

40,000 38,374
38,000

0

62,428
62,450
56,692

に転じた2016年度下期から続いた好況が2019年度にピー

46,000

24,000

38,374
38,548
34,185

すと左下の図のようになる。輸出は世界経済が上昇基調

48,000

26,000

24,054
23,902
22,507

物量推移は上の表のとおり。この表を折れ線グラフで示

56,692

50,000

28,000

輸出入合計

（単位：千トン）

52,000

30,000

入

2018（H30）年度下期以降3年間の半期ごとの輸出入貨

54,000

42,000

輸

輸出・輸入合計

56,000

44,000

平成30年度下期（10月-3月）
令和元年度上期（04月-9月）
元年度下期（10月-3月）
2年度上期（04月-9月）

出

輸出入合計

（千トン）

輸

入

がプラスとなり、前年の谷が深かった分だけ増加の幅も
大きく、輸出は31.1％増の2,392.5万トンで上期として

輸

事態宣言の影響で、とくに4-6月期が未曾有の落ち込み

トンとなり、輸入と合計は18、19年度に次ぐ過去3番目

FCL,BB
混 載
合 計
混載比率
FCL,BB
混 載
合 計

出

よる世界的なロックダウン（都市閉鎖）や日本での緊急

9.9％増の3,709.2万トン、合計では17.4％増の6,101.7万

輸

2021年度（令和3年度）上期（4-9月）のJIFFA会員の

77.2万トン、8位中南米が95.3％増・58.4万トンと輸出
同様急騰した。10位はマレーシアで6.4％減の52.9万ト

TEU、 以 下 米 国 が27.2 ％ 増・12万5,271TEU、 欧 州 が
18.7 ％ 増・8万7,621TEU、 タ イ が42.0 ％ 増・7万9,032
TEUだった。
（2）輸入
輸入貨物は前年同期比 9.9 ％増の 3,709.2 万トンで、前
年が輸出ほどの落ち込みではなかったため伸びも1ケタ
にとどまったが、それでも10％近い増加となった。

数量増加率の上位５カ国（地域）
（1）輸出
序
列

国名

1
2
3
4
5

アメリ
中
タ
欧
中 南

（単位：千トン）
令和 3 年度
上期
カ
国
イ
州
米

3,081
4,764
1,707
1,997
969

令和 2 年度
上期
2,087
4,094
1,115
1,515
526

（2）輸入
序
列

国名

1
2
3
4
5

中
タ
アメリ
中 南
ベトナ

国名

1
2
3
4
5

中
アメリ
タ
中 南
ベトナ

増減率

994
670
592
482
443

47.6%
16.4%
53.1%
31.8%
84.2%

（単位：千トン）
令和 3 年度
上期
国
イ
カ
米
ム

18,754
2,423
2,196
584
3,121

令和 2 年度
上期
16,756
1,915
1,870
299
2,913

（3）輸出入合計
序
列

増減

増減率

1,998
508
326
285
208

11.9%
26.5%
17.4%
95.3%
7.1%

（単位：千トン）
令和 3 年度
上期

国
カ
イ
米
ム

増減

23,518
5,277
4,130
1,553
4,541

令和 2 年度
上期
20,850
3,957
3,030
825
3,968

増減

増減率

2,668
1,320
1,100
728
573

12.8%
33.4%
36.3%
88.2%
14.4%
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JIFFA国際複合輸送取扱実績（令和 3 年度上期：2021年4月～2021年9月）
合

輸
出

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

中
国
ア メ リ カ
欧
州
タ
イ
韓
国
ベ ト ナ ム
台
湾
ア フ リ カ
中
南
米
香
港
その他のアジア
インドネシア
中
近
東
イ
ン
ド
マ レ ー シ ア
フ ィ リ ピ ン
オ セ ア ニ ア
シンガポール
Ｃ
Ｉ
Ｓ
カ
ナ
ダ

236,307
125,271
87,621
79,032
94,123
59,441
63,668
20,210
25,839
45,609
27,472
28,438
29,235
27,745
26,943
21,688
12,825
22,631
8,670
7,340

計

輸
入

中
国
ベ ト ナ ム
欧
州
タ
イ
ア メ リ カ
韓
国
香
港
台
湾
インドネシア
中
南
米
マ レ ー シ ア
その他のアジア
フ ィ リ ピ ン
シンガポール
イ
ン
ド
カ
ナ
ダ
オ セ ア ニ ア
中
近
東
ア フ リ カ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
合

輸出入合計

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ｆ Ｃ Ｌ , Ｂ Ｂ
TEU

合
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

計

数量 Share
仕向地／仕出地
（千 R/T）（％）

計

中
国
ア メ リ カ
欧
州
ベ ト ナ ム
タ
イ
韓
国
香
港
台
湾
中
南
米
インドネシア
その他のアジア
ア フ リ カ
マ レ ー シ ア
フ ィ リ ピ ン
イ
ン
ド
シンガポール
中
近
東
オ セ ア ニ ア
Ｃ
Ｉ
Ｓ
カ
ナ
ダ
合

計

4,764 19.9%
3,081 12.9%
1,997 8.4%
1,707 7.1%
1,692 7.1%
1,420 5.9%
1,222 5.1%
1,060 4.4%
969 4.1%
858 3.6%
743 3.1%
650 2.7%
621 2.6%
610 2.6%
568 2.4%
530 2.2%
505 2.1%
452 1.9%
307 1.3%
169 0.7%
23,925
18,754 50.6%
3,121 8.4%
2,576 6.9%
2,423 6.5%
2,196 5.9%
1,870 5.0%
1,514 4.1%
870 2.4%
772 2.1%
584 1.6%
529 1.4%
523 1.4%
451 1.2%
286 0.8%
196 0.5%
136 0.4%
118 0.3%
87 0.2%
72 0.2%
14 0.0%
37,092

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,050,108
813,934
116,016
114,630
92,689
79,417
90,405
56,774
35,720
32,399
12,553
23,618
20,989
18,347
13,792
7,430
5,813
6,310
3,988
1,178
583
1,546,585

23,518 38.5% 1,050,241 １
5,277 8.7% 204,688 ２
4,573 7.5% 202,251 ３
4,541 7.4% 175,457 ４
4,130 6.8% 171,721 ５
3,562 5.8% 184,528 ６
2,372 3.9% 102,383 ７
99,388 ８
2,092 3.4%
38,392 ９
1,553 2.6%
60,837 10
1,422 2.3%
48,461 11
1,266 2.1%
21,388 12
1,132 1.9%
50,561 13
1,097 1.8%
40,035 14
981 1.6%
35,175 15
806 1.3%
36,423 16
738 1.2%
33,223 17
708 1.2%
19,135 18
623 1.0%
9,253 19
321 0.5%
13,153 20
305 0.5%
61,017

2,596,693

載

仕向地／仕出地

数量 Share
（千 R/T）（％）

中
国
ア メ リ カ
欧
州
タ
イ
韓
国
ベ ト ナ ム
台
湾
ア フ リ カ
中
南
米
香
港
その他のアジア
インドネシア
イ
ン
ド
中
近
東
マ レ ー シ ア
フ ィ リ ピ ン
オ セ ア ニ ア
シンガポール
Ｃ
Ｉ
Ｓ
カ
ナ
ダ

ア メ リ カ
中
国
欧
州
韓
国
香
港
タ
イ
台
湾
シンガポール
中
近
東
ベ ト ナ ム
インドネシア
イ
ン
ド
フ ィ リ ピ ン
中
南
米
マ レ ー シ ア
オ セ ア ニ ア
Ｃ
Ｉ
Ｓ
カ
ナ
ダ
その他のアジア
ア フ リ カ

263 18.1%
189 13.0%
169 11.6%
103 7.1%
103 7.1%
96 6.6%
84 5.8%
77 5.3%
75 5.2%
56 3.9%
44 3.0%
38 2.6%
37 2.6%
32 2.2%
31 2.1%
19 1.3%
16 1.1%
14 1.0%
4 0.3%
3 0.2%

合
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

混

数量 Share
仕向地／仕出地
（千 R/T）（％）

計

4,575 20.4% １
2,818 12.5% ２
1,828 8.1% ３
1,611 7.2% ４
1,589 7.1% ５
1,364 6.1% ６
1,138 5.1% ７
1,057 4.7% ８
937 4.2% ９
755 3.4% 10
739 3.3% 11
606 2.7% 12
572 2.6% 13
546 2.4% 14
537 2.4% 15
493 2.2% 16
486 2.2% 17
375 1.7% 18
291 1.3% 19
155 0.7% 20
22,472

中
国 17,900 50.7% １
ベ ト ナ ム 3,058 8.7% ２
欧
州 2,432 6.9% ３
タ
イ 2,274 6.5% ４
ア メ リ カ 2,075 5.9% ５
韓
国 1,669 4.7% ６
香
港 1,408 4.0% ７
台
湾
807 2.3% ８
インドネシア
754 2.1% ９
中
南
米
579 1.6% 10
その他のアジア
517 1.5% 11
マ レ ー シ ア
514 1.5% 12
フ ィ リ ピ ン
441 1.3% 13
シンガポール
241 0.7% 14
イ
ン
ド
190 0.5% 15
カ
ナ
ダ
132 0.4% 16
オ セ ア ニ ア
113 0.3% 17
中
近
東
86 0.2% 18
ア フ リ カ
72 0.2% 19
Ｃ
Ｉ
Ｓ
14 0.0% 20
合

計

35,276

中
国 22,475 38.9% １
ア メ リ カ 4,893 8.5% ２
ベ ト ナ ム 4,422 7.7% ３
欧
州 4,260 7.4% ４
タ
イ 3,885 6.7% ５
韓
国 3,258 5.6% ６
香
港 2,163 3.8% ７
台
湾 1,945 3.4% ８
中
南
米 1,516 2.6% ９
イ ン ド ネ シ ア 1,360 2.4% 10
その他のアジア 1,256 2.2% 11
ア フ リ カ 1,129 2.0% 12
マ レ ー シ ア 1,051 1.8% 13
フ ィ リ ピ ン
934 1.6% 14
イ
ン
ド
762 1.3% 15
中
近
東
632 1.1% 16
シンガポール
616 1.1% 17
オ セ ア ニ ア
599 1.0% 18
Ｃ
Ｉ
Ｓ
305 0.5% 19
カ
ナ
ダ
287 0.5% 20
合

計

57,748

合

計
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「高額品の輸送を依頼された際の注意点と対応について」
当社は、JIFFA MT B/Lフォームを使用してHouse
B/Lを発行しています。

1,816
1,043 31.9%
384 11.8%
313 9.6%
304 9.3%
245 7.5%
209 6.4%
147 4.5%
122 3.7%
119 3.6%
76 2.3%
62 1.9%
47 1.4%
46 1.4%
44 1.4%
37 1.1%
24 0.7%
18 0.6%
16 0.5%
10 0.3%
3 0.1%
3,269

Merchant s Declared Value欄にその価額を記載するよ
う依頼を受けました。この輸送にあたり使用するコ

この度、当社顧客から、米国向け半導体関連品の

ンテナーは、40 Dry 1本です。輸送を引受けるか否

輸送にあたり、書面で運送品の価額の通告がありま

かを検討するにあたり、念頭に置いておくべき注意

した。貨物の価格はUSD300,000で、MT B/L表面の

事項と手順をご教示下さい。

る一切の滅失又は損傷について責任を負わない

1,453
854 47.0%
201 11.1%
149 8.2%
144 7.9%
121 6.7%
106 5.8%
63 3.5%
63 3.5%
45 2.5%
18 1.0%
15 0.8%
10 0.6%
6 0.3%
6 0.3%
5 0.3%
5 0.3%
4 0.2%
1 0.1%
0 0.0%
0 0.0%

このコラムは、JIFFA会員の実務担当者が日常業務で
出会うことのある法律的な問題について、その対処方法
をアドバイスするために、法務委員会が設けたものです。
本欄で取り上げてもらいたい案件などがありましたら、
JIFFA事 務 局 へ Fax（No.０３−３２９７−０３５４）ま た は E-mail
（address：gene@jiffa.or.jp）でご連絡ください。

まず、この案件で、関連する約款について説明致
します。関連するJIFFA MT B/L約款は、裏面約款
第18条「高価品」と、第23条「責任の限度」、第35
条「米国地域約款」です。それぞれの内容は、以下
に記載のとおりです。

ものとする。
（3）本条に定める限度を超える賠償額は、運送
人の同意を得て運送の開始に先立ち、荷送人よ
り通告された運送品の価額が本運送証券の表面
の所定欄に記載され、かつ、割増運賃が支払わ
れた場合に限り請求することができ、その場合

裏面約款第18条「高価品」（参考和訳文）

には、通告価額が限度となり、一部の滅失又は

運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射

損傷は、通告価額に基づいて、滅失又は損傷の

性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、

割合に比例して精算される。

通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、

（4）前記第2項にいう計算単位は、国際通貨基金

刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる

（International Monetary Fund:IMF）の定める特

種類の蒐集品又は荷主のみにとり特別な価値の

別引出権（Special Drawing Rights：SDR）とする。

ある物品を含めたすべての高価品の滅失又は損

前記第2項の規定による金額は、訴訟が係属す

傷について、それらの真実の種類及び価値が運

る裁判所の属する国の法令で定める日における

送品の受取りに先立って荷主により書面で通告

その国の通貨の価値を基準として、その国の通

され、本運送証券の表面に記載され、かつ、そ

貨に換算されるものとする。

れについての従価運賃が前払いされているので

（5）以下、省略

なければ、運送人は、一切の責任を負わない。
裏面約款第35条「米国地域約款」（参考和訳文）
裏面約款第23条「責任の限度」（参考和訳文）
（1）省略

（1）省略
（2）USCOGSAが適用されたときは、運送人の責

（2）運送人は、いかなる場合であっても、その

任は、1包又は慣習的な運賃単位につき、500米

原因のいかんにかかわらず、1包又は1単位当た

ドルを超えないものとする。但し、本運送証券

り666.67計算単位、又は滅失又は損傷した物品

の表面に運送品の種類及び価額が通告された場

の総重量の1kg当たり2計算単位に相当する金額

合は、本運送証券第23条によるものとする。

のうち、いずれか高い金額を超える運送品に係

（3）省略
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関連する条文としては上述のとおりですが、価額

険会社に対して、運送品の申告価額や輸送の詳細を

がMT B/Lの表面に記載される場合と、価額の申告

連絡し、当該輸送に対して、賠償責任保険の引受け

が無かったことを表すN.V.D.（No Value Declared）

の可否を確認し、保険付保が可能な場合には追加保

が記載される場合とで、全く意味が異なることを理

険料の見積を入手します。

解しておかなければなりません。

（122）

そして、上記で確認した運賃及び追加保険料の見

それは、価額に見合った割増運賃（第18条の従

積、及び荷主の信用度、リスク等を鑑み、貴社は運

価運賃にあたります）が支払われ、MT B/L表面の

賃見積を提示するか、見積提示を辞退するかを社内

Merchant s Declared Value欄に価額が記載される

で検討の上決定致します。運賃見積を提示する場合

と、上述の裏面約款 第23条（2）「責任の限度」及

は、見積は従価運賃でそれを貴社の顧客が前払いす

び第35条「米国地域約款」で規定される運送人の

ることを条件として承諾した場合に運送を引受け

責任限度額が適用されなくなり、荷主はその限度額

ます。

“ 海外研修 生活レポート
in シンガポール ”
NRS Logistics Pte Ltd

株式会社日陸 シンガポール支店

高橋
株式会社日陸 シンガポール支店

乗っていませんでした。

由衣

ンなど同じようなメニューが多く、

で勤務しております高橋と申しま

こうして、なんとかシンガポール

隔離生活後半は飲み物やピザをデリ

こ の よ う に、 荷 送 人 か ら 書 面 で 運 送 品 の 価 額

す。弊社は危険物や化学品を中心に

へ着くことができました。私が入国

バリーしていました。平日は在宅と

の 通 告 が あ り、 且 つMT B/Lの 表 面 のMerchant s

タンクから倉庫、リースなど幅広い

した時期は、空港での就労ビザの確

同じように仕事をし、休みの日はゲ

Declared Value欄にその価額を記載し、万一運送品

物流サービスを提供しています。私

認や PCR 検査があり、その後専用

ームや日本の友人とオンライン飲み

が運送人である貴社の管理下で損傷や滅失した場

は新型コロナウィルス渦の中で、な

のタクシーで 14 日間の隔離ホテル

会をして時間を過ごしており、14

合、この欄に記載された価額を限度に、損害額に対

んとか 8 月にシンガポールへ入国す

へ直行する流れでした。着くまでど

日間隔離を無事終えることができま

して貴社が賠償責任を負うことになりますので、慎

ることができ、3 カ月程経とうとし

このホテルかわからないためドキ

した。

重に対処を行わなければなりません。

ているところです。各国でコロナ感

ドキでしたが、私は 5 つ星ホテルの

れている、責任制限約款により運送人の責任を減免

染者数が増えていて、先が読めない

JW Marriott ホテルに滞在すること

するためには、運送人は荷主に対して「料率選択

中、不安もありましたが、シンガポ

になりました。

権」を付与しなければならないという考え方があり

ールでの業務は貴重な体験だと日々

ます。

感じております。そんなシンガポー

を超える賠償額を運送人に対し請求できることにな
る、ということです。
これが、輸送を引受けるか否かを検討するにあた
り、念頭に置いておくべき注意事項です。
MT B/Lの表面における価額の表記の有無につい
て記述致しましたが、この背景には、米国で支持さ

つまり、運送品に事故が発生した時、「実価に基
づいて賠償を受けられる運賃料率」と「賠償額が一

ルでの生活を皆様にお伝えできれば
と思います。

定限度を超えないことを条件とする運賃料率」の選
択権を付与することが、責任制限約款が有効に成立
するための要件ということになります。
このように運送人が荷主に対して「料率選択権」

1．コ ロナ中の入国、隔離生活につ
いて
私は当初 6 月に入国する予定でし

を付与している中で、この案件において、貴社の顧

たが、日本での新型コロナウィルス

客が、価額を貴社に通告し、割増運賃を支払ったと

拡大の影響により、入国禁止の通達

いうことは、「実価に基づいて賠償を受けられる運

が届きました。そのため、シンガポ

賃料率」を選択したことになります。

ールからいつ入国許可が出るのか分
からない状況で、日本で仕事する

では、貴社が輸送を引受けるか否かについてです
が、貴社が行う手順は、以下に記載のとおりです。

日々を過ごしていました。すると、
7 月中旬に突如シンガポール政府か

JW Marriott ホテルの部屋

ホテルの部屋の外に置かれる
お弁当・ある日の夜ごはん

ら 8 月 1 日までに入国する条件で入

14 日 間 の 隔 離 は 3 食 お 弁 当 が 届

まず、貴社は、船会社等の実運送人に、高価品の

国許可がおりたのです！私は急いで

き、1 日 1 回シンガポール政府から

品名、明細、今回貴社の顧客から申告を受けた価額

渡航準備をし、2 つのスーツケース

電話で所在確認され、指定された日

（USD300,000）、荷受地、船積港、荷揚港、荷渡地、

をもって出発することができまし

に簡易 PCR 検査キットをしてアプ

使用するコンテナタイプ・数量等を連絡の上、輸送

た。空港は人も少なく、シンガポー

リで報告していました。最初のころ

シンガポールはワクチン接種有無

の引受けの可否を確認し、実運送人が輸送可能な場

ル行きの飛行機は私を含め 6 人しか

はお弁当も食べていましたが、チキ

や訪問履歴などすべてアプリで管理

合は従価運賃の見積を入手します。
次に、貴社は賠償責任保険契約を締結している保

2．シ ンガポールのコロナ対策、買
い物や食について
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海外だより
されており、ショッピングモールや

中にありますが、その隣にもホーカ

ュニティの方が主流で、人気がある

お店の出入り口にてアプリを通して

ーがあります。お昼はいつもそこで

ように感じます。

入ることができます。今まで迅速な

食べており、チキンライスは SGD3

対応とシステム管理により感染者数

（JPY240）で食べることが出来ます。

も抑えており、人口の 80％以上は

また、日本の食品をメインに扱っ

シンガポールの人は皆英語が話

ワクチン接種終えたと記録されまし

ている DONKI があります。リーズ

せてとても優しいです。街や住宅も

た。しかし、9 月下旬より感染者数

ナブルな価額なので、日本の食品が

定期的に殺虫剤が撒かれているの

が急増しております。現在は在宅勤

必要な時はここで買い物していま

で、とてもきれいで生活しやすい国

務を基本とし、外食やホーカー（屋

す。ただ 1 番驚いたのはお酒の金額

だと感じております。コロナ対策の

台）はワクチン接種済みで 2 名まで

です。シンガポールはアルコール度

為、人と接する制限はありますがこ

しか食べることが出来ません。

数が高いほど酒税がかかり、ビール

れからも有意義な日々を送ってい

シンガポール料理はチキンライ

はそこまで大差はないですが、日本

きたいです。コロナの状況が一日で

スやラクサなど中国やマレーシア

で気軽に飲んでいたハイボールを飲

も早く落ち着き、日常が健やかに過

の食文化も交ざったローカルフー

みたくても、ウィスキーが日本の 2

ごせる様になることを願っており

ドが多くあります。物価が高いと言

倍、3 倍の金額です。

ます。

3．休日について

ーがあるのでオススメです。弊社

休日は友達とご飯食べたり、ダン

オフィスは 8 月末に移転し、Marine

スコミュニティに参加したりしてい

Parade 近く PARKWAY PARADE シ

ます。ダンスは日本に住んでいた時

ョッピングモールに併設したビルの

から習っていたので続けたいと考え

山

AN OSAS COMP
このサブタイトルAN OSAS COMPをご覧になって「あ
る方には、以下の拙文を読むのは貴重な時間の無駄にな

Size

大きさ

雅

重

beautiful, lovely, cute, difficult,
big, small, long, short, tall, tiny,
large, etc.

Age

新旧

new, old, young, ancient, elderly,
etc.

まず、「彼は白い大きな家に住んでいる」を英語で表

Shape

形状

round, square, fat, thin, wide,
narrow, triangle, etc.

Color

色

い英語ではない。このままでも意味はなんとか通じるが、

Origin

出身

よいが、英語では名詞の前に置かれる複数の形容詞を並

American, Italian, Japanese,
Russian, oriental, etc.

Material

材料

厳密にいえば、He lives in a big white house. が正解であ
る。日本語では「白い大きな」でも「大きな白い」でも

blue, green, red, white, pink,
purple, dark, vivid, etc.

の英文には文法的なミスはないが、残念ながら英語らし

ば、マスクなしで踊ることが出来ま

田

friendly, etc.

るかもしれない。

このように英訳された方が多いのではなかろうか。こ

りますが、ワクチン接種済みであれ

metallic, wooden, silk, cotton,
paper, brick, etc.

Purpose

目的

display, sale, shopping, wedding,
walking, etc.

べる順序が決まっていて white big ではなく big white と

す。フィットネスジムより、行きた

するのが普通である。類例を 1 つ紹介する。童謡「夕焼

いときに予約していけるダンスコミ

小焼」の 2 番目の歌詞は下記のようになっている。

マーライオンをバックに

子供が帰った
円い大きな

お月さま

小鳥が夢を

見る頃は

人によって物の見方が異なる、つまり、各人の「主観」
「主観」と表示している文法書もある。厳密に言えば、
Article（冠詞）は形容詞ではないが、最初の形容詞の直
前に置かれる。そして、all, both, my, our, your, their な

金の星

2 行 目 の「 円 い 大 き な

上記の中の Opinion は「意見」という意味であるが、
によって物事の「評価」が異なることから、Opinion を

後からは

空にはきらきら

ども最初の形容詞の直前に置かれる。また、最後の名詞
お 月 さ ま 」 を A round big

を修飾する「形容詞用法の名詞」もある。例えば、「宝

moon と 英 訳 し が ち で あ る が、 英 語 で は A big round

石箱」は jewel box というが、この jewel（宝石）自体は

moon というのが普通である。

名詞であるが、「形容詞」として使われている。

極論であるが、
「
（本当に）英語を知っている人」と「
（一
応）英語を知っている人」との差がこのあたりにある。

ダンスコミュニティにて

評価

あ、これか。その内容はよく知っているよ」とおっしゃ

He lives in a white big house.

ていました。スタジオは人数制限あ

ホーカーの入り口・チャイナタウンに
あるホーカーのチキンライス

Opinion

現していただきたい。

われているシンガポールですが、い
ろんな場所に安く食べられるホーカ

178

4．最後に

なお、形容詞には、上記のように名詞の前に置かれる
「限定形容詞」
（例文：He is a kind man.）の他、動詞の後

ネイティブは学校で上記の AN OSAS COMP という語

に置かれて補語的な役割を果たす「叙述形容詞」
（例文：

呂合わせで英語の形容詞の並べ方を覚える。下記はその

She is glad.）がある。詳細は略すが、この glad は叙述用

概要である。

法にしか使えない形容詞であるから、She is a glad girl.
とは言えない。つまり、glad は限定形容詞としては使え

Article

冠詞

a, an, the

ないのである。content（満足している）
、asleep（眠って

Number

数字

two, five, seven, ten, hundred,

いる）
、awake（起きている）なども叙述形容詞である。

million, etc.

では、ここで複数の形容詞の語順の例題を挙げる。下
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の英文を見る前に自分で挑戦していただきたい。
（1）アメリカ人の背が高い 3 人の青年
（2）メッシュ素材のランニング用の 2 足の黄色い靴
日本文の語順のままに直訳しないで、上記の語順に従
って英訳すれば下記のようになる。
（1）three tall young American boys
（2）two yellow mesh running shoes
最後に、形容詞の配列順の一例を紹介する（『ロイヤ
ル英文法』より）。
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（人食い虎が追いかけてきたら、女の子はどうす

犬は字が読めないので、新聞広告を出しても無

るだろう？）

駄だから。

（5）What bird lifts heavy things ?

wooden jewel boxes
（その 5 つの美しい小さな卵形のきらきらした新品の
紫色の中国の木製の宝石箱のすべて）
以上が英語の形容詞の語順の概要であるが、「難しい

あり、実際にはルール通りではない語順の英文も少なく

（6）Which is heavier, a new moon or a full moon ?
（新月と満月はどっちが重い？）

多くの形容詞を使った文章は極めて稀である。
以上の説明だけでは分かりにくいかもしれないので、
関心のある方は是非、英文法の参考書で確認していただ
きたい。

ば、キッチンでは多くの食器を一度にまとめてきれいに

ではなく wrestling, wrist, wrong, answer, two, who など

（8）What are two things you can t eat for dinner ?

洗い、食器棚にしまってくれる「食器洗い機」もあるら

でも w は発音されなくなった。

（夕食に食べられないものが 2 つある。それは何
（9）Where does Friday come before Thursday ?
（金曜日が木曜日よりも先に来るのはどこ？）
（10）Why don t you put on ad. in the paper when you ve
lost your dog ?
（犬が迷子になったのに、どうして新聞広告出さ
ないの？）
英文は too easy だが、その裏にある仕掛けが難しかっ
たかもしれない。答えは下記の通りである。

えは下段にあるが、答えを直ぐ見ないで、先ずトンチを
働かせて遊び気分で考えていただきたい。

字の gravity の真ん中の字「v」。
d

or

m

が答えで

ある。最初の字 d と m 以外は同じ字である。

（重力の中心は？）
（2）What is the difference between a donkey and a
monkey?
（ロバと猿の違いは？）
（3）Can you spell

blind pig

with two letters ?

（目の見えない豚を 2 字で書けるか？）
（4）What would a girl do if a man-eating tiger were
chasing her ?

記の 2 人の女性の会話（英文）を読んでいただきたい。

代表例が night の gh であるが、既述の write のように、

I bought a new dish washer. It cleans 30 dishes at
once and they are all clean.
Well, I have had the same old dish washer for the last
25 years. But it cleans more than 30 dishes at once and
they are all clean and it even puts the dishes away in the

You have met him. My husband.

を洗ってくれるし、とってもきれいに仕上がるの」
「あらそう、私なんかもう 25 年間も同じ古い食器洗い
機使っているわよ。でも 30 枚以上のお皿を一度に洗え
るし、とてもきれいに仕上がるし、食器棚にしまうとこ
ろまでやってくれるのよ」
「なんですって？本当に？どんなのか見せてくれる？」
「あら、あなたに会ったことがあるわよ。うちのダンナ」
この話は性差別のない男女共同参画社会を目指す今の

く「男」と解釈して、「人食い虎」ではなく「男

時代にはそぐわないかもしれない。ユーモアの内容も時

食い虎」と見做しているから。

代とともに変化するのは当然で、今後、どのようなユー

（5）答えは「鶴」。皆様ご存じの gantry-crane の crane

モアが現れるのか楽しみである。

write の w と night の gh

「満月は新月よりも明るい」というのがこの英

write は「ライト」と発音し、night は「ナイト」と発

文の通常の意味であるが、light には「軽い」とい

音することは誰でも知っている。上記の w と gh を見た

う意味もあり、ここでは、「…よりも軽い」とい

瞬間、「2 つとも発音されない」ことに気付かれた方は

う意味で用いられている。

多い筈だ。なぜ発音されないのか？そこで、これら 2 語

（7）Because he didn t have a knife.
（8）Breakfast and lunch.
（9）In the dictionary.
（10）It s not useful to put ad. in the paper because

14 世紀

ニヒト、15 世紀

16 世紀

ナイト

ニイイト

つまり、night は 14 世紀には「ニヒト」と発音され、
gh は「ヒ」の音を示す文字であった。15 世紀以降は、
この「ヒ」は弱まって、16 世紀には「ナイト」と発音
れなくなったのに gh は残った。そして、面白いことに、
もともと gh のない語に gh を加える現象が生じた。
フランス語から入ってきた「喜び、愉快」を意味する
delight（ディライト）は 14 世紀頃には delit（デリート）
とつづられ、gh はなかった。ところが、16 世紀頃に gh
が加えられて、現在の delight というつづりが一般に使
われるようになった。
頭 が 混 乱 す る よ う な こ と で あ る が、delight に 似 た
light や night の gh は も と も と あ っ た も の で あ る が、
delight の gh はもともとなかったものであることは、現
在の英語からだけでは分からない。

ジョークと諺
まず、下記の 2 つの英文とその和訳を読んでいただき

には「鶴」という意味もある。
than a new moon.

night の発音の歴史を辿ってみよう。

されるようになった。write の w と同じように、発音さ

What? Really? Can I see it?

答えである。この英文では、man を「人」ではな

（6）答えは、A new moon, because a full moon is lighter
（1）What is the center of gravity?

発音されないのに書かれる文字を黙字という。その

「新しい食器洗い機買ったのよ。一度に 30 枚ものお皿

（1）物理の智識を総動員しても分からない。答えは７
（2）The difference of one letter

しい。さて、その実体は？ロボットかも？ともあれ、下

cupboards.

（4）She would do nothing, because she is not a man. が

う。そして、単語のスペリングや意味に強くなろう。答

て発音しにくかったのではないかと、推測する学者もい

（アダムがリンゴをかじったのは何故？）

「i」= eye（目）と考えればよい。

心と頭を柔軟にするため英語のクイズに挑戦してみよ

では、なぜ w（ウ）がなくなったのか。w と r は連続し

自動食器洗い機

るが、定説はなさそうである。これは write だけの現象

（3）答えは2字 pgである。pigの間の「i」を取ればよい。

英語のクイズ

これでお分りのように、16 世紀までは w は発音され

日常生活の多くの面で自動化が進んでいる。たとえ

（7）Why did Adam bite an apple ?

ない。native speakers of English でも「ルール違反」の
英文を書いている。そして、上記の例のようにこれほど

ライト

つづりはそのままで write と書き続けられた。

なぁ、とても覚えられない」と思われた方もあるかもし
れない。ご心配無用！上記のルールはあくまでも原則で

ウライト、17 世紀

ていて、17 世紀頃に w が発音されなくなった。しかし、

（重い物を持ち上げる鳥は？）

か？）

all the five lovely little oval brilliant new purple Chinese

16 世紀

dogs can t read.

の発音の歴史を辿ってみよう。
されていた。
ウリート、15 世紀

はない。
（1）Apples are so expensive these days, and so you
may as well have the doctor.
（近ごろリンゴがとても高いから、あなたも医者
にかかるかも）

まず、write であるが、以前は w も下記のように発音
14 世紀

たい。なお、
（1）と（2）の文章の間には「直接的な関係」

（2） Why don t you eat apples ?
（どうしてリンゴを食べないの）

ウリィト

I met a handsome doctor at the party.
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（パーティで素敵なお医者様に会ったのよ）
日本語でも英語でも諺を背景にしたジョークがある。
上記の（1）と（2）の英文の背景にはよく知られている
英語の諺がある。英語に強い方はお分りだと思うが、そ
れは 1866 年に英語の文献に初めて登場した有名な諺 An
apple a day keeps the doctor away.（1 日 1 個のリンゴは
医者を遠ざける）である。リンゴは栄養価が高いから毎
日 1 個食べれば病気にならない。したがって、医者にか
からずに済む、という意味である。
なお、マザーグース（Mother Goose）にも An Apple a
Day（1 日 1 個のリンゴ）が下記のように出てくる。

当に嬉しいです」
拙

訳： After your son passed away, you pulled
yourself together and lived positively. I m
really glad.

語法的なミスではないが lived positively を lived with
a positive attitude に修正された。筆者は常にビジネス英
語、特に email の英文は The shorter, the better であるべ
きだ、と主張してきた。しかし、一般的な和文英訳の場
合、英訳は、原文の意味だけではなく、夫々の文体や文

っちゃ売れてますよ」という意味の感嘆符 ! たった 1 字

お願いです。あなたのスケジ

だけの返事を出した。

ュールが必要です。メールで

因みに、日本では、1 文字で 13 音を持つ漢字が 2 つも
ある。残念ながら筆者の PC でこれら 2 つの漢字を表示

Thanks so much.

ありがとうございます。

できないが、それぞれの漢字の13音は下記の通りである。

Best regards,

敬具

Sayuri

小百合

ほねとかわとがはがれるおと（骨と皮とが剥がれる音）
まつりのそなえもののかざり（祀りの供え物の飾り）
参 考 の た め に 紹 介 す る が、 最 長 の 英 語 の 単 語 は
189,819 字である。

脈などに相応しい英文にしなければならない。このよう

英語では疑問符 ? や感嘆符 ! がよく使われるが、何に

に添削されて、英文の自然な流れを保つためには修正例

由来しているのだろうか。まず疑問符 ? であるが、耳の

のように表現するのが望ましいことを改めて痛感した。

形に似ているとか、手を耳元で丸めたときの形にそっく

やや脱線するが、川端康成は名作『雪国』でノーベ

りだから、という説があるが、これは残念ながら俗説ら

An apple a day

1 日 1 個のリンゴは

Sends the doctor away.

お医者を追っ払う

Apple in the morning,

朝のリンゴは

ル文学書賞を受賞したが、この名作を英訳したのがサイ

しい。かってラテン語では、文のあとに疑問を意味する

Doctor s warning.

お医者のすすめ

デンステッカー（Edward G. Seidensticker）である。筆

Quaestio（question の語源）という単語を付け加えるこ

者はノーベル文学賞の詳細な選考過程は知らないが、選

とによって、その文が疑問文であることをあらわしてい

考委員が読んだのは日本語の『雪国』ではなく、英語の

た。しかし、いちいち Quaestio と書くのは面倒だとい

Snow Country であった。川端康成が受賞金の半分をサイ

うことで、QO という単語が使われるようになった。そ

デンステッカーに渡したのも「むべなるかな」と言える。

して、さらに＜ Q ＞と末尾の＜ O ＞を合体させて＜ ? ＞

閑話休題。「リンゴが高価になると毎日 1 個食べられ
ないので病気になり、あなたも医者にかかる（かも）」
というのが上記の（1）の意味である。ところが、（2）
の意味はリンゴの値段とは無関係で、引用した諺の中の
keeps the doctor away（＜リンゴが＞医者を遠ざける）
という表現から、「（私がリンゴを食べれば）パーティで
会ったあの素敵なお医者様を遠ざけてしまうのでは」と
心配になる、ということである。
ジョークに限らず、普通の英文を読む際、その背後に
ある諺を知らないと、その英文の正確な意味が分からな
いことがある。日本語についても同じことが言える。
余談であるが、毎日適量のお酒を飲んでいると健康
を保つことができる、とおっしゃる方なら、A bottle
of beer a day keeps the doctor away. または、A glass of
wine（or whisky）keeps the doctor away. と言える。

The shorter, the better.
筆者は数十年前から「英作文同好会」の会員で、今も
毎月 1 回、和文英訳に取り組んでいる。与えられた原文
（日本文）を英訳して、日本語に精通しているプロのア
メリカ人の翻訳家に送信し、添削してもらっている。
原文は約 450 字であるが、下記は、その一部分の拙訳
である。

文学作品の英訳は難しい。大学に入学した年の夏休み

次に感嘆符 ! であるが、これはラテン語の Io という

して英訳したことを今、懐かしく思い出している。大学

語（驚きをあらわす）を縦に並べて、＜ o ＞の部分を点

1 年の若造の英訳は余りにもお粗末であったが、当時の

にしたのである、と言われている。

英作文担当の先生に全文を添削していただいた後、Love

「一筆啓上

火の用心

り直して前向きに生きてこられましたね。本

ビジネス email の英語
ばあるほどよい」と思われているが、ビジネスでは簡潔

お仙泣かすな

馬肥やせ」は

日本一短い手紙である。皆様よくご存じのことと思うの
で、詳細は省略する。手紙ではないが、逆に日本一長い
タイトルの曲名をご存じだろうか？それは 2010 年 3 月 8
日に発売されたビイジュアル系バンド「レム」がリリー
スした楽曲のタイトルで、なんと圧巻の517文字である。
ところで、フランス・ロマン主義の詩人・小説家ビク
トル・ユーゴ（Victor-Marie Hugo, 1802-1885）が 1862 年

過ぎてはいけない。

がある。たとえば、相手に何かを依頼するメールを送っ
た途端、相手がちょうどそれを送ったところだったこと
が分かった。既に送ったのに、あなたの依頼のメールを
受けとった相手は、「失礼な人だなぁ」と感じたり、「届
いていないのか」と心配する。このようなケースに遭遇
された方もあるかもしれないが、そのような場合、効果
的な英文を書くのは案外難しい。とにかく、メールの行
き違いに気づいたらすぐに、たとえば、下記のような内
容のメールを書くべきである。
Dear Suzan,
It seems that our emails crossed in cyberspace. I
received the report from you. Please ignore the email I
just sent asking for it.

Hiroko
上記の英文の内容は下記の通りである。
スーザンさん、
私たちのメールがサイバースペースで行き違いにな

Need your schedule.

あなたのスケジュールが必要。

Email me.

メールを送って。

Bye,

じゃ、

Sayuri

さゆり

敬具

上記のメールは極端な悪例である。これでは簡潔過ぎ

弘子

執筆の疲れを癒すため海外旅行をしたが、この小説の売

も、下記のように改良すべきである。

幸いこの小説はよく売れていたので、出版社は早速「め

余談であるが、相手とのメールが行き違いになること

トム、

てビジネスの相手にとっては失礼に当たる。少なくと

たった 1 字だけであった。正に世界一短い手紙である。

かし、ていねいに書くべきである。

Tom:

に名作 Les Misérables（レ・ミゼラブル）を出版した後、
れ行きが気になり、旅先から出版社に手紙を書いた。そ

とにかく、英語のメールは上記のように、簡潔に、し

Regards,

email はスピードを重んじる媒体なので「簡略であれ

「 ? 」と「 ! 」

れは「ボクの本売れてるかなぁ」という意味の疑問符 ?

日本文：「息子さんが亡くなられた後、よく、気を取

になった（＜ o ＞は下の点）という説が有力である。

に有志（確か 12 名）で丹羽文雄の小説『恋文』を手分け

Letters というタイトルで book form に纏めた。

送ってくださいませんか。

Dear Tom,

トムさん、

I have a favor to ask. I need your schedule. Could you
please send it to me by email?

ったようです。あなたからのレポートは受け取りまし
た。レポートを依頼する内容のメールを私がたった
今、送ったばかりですが、無視してください。

笑い話
しばらく硬い話が続いたので、ここで笑い話を 3 つ紹
介する。下記の英文を読んで笑えない方はない筈だが、
もし、あれば問題である。
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秋が深まってきました。日本では「天高く

枚の写真のようです。

馬肥ゆる秋」という諺がありますが、中国で
は「秋高气爽」（天高く空気が爽やか）との
（1）2 人の患者が話している。

スピーチが終わるや否や、あるヨーロッパの代表が

患者 A：どうして手術の直前に逃げ出したんだい？
患者 B：看護師が「この手術は簡単だからそんなに
心配しないで！」って言ってたのよ。
患者 A：それで、どうして逃げたの？

言った。
I didn t know that the Japanese language is so
similar to English.
（日本語がこんなに英語に似ているとは、知りませ

患者 B：She was talking to the doctor who was going

んでしたなぁ！）
これは笑い話であるが、実際に日本の首相が話した英

to operate.
（看護師は手術をする医者に言っていたのよ）
（2）キュートな若い女性が、床屋で男の指にマニュキ

明人尽望，不知秋思落谁家。」

夜空に上がっているお月様も明るくきれいに

これは唐の詩人、王建（おうけん、生没年

見えますね。今回はお月様にまつわる中国の

ははっきりしない）の「十五夜望月」（十五

古詩をご紹介します。

夜に月を望む）の詩です。日本語で読みます
と、「中庭（ちゅうてい）地白く、樹に鴉（か

「床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低

らす）棲む。冷露（れいろ）声無く、桂花（け

头思故乡。」

いか）を湿（うる）おす。今夜、月明（げつ

これは中国唐の時代（618 年〜907 年、中
国の王朝）の詩人である李白（りはく

めい）人尽（ことごと）く望むも、知らず、

701

秋思（しゅうし）の誰（た）が家にか在る。（庭

語の発音が日本語的であったので、上記のような印象を

年〜762 年）の有名な詩「静夜思」（せいや

先の地面は月の光で白く輝き、樹上の巣には

与えたことがあった。

し）です。日本語で読みますと、「牀前（し

からすが休む。冷たい露は音もなく降りて木

ょうぜん）月光を看る、疑うらくは是れ地上

犀（もくせい）の花を潤おしている。今夜の

の霜かと、頭（こうべ）を挙げて明月を望み、

この明月を人々はみな眺めているだろうが、

頭を低（た）れて故郷を思う。」（寝台の前を

その中で秋の物思いにふけっているのはどこ

照らす月の明りはまるで冷たい白い霜のよう

の家の人だろうか）という意味です。「秋思」

に、頭を仰ぎ明月を望み、頭を下に向けては

とは、秋に感じるものさびしい思いのことで

遥かなる故郷を思う）という意味です。

す。

ュアを塗っている。男はすっかりこの女性が気に

昭和期に人気のあった流行歌手の美空ひばり（1937-

入り、そっと耳うちする。「あとでデートしないか

1989）と江利チエミ（1937-1982）のどちらか忘れたが、

い？」

アメリカ本土かハワイで英語の歌を歌ったことがあっ

その女性が答える。「私、結婚してるのよ！」

た。やはり、その時も the Japanese language is similar

男は少しもひるまない。
「それじゃ、旦那に電話し

to English と言われたとのことである。

て、女友達に会いに行くとでも言えばいいじゃない
か？」

「中庭地白树栖鸦，冷露无声湿桂花。今夜月

表現になります。天高く空気が爽やかなので、

（つづく）

その女性はこう答える。
You tell him yourself. He s shaving you.
（あなた、自分で言いなさいよ。あなたの髭剃りを
しているのが旦那なのよ !）
（3）かって、ニューヨークの国連本部で日本の首相が英

中国では月光は、離れたところの家族を偲

これは十五夜に月を眺めたことを詠った詩

ばせるという伝統があり、李白も月光によっ

です。前半は作者は目の前にある静かな秋の

て旅の先で故郷の親族を懐かしく思い起こし

夜の風景を描写し、後半は頭上にある明月か

たでしょう。「床」は中国語では「ベッド」

ら想像の世界に入ったのです。月を望む漢詩

の意味で、「ゆか」ではありません。この詩

によくある構成です。

は中国では老若男女を問わず最もよく知られ

中国では昔から中秋節（旧暦 8 月 15 日、中

た詩の一つで、私も大好きな詩です。李白

秋の明月）の時に、一家団欒でお月様を見な

は、唐の時代のみならず中国の詩歌史上にお

がら月餅を食べる習慣があります。一方、一

いて、同時代の杜甫（とほ

語で演説をした。

712 年〜770 年）

人で異郷にいる人は寂しく月を見ながら故郷

とともに最高の存在とされています。奔放で
変幻自在な詩風から、後世に

の親族を懐かしく思い出します。

詩仙 （詩の

仙人）」と称されています。

月光は侘しさがありますが、慌ただしい今
の時代では、たまには何も考えず静かにお月

「空山新雨后，天气晩来秋。明月松间照，清

様を見るのもいいと思います。下を向いてス

泉石上流。」

マホばかり見るより、上を向いて明るい月を

これは唐の詩人である王維（おうい

見た方が心は落ち着くでしょう。

701

年〜761 年）の作、山居秋暝（さんきょしゅ

ちなみに、日本では「読書の秋」「スポー

うめい）の上半分です。日本語で読みますと、
気晩来（ばんらい）秋なり。明月松間（しょ
うかん）に照り、清泉（せいせん）石上（せ
きじょう）に流る。」（人気のない山の雨上が
明月は松の間に照り、清らかな泉が石の上を
流れている）という意味です。
王維は唐の時代の自然派詩人で、同時代の

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会
（JIFFA）

詩人李白が

詩仙 、杜甫が

詩聖

と呼ば

れるのに対し、その典雅静謐な詩風から
仏

詩

と呼ばれています。彼の詩は人生の苦し

みや悲哀より、目の前の自然景観を表現し、
思いのままに風流を楽しむのです。雨上がり
の人気のない寂しい山で、澄み渡った月は、

お申し込みは JIFFA HP “図書刊行物ご案内” から

https://www.jiffa.or.jp/publication/publication.html

松の木の茂みの間から照らしている秋夜の一

現がありますが、中国ではよく「金色的秋天」
（金色の秋）「收获的秋天」（収穫の秋）と言
います。

116

）

り、空気が澄み渡り、秋の気配が漂ってきた。

（その

「空山（くうざん）新雨（しんう）の後、天

ツの秋」「食欲の秋」など、秋についての表

中国語 一言レッスン

Nǐ xǐ huān shén me jì jié ?
A ：你 喜 欢 什 么 季 节 ？

（あなたはどの季節が好きですか？）

Wǒ
B ：我
qiū
秋

xǐ huān qiū tiān,
喜 欢 秋 天，
gāo qì shuǎng, hóng yè měi lì.
高 气 爽， 红 叶 美 丽.

（私は秋が好きです。天高く空気が爽やかで、
）
紅葉がきれいです。
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No.148（通算164回）
米のドライバー不足過去最悪

9月のアジア−北米荷動き単月最高

全米トラック協会（ATA）がこのほどまとめた

米国の調査会社、Descartes Datamyneが米

第199号課題文

調査によると、米国では長距離トラック中心に

国 税 関 のACE・B/Lデ ー タ を も と に 集 計 し た

今年通年でドライバー80,000人が不足、過去最

9月 の ア ジ ア 主 要10カ 国・ 地 域 発 米 国 向 け 往

第234号課題文

悪の状況となっている。ドライバーの高齢化に

航コンテナ輸送実績は、前年同月比9.2%増の

よる退職や長期間自宅を離れる働き方への敬遠

178万9,427TEUと15カ 月 連 続 の プ ラ ス と な

などに加え、パンデミックによる離職増加、新

り、9月 の 過 去 最 高 を 記 録 し た。1〜9月 累 計

規免許取得者の減少などが重なり、ドライバー

は 前 年 同 期 比27.2 ％ 増 の1,533万9,086TEU

不足が深刻化。長距離トラックドライバーの年

だ っ た。 国 別 で は、 中 国 が 前 年 同 月 比9.8 ％

収は約5倍に急騰しているものの、ATAでは輸送

増 の114万8,060TEU、 韓 国 が23.8 ％ 増 の

需要の増加と現役ドライバーの引退・離職を基

15万5,041TEU、 ベ ト ナ ム が7.4 ％ 減 の11万

試訳

（
*

）は省略可能

次の2つの日本文の意味を英語で表現してください。
（1）9月25日に発送しました下記のマニフェストとフレイト・

（1）The under-mentioned House B/L in the cargo

リストに記載されている House B/L 番号が間違っていますの

manifest and freight list（which）we sent to you

で、JFYB 21905を JFYB 21950に訂正してください。ご迷惑

on September 25 was wrongly numbered. Could

を掛けてすみません。

you please revise JFYB21905 to JFYB21950. We

に2030年には16万人が不足すると予測、20年

7,686TEU、台湾が15.2％増の8万5,032TEU、

are sorry for troubling you.

間で新たに100万人をリクルートする必要があ

インドが39.7％増の6万6,901TEU、シンガポ

るとしている。

ールは9.3％減の6万6,834TEUで、日本は9位

（2）上記の貨物事故は貴社のバンニングが不適切であったこ
とが原因であると考えざるを得ません。いずれコンサイニ―

（2）We can’
t help considering that the above

から損害賠償を求められた際には、貴社でそれに対応してい

cargo damage was caused by inappropriate

ただくことになると思います。

stuffing on your side. Probably the consignee

（注）
（1）については、『国際物流英語』126 - 127頁を参考に
して下さい。
（2）については、『国際物流英語』183頁を参考にして

で10.1％減の3万376TEUだった。

will demand damages. In that case, you will be
expected to respond to the claim.
註：
（1）の（which）は省略可能。

下さい。

欧州のトラック運転手不足深刻
英 国 の 物 流 市 場 調 査 会 社、Transportation
Intelligence Consulting（Ti）が発表した今年第
3四半期（7-9月）のTi ＆ Upply Europe Road
Freight Benchmark（20171Q ＝100）は107.6と
前年同期を2.9ポイント上回り、5四半期連続で

第235号課題文

上昇、2017年に発表を開始して以来の最高を記

次の2つの日本文の意味を英語で表現してください。
（1）11月22日付の email でお知らせしましたように、下記の FCL 貨物は40フィート・コンテナ3本に詰め込み、

録した。陸送業者の20％が運転手を十分確保で
きず、国際道路交通連盟（IRU）の調査でスペイ
ンのトラック運転手不足は10.2％に達し、ドイ

Memphis 向けに“JIFFA STAR ”で積み出しました。この貨物はロングビーチ港 CY で輸入通関を済ませてから鉄道

ツでは約6万5,000人、フランスも4万人から5

に載せ替えてください。

万人の運転手が不足していると推定されている。

9月の中古車輸出8.3％増
国際自動車流通協議会（iATA）が財務省の貿易
統計をもとにまとめた9月の中古車輸出台数（乗
用車、貨物車、バス、電動車の合計）は、前年同
期比8.3％増の10万5,240台と6カ月連続のプラ
スで、前月比では1.0％増加した。1〜9月累計
は前年同期比23.2％増の92万659台だった。国
別では、首位のロシアが前年同月比42.2％増の
1万358台、2位のUAE向けは2.7％減の1万29台、
3位のチリ向けが29.9％増の7,454台と好調だ
った。また4位のケニア、5位のニュージーラン
ドを加えた上位5カ国向けの合計は4万9,740台

（2）上記の混載コンテナ（No. JIFU 124733）を今朝、当社の CFS でデバンしたところ、標記の貨物に水漏れの跡

で、全体の47.3％を占めた。

がありました。このコンテナの天井に小さな穴がいくつかあり、そこから水が入ったのがこの事故の原因ではない
かと思われます。
（注）
（1）については、『国際物流英語』127頁を参考にして下さい。
（2）については、『国際物流英語』185頁を参考にして下さい。

韓国の3Qのコンテナ量3%増
韓国の海洋水産部が発表した全国貿易港の
今年第3四半期（4-6月）コンテナ取扱量は734
万3,000TEUと 前 年 同 期 の711万8,000TEU

12月17日までにJIFFA事務局あてに郵送またはファックスでお寄せください。
答案用紙はA4判サイズを使用し、①必ず、1行おきにすること②省略文ではな
く完全な文章を書くこと③大文字ばかりの文章を書かないこと、をお願いします。
答案は添削後、本人あてに返送しますので、氏名、社名、住所（郵便番号）を
明記ください（自宅を希望する場合は「自宅」と明記ください）。
送付先：一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会
〒104−0033 東京都中央区新川1−16−14
アクロス新川ビル ･ アネックス4F
電話：（03）3297−0351 FAX：（03）3297−0354
E-mail：g e n e @ j i f f a . o r. j p

ムンバイ港湾公社が港湾局に

に 比 べ3.2%増 加 し た。 輸 出 入 貨 物 は413万

インドのMumbai Port Trust（ムンバイ港湾公

8,000TEUで1.3%増、 う ち 輸 出 が206万TEU

社）は11月3日付でMumbai Port Authority（ムン

と2.2%減 少 し た が 輸 入 貨 物 は207万TEUで

バイ港湾局）に名称変更した。今年3月11日付で

5.1%増加、積み替え（T/S）貨物も318万TEU

インドの主要12港に自治権を与え、効率と競争

と5.6%増 え た。 港 別 で は 釜 山 港 が5.9%増 の

力の向上を目的とした主要港権限法が発効、主

556万TEU、仁川港は中国、東南アジアの物量

要港独自で管理・運営、資産、資金の使用、イ

低迷で5.8%減の81万TEU、光陽港も不振が続

ンフラ開発のための基本計画の作成などが可能

き1.6%減の52万5,000TEUだった。

になったことを受けたもの。
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9月
2日(木)

9:50～15:45

7日(火) 15:30～17:00

10月

教育委員会主催

⚫「中堅社員基礎研修会」①

第104回語学研修委員会

⚫「JIFFA実用英語通信文講座」
（東京開催）について

4日(月) 16:00～17:00

第105回語学研修委員会

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）について

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）について
⚫

18:30～20:30 語学研修委員会主催
8日(水) 16:00～17:15

第104回広報委員会

9日(木) 10:50～15:45 教育委員会主催
10日(金) 16:00～16:50

第105回総務委員会

13日(月) 13:30～15:00 総務委員会主催
（オンラインセミナー）
16:00～17:00

14日(火) 16:00～17:00

第104回情報委員会

第104回フォワーディング委員会

18:30～20:30 語学研修委員会主催
15日(水) 16:00～16:50

16日(木) 14:30～17:40
17日(金) 13:30～17:00
22日(木) 15:00～17:00

第104回教育委員会

語学研修委員会主催
法務委員会主催
（オンラインセミナー）
第104回法務委員会

27日(月) 16:00～17:00 第104回国際交流委員会
28日(火) 14:30～17:40 語学研修委員会主催

令和3年下期講座について

⚫

5日(火)

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）⑩
⚫

JIFFA NEWS11月号（2021年11月発行）編集について

⚫

JIFFA HPについて

⚫

研修会（創立40周年記念事業）について

⚫「中堅社員基礎研修会」②
⚫

会員の異動について

⚫

JIFFAマークの使用について

⚫

令和3年度JIFFA協会活動報告会について

⚫
⚫

⚫「JIFFA実用英語通信文講座」
（東京開催）について

9:30～17:15 教育委員会主催

令和3年下期講座について

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）①

18:30～20:30

語学研修委員会主催

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）⑫

6日(水) 16:00～17:00

第105回広報委員会

⚫

JIFFA NEWS11月号（2021年11月発行）編集状況について

⚫

JIFFA HPについて

⚫

研修会（設立40周年記念事業）について

7日(木)

9:30～16:45 教育委員会主催
国際交流委員会主催
（オンラインセミナー）

⚫「RCEPセミナー

～財務省関税局を招いて～ 」

⚫

会員の異動について

インボイス制度に関するオンラインセミナー開催について

⚫

JIFFAマークの使用について

消費税の適格請求書保存方式（インボイス制度）について

⚫

インボイス制度に関するオンラインセミナー（録画再配信）について

⚫

令和３年度JIFFA協会活動報告会について

11日(月) 16:00～16:40

第106回総務委員会

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）②

⚫

新委員加入について

⚫

第7次NACCS更改について

⚫

第7次NACCS更改について

⚫

IT関連情報について

⚫

IT関連情報について

⚫

セミナーについて

⚫

セミナーについて

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）⑬

⚫

本年度セミナーのテーマについて

⚫

海外物流事情調査について

⚫

自民党物流調査会要望書提出について

⚫

我が国、アセアン諸国、他国の物流事情に関する情報交換について

⚫

統計集計協力のお願いについて

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）⑪
⚫

令和3年度「中堅社員基礎研修会」実施報告について

⚫

令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京・名古屋開催）に
ついて

12日(火) 16:00～17:00

第105回情報委員会

18:30～20:30 語学研修委員会主催
13日(水)

9:30～16:45

教育委員会主催

13:00～14:00 第29回政策委員会

⚫

JIFFA NEWS寄稿Q&Aについて

⚫

前回の委員会（2021/7/30開催）後の会員からの問合せについて

⚫

令和3年度事業計画運送書類約款見直し検討について

⚫

WAYBILL発行の弾力化検討について

⚫

FCR/STCセミナーの開催報告について

⚫

今年度（2021年度）事業計画について

⚫

中国関連情報について

⚫「JIFFA実用英語通信文講座」
（東京開催）⑦

⚫

規程改正について

⚫

会員の異動について

⚫

各委員会活動について

14:00～15:00 第44回理事会
14日(木)

9:30～17:15 教育委員会主催
14:30～17:40

15日(金) 16:00～17:00

19日(火)

⚫「JIFFA実用英語通信文講座」
（東京開催）⑧

第105回フォワーディング委員会

⚫

セミナー「ロサンゼルス港の現状と課題」について

⚫

上半期実績統計の進捗状況と締切・追い出しについて

⚫

我が国、アセアン諸国、他国の物流事情に関する情報交換について

9:30～17:15 教育委員会主催
16:00～17:00

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（名古屋開催）①

語学研修委員会主催

⚫「JIFFA実用英語通信文講座」
（東京開催）⑥
⚫「標準取引条件（STC）及びFCR活用セミナー」

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）③

NACCS合同委員会

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）④
⚫

NACCS合同委員会の取り組みについて

第３回更改専門部会（2021/9/16）及び第６回合同作業部会WG
（2021/10/14）について

⚫

18:30～20:30 語学研修委員会主催
20日(水) 15:00～17:00

21日(木)

第105回法務委員会

9:30～16:45 教育委員会主催

22日(金) 15:00～17:00

第105回教育委員会

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）⑭
⚫

JIFFA NEWS寄稿Q&Aについて

⚫

前回の委員会（2021/9/22開催）後の会員からの問合せについて

⚫

WAYBILL発行の弾力化検討について

⚫

令和3年度事業計画運送書類約款見直し検討について

⚫

国際複合輸送士資格認定講座（名古屋開催）②

⚫

令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」（東京・名古屋開催）実
施状況について

⚫

令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」試験問題作成について
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10月
25日(月) 16:00～17:00
26日(火)

佐川急便 ㈱

第105回国際交流委員会

9:30～16:45

⚫

中国関連情報について

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（名古屋開催）③

9:30～16:15 教育委員会主催
28日(木)

今年度（2021年度）事業計画について

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）⑤

教育委員会主催

18:30～20:30

⚫

⚫「JIFFA初級中国語講座」
（東京開催）⑮

語学研修委員会主催

9:30～17:15 教育委員会主催

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（東京開催）⑥

9:30～16:45 教育委員会主催

⚫「国際複合輸送士資格認定講座」
（名古屋開催）④

10:00～11:30

フォワーディング委員会主催
（オンラインセミナー）

総務委員会主催

専門家チームが海外調達から国内

たことで、幹線輸送トラック台数

の物流加工、さらには最終消費者

の削減につながり発生するCO2の

荷物をお届けすることからスター

まで一貫して物流全体のコーディ

低減が見込まれます。また、最新

トした弊社は、以来、「飛脚の精

ネートをしております。お客さま

のマテハン設備によりリードタイ

神（こころ）」を受け継ぎながら

の潜在的なニーズまで対応し物流

ムの短縮、波動対応力の向上を実

お預かりした大切なお荷物を「お

の最適解を提供いたします。

現いたしました。

まいりました。
昨今、グローバル化がますます

セミナー「ロサンゼルス港の現状と課題」

（オンラインセミナー録画再配信）
「消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）について」

在庫型物流センターとして、国際

客さまとともに成長するパートナ

おります。それに伴い弊社では、

物流、大型・特殊輸送、ECプラ

ーとして、すべてのステークホル

お客さまのニーズにお応えできる

ットフォームといったSGホール

ダーに選ばれる企業を目指してま

よう、様々なサービスをご提案し

ディングスグループ各社の多様な

いります。JIFFA会員の皆様、今

ております。

物流機能を融合しております。首

後ともどうぞよろしくお願いいた

都圏に分散していた弊社の中継セ

します。

従来の「貸し切り・直行」という
チャーターサービスを進化させ、
鉄道車両やバスなどの重量物、建
築資材や大型重機から美術品輸送
などの特殊輸送、さらに小口チャ
ーターに至るまで「何でも、どこ

国際複合輸送業務の手引

へでも」をトータルサポートいた

本書は平成2年に初版が発行され、国内外社会の発展に伴う諸
A4判 595頁
制度の変化を反映させるため、3年ごとにその内容が見直され、
2020年10月に第10版を発行いたしました。
実務の
今日、国際物流業界は、自然災害や世界的感染症に備える
参考に、
BCP、デジタルトランスフォーメーションの発展、様々な国際情
社員教育
勢の変化に起因したビジネス環境や顧客ニーズに対応することが
に
最適！
！
求められています。
第10版では、最新の業界情報、国際ルールや関連法規、海外
物流事情を取り込み、時代の要請に即応できるよう見直しを致しました。
本書は、これからの物流を担う会員各社の社員教育に役立てることを目的として
発行され、JIFFAが主催する「国際複合輸送士資格認定講座」のテキストとなって
います。また、国内外で国際物流の実務を担当される方々に広く実務書として利用
されています。

ご購入はJIFFA HP

図書刊行物ご案内

から

https://www.jiffa.or.jp/publication/publication.html

ました。

れることが、高度化、多様化して

システム）を強化しております。

●
ージ増量

ティア」を竣工いたしました。

今後も「GOAL ®」を中心にお

ポーテーション・マネジメント・

● 大幅ペ

このたび、2021年2月にJIFFA
正会員として加入させていただき

Xフロンティアには、通過型・

デュースする「TMS」（トランス

「国際複合輸送士資格認定講座」のオフィシャルテキスト

そして、2020年1月には次世代
型大規模物流センター「Xフロン

進む中、運輸、物流業界に求めら

まず、あらゆる「運ぶ」をプロ

第10版

ンターをXフロンティアへ集約し

1957年京都〜大阪間で1個のお

客さまの心とともに」お届けして

⚫「JIFFA実用英語通信文講座」
（東京開催）⑨

14:30～17:40 語学研修委員会主催
※10月20日(水)～29日(金)

⚫

ました。国内外問わず、各分野の

します。
また、2014年よりグループ横
断型の先進的ロジスティクス・プ
ロジェクトチーム「GOAL ®（GO
Advanced Logistics）」が始動し、
お客さまのニーズに対して最適な
ソリューションを提供してまいり
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㈱マルストランスポーテーション

した取り組みが進められる中、今

の不平等をなくす活動を心がけて

後、SDGsを意識せずに事業活動

おります。

当 社 は、 平 成10年7月1日、 創

を行うことは、企業にとって「リ
スク」となる可能性がある一方、

会員にも加入させていただきまし

から承継した、一般貨物自動車運

意識して取り組むことで「大きな

た。

送事業の他、第一種利用運送事業、

ビジネスチャンス」も生まれます。

港湾運送関連事業等の陸運事業に

当社では、令和2年10月に、か

の取り組みとして話題となってい

係る業務から始まりました。 ル

ながわSDGsパートナーへ認定さ

る中、弊社ではプラスチックやペ

ーツでもあります港においての知

れ、「持続可能な地域社会づくり

ットボトルのリサイクル業務に携

識や専門性を最大限に活用し、海

に向け、脱炭素化・SDGsを目指

わることにより循環型社会の形成

上コンテナ輸送や公共港湾におけ

した取り組みを促進」を重点ポイ

にも貢献していると考えます。今

る産業廃棄物の収集運搬も行って

ントのひとつとして掲げ、SDGs

後、船舶を利用した海上輸送での

おります。

を意識した取り組みを促進してい

運用も視野に入れ、ますます取引

ます。

先からの安心感・信頼度を得られ

地の産業廃棄物における最終処分

川崎市に所在する企業として、

る様JIFFA会員様の皆様と共に発

災害時の廃棄物等収集運搬業務に

展していきたいと思っておりま

から最終処分場までの広域におけ

加え、各協会団体と連携し、町の

す。JIFFA会員の皆様、今後とも

る一貫運送による、確実な適正処

清掃活動や交通安全教室などに積

どうぞよろしくお願いいたしま

分を実践し、様々な環境保全によ

極的に参加し、地域密着型で全面

す。

り社会貢献していくことを理念と

協力をさせていただいておりま

しております。

す。外国人雇用や高齢者雇用にも

フォワ
ーダー
のため
の

2017 年 3 月発刊

フォワーダーのための
JIFFA
法務委
岡部・
員会 編
山口法
律事務
所監

フォワ
ーダー
のた

J
I
F
F
A

修

めの

第2章 貨物受領書
1）FCR
一般社団

法人

JAPAN INT

国際フ

ERNATIO

レイト

NAL FREIG

フォワ

ーダー
HT FORW
ズ協会
ARDERS
ASSOCIA
TION INC
.

第3章 事故
1）貨物ダメージ
2）共同海損
3）遅延
4）運送責任

入会
令和3年10月1日付

（令和3年9月〜10月）

旭ロジスティクス ㈱ 《正会員》
〒231−0023 横浜市中区山下町51−1

• 代表取締役

陳

微釣

退会
令和3年9月30日付

富士フィルムロジスティクス㈱ 《正会員》

令和3年10月31日付

㈱ タウ 《正会員》

住所変更

㈱ グローバルロジスティクス 《正会員》
〒107−0062 東京都港区南青山1−2−6
㈱ エー・オー・ティ・ジャパン 《正会員》
〒103−0002 東京都中央区馬喰町1−5−6

令和3年9月8日より
令和3年9月11日より
令和3年9月13日より

KORCHINA LOGISTICS JAPAN㈱ 《正会員》
〒106−0032 東京都港区六本木2−2−8

令和3年9月14日より

関西総合システム ㈱ 《賛助会員》
〒541−0042 大阪市中央区今橋4−4−7

委員会名

役職

（令和3年9月〜10月）
新任者氏名
会社名・役職

政策

副委員長

内

情報

委員

土

法務

委員

橋

法務

委員

清

第4章 代理店
1）代理店
第5章 その他
1）危険品
2）高価品
3）標準取引条件
4）改正SOLAS条約
5）税関事務管理人
6）事案研究

i

https://www.jiffa.or.jp/publication/publication.html

ち

つ

ち

だ

田
や

屋

は し ぐ ち

口

き よ も と

友

と し ろ う

敏

朗

た

か

の

り

隆
典

し

司
お

雄

だ い ぞ う

大

造

前任者氏名
に し か わ

日本通運 ㈱
専務執行役員

ひ

ろ

−
い い ぬ ま

㈱ 住友倉庫
海外事業部 海外企画課長

きよし

飯 沼
浄
（㈱ 住友倉庫）

一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会
業務部 業務一部長

−

JIFFAマークは、本協会の会員に限り使用ができます。
使用する際には、JIFFAマーク使用規定に基づき「JIFFAマーク使用申請書」に必要事項を記入
して提出願います。
なお、申請の際はJIFFAホームページ「お問い合わせ」よりご連絡願います。
「JIFFAマーク使用規程（抜粋）」
JIFFAマークとJIFFA会員（Member of JIFFA）は一体として表記し、色はJIFFAマークと同様とする。
ただし、文字の大きさと字体については任意とする。

JIFFA会員

し

西 川 浩 司
（三菱倉庫 ㈱）

Shippio ㈱
取締役COO

英語表記サンプル

会員価格 2,200 円（消費税込） 会員外価格 3,300 円（消費税込）

う

JIFFAマークの使用申請について

日本語表記サンプル

2000年7月以来、機関誌「JIFFA NEWS」に掲載が続いている「フォワーダーのためのQ&A」。
これまで掲載してきた60回分の内容を現状を踏まえたものに刷新！
テーマに応じて5種のカテゴリーに分類のうえ、更に各章においてもできる限り細分化し、直面する
問題の解決のために参照したい記事にたどり着くことができるよう構成されています。
書籍のサイズも携帯性を高めるため、これまでのA4版からB5版に改め、何時でも何処でも役に立つ
解説書を目指しました。
新人からベテランの方まで、幅広くご活用いただける 座右の書 として是非！

お申し込みは JIFFA HP 図書刊行物ご案内 から

会員の異動等のお知らせ

幹事および委員の異動

積極的に取り組んでおり、人や国

第1章 運送書類
1）B/L
2）B/L, Waybill
3）Waybill
4）元地回収
5）保証渡し
6）B/L紛失
7）貨物受渡
8）危険品
9）賠償責任保険
10）裁判管轄

正 会 員：507社
賛助会員：14社11団体

プラスチック資源の削減は、国

ルートを数多く構築し、排出場所

世界全体でSDGsの達成を目指

（2021 年 10 月末時点）

また、令和3年3月には、JIFFA

業148年を誇る株式会社村山商店

時代のニーズをとらえ、全国各

会員総数

Member of JIFFA
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国際フレイトフォワーダーを支える

国際フレイトフォワーダーを支える

ランチ拝見

ランチ拝見

h
c
n
u
L

④「築港の洋食屋」

③「新幹線出張のお供」

① 横浜港・大黒埠頭内の港湾食堂「波止場食堂」
お昼時は周辺の物流倉庫の方やトラックドライバーの方で賑わいます。大黒に行くと必ずお昼に立ち寄
りますが、変わらない食堂の雰囲気にいつも昔懐かしい気分になります。
いつも同じものを食べてしまいますが、本日も「肉野菜炒め定食」（600 円）とトッピングで納豆（50 円）
を頂きました。
量は港湾食堂らしく多め、これくらい食べないと頑張れないんだと思います。
胃袋から日本の物流を支える現場のご紹介でした。

東京駅では膨大な種類の駅弁を売ってい
るが、どれも千円以上の高級駅弁で勤め人
の選択肢には入らない。
これから行く先の名物駅弁を行く前から
食べるなど言語道断。したがって私のいつ
も東京発新幹線内での昼食はコレ。
ちなみに東京駅売りと新横浜駅売りの掛
紙が異なるのは、皆さまご存じですか？

② 神保町の喫茶店「さぼうる」
コロナ禍で学生を余り見かけなくなりましたが、私の勤務地ここ神田神保町は学生の街。最近お店が少
し減った気もしますが、神保町は今もカレー・ラーメン・洋食のお店がひしめく昼食激戦区です。
本日は喫茶店「さぼうる」にて定番のナポリタンを頂きました。こちらは大盛ですが、普通盛もほぼ遜
色ないボリュームです。お腹一杯でいつも午後の仕事に支障を来たします。

出張先の昼食は楽しみだ。どこへ行こうか？非常に
迷ってしまう。
この店は一度は暖簾を下ろしたが、先ごろ近くに場
所を変えて復活した。
30 年ほど前、すでに古色蒼然とした店で、オムライ
スの小、中、大の上に「まくら」というのがあった。
船員が利用したのか？両替窓口が店内にはあった。
ちなみに横文字の綴りは Ocean View だが、店名
はあくまでも「オーションビュー」である。

⑤「広東省のおばちゃんランチ」

⑥「ベトナムバインミーの路上スタンド」

広東省のおばちゃんの手作り弁当だそうで
す。メニューのタイトルは写真上に追記して
くれています。

目玉焼きを焼いています。お昼休みに出来たての
美味しい目玉焼きバインミー（バインミー・オプラ）
をいただきましょう。
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ランチ拝見

国際フレイトフォワーダーを支える

⑦NRSタイのランチ風景
(コロナで外食を極力控え、お店でテイクアウトしてオフィス内で飲食)

⑨「タイのガパオムークロップカイダオ」
タイは完全に外食文化（つまりは屋台ですが）なので、
家族であっても家で料理しない人がほとんど。
お弁当を持ってきてる人なんて見たことないですね。
という事で、私がイースタンシーボード事務所時代
によく食べていた昼飯を送ります。
そこらの屋台で買ってきて、パックに入れてもらっ
たもの。
料理名は、ガパオムークロップカイダオ。
揚げ豚肉（ムークロップ）のバジル炒め（ガパオ）に
目玉焼き（カイダオ）を乗せたご飯。
右にあるのがナンプラーです。
私は辛さ控えめで注文しますが、本来はもっともっ
と赤いのです。

辛くないと
食べた気にならない！

タイではスプーンと
フォークを使って
食事するよ！

ランチ拝見

早く気軽に外食が
出来る日が戻れば
いいなぁ！

ク
〜
マ
イ
アロ

⑧こちら日陸ヒューストン、ピザでランチ会

Team Interflow Houston Lunch Time

次のランチ会が
楽しみ!

久しぶりの全員で
のランチはピザ!

コロナで各々がテレワークを実施していましたが、久しぶりに多くのスタッフがオフィスに戻ってきた
ので、Team Building を兼ねてみんなでランチをしました。
何を食べようか迷っておりましたが、みんなの大好物であるピザにしました。
まだ活動に制限がありますが、このようにみんなで和気あいあいで食事ができることに感謝しています。

⑩「ブラジルのフェイジョアーダ」
ブラジルではお弁当はマルミッタと呼びますが、職場や会社や事業形態にもよるのかもしれませんが、
基本的にはお弁当を昼に食べるブラジル人は非常に少ないかと思われます。
日本の様に芸細な弁当などを作る繊細さが無いのもありますが、街の結構至る所にランショネッチと総称
されるカフェのような見た目の大衆レストランがあり皆代替そういうところで食べます。
曜日替わりのメニューは何でと思うくらいどこもメニューが一緒です。
添付写真はその中でも水曜日の日替わりメニューであり、ブラジルを代表する国民料理であるフェイジ
ョアーダのランチセットです。
期限は遥か昔、黒人奴隷が食べていた料理なので、豚のしっぽや耳のような捨てるような部位や黒豆な
どをゴッタ煮したような料理で、日本の料理でも嗅いだことのないような独特な香りと味がしますが、美
味しいです。見た目はヘビーですがカロリーも相当と思います。
だいたい、このフェイジョアーダにライス、ケールの葉のニンニク炒めのようなやつに豚肉の皮の部分
を揚げたもの、ファロッファというキャッサバと呼ばれる芋を粉末状にしたもの、あと少し辛くするソー
スがついてきます。
ブラジルはオレンジ生産世界一でオレンジジュースのフレッシュジュースを良く飲みます。
店によってはフェイジョアーダの水曜日はただでカイピリーニャ（アルコール度数 40 度近いけど甘くて飲
みやすいカシャーサというサトウキビ蒸留酒にライムと砂糖を入れたカクテル）
も出してくれるところもあり、昼間からアルコール 40 度の酒が出てくることに最初の頃は驚きました。
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2021年 9月1日 〜 10月27日

設立40周年記念号

お蔭様で JIFFA は 2021 年 10 月をもちまし

【10月】

て、設立 40 周年を迎えました。

30日▶21年度外貿コンテナ輸出8.8％増の予想

27日▶LA/LB港がコンテナ滞留で船社から追加料金

30日▶主要6港の外貿コンテナ取扱量3カ月連続増

25日▶中国の1～9月港湾コンテナ量9.5%増2,428万TEU

C 29日▶7月の中国向けコンテナ荷動き12.7％の減少
O
N
T

E

割減

■

N

T

21日▶日本発米国向け荷動き9月は22.8％の2ケタ増

29日▶神戸港のCONPAS試験運用、ゲート処理時間6～8

18日▶CCFI2週連続上昇もSCFIは再び下落
JIFFA会長 渡邊 淳一郎

一般社団法人

24日▶プノンペン港で新ターミナル稼働、年間40万TEU
■

22日▶8 月の日本→米国荷動き32.8％増・5.2万TEU

寺田

吉道

11日▶港湾混雑で10月の米国小売輸入コンテナ微減の予想

2

3

樊

婷婷

4日▶上海輸出コンテナ運賃指数21週ぶりにマイナス

16日 ▶8 月のアジア発北米向け荷動き過去最高

4日▶8月の韓中コンテナ荷動き7%増の226万TEU

（「日中漢字あれこれ」執筆者）

4

輸出入手続きとインフラ構造改革

13日▶7 月の米小売輸入14.2％増、下期は荷動き増鈍化も

国際ロジスティクスアドバイザー

平田

義章

5

40周年記念特別寄稿①

40

です。

要は機動力勝負、足で稼ぐ時代だったの
■ RCEPセミナー 〜財務省関税局を招いて〜
だろうと思います。タイムスリップして少

フォワーダーとNVOCC、飛躍の40年
10日▶7 月の世界コンテナ取扱量指数上昇、中国は下落
JIFFA会員500社に、取り扱い貨物量1.1億トン
10日▶JNPT8月のコンテナ28.5％増・45.3万TEU

10

8日▶上海発運賃、欧州・北米向けとも上昇続く

20

いていけないだろうな、とも思います。た
物量増も我々の存在意義として見逃せない
パンデミックによる前年の大幅減を1年でほぼ回復

各委員会紹介

3日▶上半期の日韓コンテナ荷動き2%増、7月も好調
■

港の風景

■ 2020年度JIFFA会員の輸出入コンテナ本数ベースのシェア
輸出が39％で横ばい、輸入は2.2ポイント増の40％でやや拡大

51
53
59

に伴う情報化への対応、②国際複合輸送の
■ Brush Up

10 年（設立 50 周年）もっと
JIFFA もこの先
（148）

60

普及・定着とソフト面の充実、③国際複合
■ 業界関連トピックス先の設立 100 周年と続いていくことと思い

61

輸送条約＜国連国際物品複合運送契約のこ

ます。その先の世代に、我々世代の仕事ぶ
りが随分と不効率だったんだな、と思われ

で現在は進歩をしましたが、進んだなりの

34

49

■ 日中「漢字あれこれ」
（116）
ことが挙げられていました。①国際化進展
が担っていることを実感した次第です。

26
31

の歴史を振り返る

時に、これから未来へ繋ぐ役割・責任は我々

23

■
1日▶上海発米東岸向け運賃21週連続で上昇

東京・横浜・名古屋・大阪・神戸

には感謝しないといけないな、と思うと同

協会活動報告
るようになっていたら良いですね。何れに
国際物流への参画、⑤国内物流体制の整備
会員各社の素顔
しても今の積み重ねでしか未来は作れませ
会員の異動等のお知らせ
んので、フレイトフォワーダー業界を皆で
そこから 40 年が経ち、この課題全ての面

1日▶産直港湾・清水港のコールドチェーン支援

写真で辿る港の記憶

Q&A

ても現代の環境を作って下さった諸先輩方

■ 英誤徒然草（178）
5 つの
会があり、そこには当時課題として

46

も少しありますが。

燬
■ フォワーダーのためのくだらない話になりましたが、何れにし
助会員 14 社・11 団体まで大きくなりました。

■ JIFFA
Forum
とのよう＞の発効、④発展
（開発）
途上国の

6日▶韓中航路の7月コンテナ輸送量6%減

44

■ 令和3年度上期の国際複合輸送貨物取扱実績
に書くこと自体していないので、とても付
思いますが、フレイトフォワーダーの取扱・

1981 年 11 月発刊の JIFFA 創刊号を見る機

■ 40周年記念特別寄稿②
9日▶FMC、米荷主の苦情受け危険物輸送でも船社を監視

日本の国際複合輸送はコンテナ化と軌を一に
6日▶20年の外貿コンテナ取扱量7.7％減・1,739万TEU
フォワーダー／NVOCCの半世紀の軌跡

43

は PC オンリーでほぼ完結、ペンを取って紙

随想 ■ 海外だより（122） 海外研修 生活レポートin シンガポール

13日▶FMCが荷主諮問委員会メンバー公表

本誌の表紙を飾る写真を
募集しています。季節感の
あるカラー写 真で、横 長
サイズのプリント。次号は
1月号です。撮影日、撮影
場所、氏名、住所を添えて、
12月17日ま で にJIFFA
事務局まで郵送ください。
採 用 分 には 薄 謝 を 進 呈
いたします。

■「標準取引条件（STC）
及びFCR活用セミナー」の開催について
ととあり、これは現在も変わらないところ
ったのだと思います。

る。顧客へ赴いての折衝機会も非常に多か

92
だ無いものねだりかそういう時代への憧れ
ところです。これに伴い、設立時会員数
輸出は31％増と過去最大の伸びで過去2番目の記録

14日▶ロングビーチ港8月は過去最高の80.8万TEU

■

37

こ

社から 2021 年 10 月現在は、正会員 508 社・賛

15日▶上海発コンテナ運賃、需要安定し上昇持続

■

図り、広く交易に貢献することを基本理念
して手書き書類など机上は紙に埋もれてい
（会員限定）オンラインセミナー開催

湾の台頭など数えきれないことがあったと

16日▶ベトナムの1-8月コンテナ取扱量18%増加
■ 設立40周年に寄せて

■

B/L 叩いていたのでしょうね。携帯も無い

時代なので、固定電話が引っ切り無しに鳴

物量増大、船舶大型化、港湾整備、海外港
思ったりもしますが、とはいえ最近の仕事
東京と3年ぶりに名古屋で開催！

17日▶NACCS次期システム詳細仕様、10月から検討開始
17日▶香港の8月コンテナ量3カ月連続の減少に

JIFFA 設立趣旨は 「国際複合一貫輸送」

■ 令和3年度「国際複合輸送士資格認定講座」が
設立から現在に至るまでにはコンテナ貨
しこの時代を体験してみたいかも、なんて

（「英誤徒然草」／「Brush Up Your
Logistics English」執筆者）
山田 雅重
21日▶エジプトが10月から輸入貨物対象にACI義務付け
8日▶2050年までにCO2ゼロに,
IATAが総会で決議
6日▶WTO、21年世界貿易量予測10.8%へ上方修正
設立40周年おめでとうございます

いて、パソコンは無く？タイプライターで

として、幅広い事業活動を推し進める

JIFFA設立40周年祝辞8日▶清水港のコンテナ取扱量8カ月連続増と好調

■
21日▶東京港6月の外貿コンテナ10％増・27.7万TEU

出しました。その頃はオフィスで喫煙して

トフォワーディング事業の発展・安定化を
りその対応。大量のファックス送受信？そ
News
Up to Date ■「消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）について」

14日▶上海スポット運賃全体的に安定を維持

国土交通省 公共交通・物流政策審議官

協力の賜物です。
をはじめとするインターナショナルフレイ

14日▶大阪港8月の外貿コンテナ11％増の18.6万TEU

国際フレイトフォワーダーズ協会設立40周年に寄せて
22日▶LA/LB両港が混雑対応でゲート開放時間延長
13日▶9 月のアジア発北米向け荷動き単月の最高記録
の処能力に

S

ス提案
JIFFA設立40周年を迎えて

27日▶中国の8月コンテナ取扱量3%増の2,478万TEU

がしたもんだよ」なんて聞いたことを思い

これも一重に会員各社皆様のご理解・ご

19日▶F MCが船社にD&D徴収で3つのベストプラクティ

B/L 叩いていて、灰を落としてよく B/L 焦

より盛り上げて参りましょう。

■ 国際フレイトフォワーダーを支えるランチ拝見

課題がソフト面・ハード面ともにあります

併せ今後とも JIFFA をよろしくお願いい

していたのだろう、なんて思いを馳せると
H.K.

そういえば昔の上司から「咥えタバコで
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たします。
よね。むしろ当時はどんな職場環境で仕事
想像が膨らみます。
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