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 プラザ合意の後遺症

「OCEANIC GLORY」。プラザ合意がもたらした海事業界不況の中、建造中に当社が買い取った船である

ϓϥβ߹ҙ͕ͨ Β͠ ͨਙେͳӨڹ���� ॳ಄·Ͱւۀࣄքʹ
����ɻͨͬ ʢฏ �ʣʹͨ͠ʮ0$&"/*$�(-03:ʯʢ՟
ધʗ �����%�8�5�ʣɺ͘ Έ͍͋ધഫ͕ࠓધʹൃͯ͠ ͍ͨધͰ
͋Δ͕ɺ͜͜ ʹϓϥβ߹ҙͷӨڹ͋ͬͨɻಉࣾͷϝΠϯόϯΫ
ࣾͱಉ͘͡ ॅ༑৴ୗۜߦͰ͋ͬͨͨΊɺۜߦͷհʹΑΓɺ Έ͋͘

͍ધഫ͕ݮଛॲཧΛ͠ ͕ͯࣾങ͍औΓɺ͔ࣾΒ͘ Έ͍͋ધഫʹ
�ؒད༭ધͱ͠ ͯग़͔ͨ͢ ͱͪͳͬ ͨɻ
ϓϥβ߹ҙҎ߱ɺւӡگࢢѱ͍ঢ়ଶ͕ଓ͍͓ͯΓɺۀքશମͰ৽
ધϏδωε͕͔ͬͨ͜͠ͷظʹ͜ͷΑ͏ ͳಛघϓϩδΣΫτ
ଘͨ͠ࡏɻ
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 安保雅文社長の就任

1987 年 6 月撮影。前列左が末広義一。後列左から安保雅文、山本真左美、安保眞里子、小早川寧彦、
安保紀子。右端が安保康夫

1996 年 1 月撮影。左から杉原裕代、大前由美、安保貴史（手前の子供）、黒屋雅明、安保康夫、
安保紀子、安保雅文、安保眞里子、小早川寧彦

���� ʹೖΓɺࣾͷମ੍໘ʹ͓͍ͯେ ͳ͖มԽ͕͋ͬͨɻ
·ͣɺ҆อ߁ͷୀʹ͍҆อխจ͕৽ࣾʹबͨ͠ɻ҆อ
խจͦΕҎલ͔Β౦ژͰͷஊͳͲΛҰखʹҾ͖ड͚͓ͯΓɺϓ
ϥβ߹ҙʹΑΔॾʹରͯ͠લ໘ʹཱͬͯղܾʹຉ͍ͯͨ͠
͕ɺ���� ʢฏ �ʣ�݄ɺࣾʹब͢Δɻ
·ͨ͜ͷظɺࣾͰ୲Θ͍ͬͯΔɻધഫཧ৽
ધͷಜͳͲͷؔۀɺཱʹଠฏۈʹۀΊͨܦ
༤͕୲ͯ͠ޱΛͭݧ ͍ͨɻͦͷޙɺඌಓւֶٕӃͰڭ佃Λ
ࣥͬͯ ͍ͨٛҰ͕ ���� ʢত �� ʣʹೖࣾ͠ɺޱ༤ͷఆ

ୀ৬ޙ͜ͷۀΛҾ͖͍ܧͰ͍ͨɻͱ͜ Ζ͕ ���� ʢฏ �ʣ
��݄ɺٛҰ͕झຯͷϤοτϨʔεதͷނࣄ ΑʹΓٸ੦͢Δɻ
͜ΕΛड͚ͯཌ ���� ʢฏ �ʣ�݄ɺ҆อխจ͕ཅધڎͱத
ా�ʢݱ �φΧλϚοΫίʔϙϨʔγϣϯʣͰ �� ؒӦۀΛͯ͠ݧܦ ͖ͨ
խ໌Λࣾʹ༠͍ɺಉࠇ �݄ͷ҆อխจࣾबͱͱʹࠇ
͕ೖࣾͨ͠ɻ͜ΕҎ߱ɺࣾࣾͷ҆อխจͱ���� ʢত �� ʣ
ೖࣾͷখૣೡɺͦ͠ խ໌ͱ͍ࠇͯ ͏�ਓΛத৺ͱ͠ ͨୈ �ੈ
ͱ͍ ͏͖إͿΕͱͳͬ ͨɻࣾΛத৺ʹࠇ͕ཅધڎͱதా
ʹഓͬͨਓ຺͕ɺͦͷޙͷࣾͷൃలʹେ͖͘ ༩͢Δ͜د ͱͱͳΔɻ
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 国華産業向けの溶融硫黄船

���� ʢฏ �ʣʹ ͠ ʮͨ46-1)63�&410*3ʯʢέϛΧϧλϯΧʔ
ʗ����%�8�5�ʣͱ����ʢฏ��ʣʹ ͠ ʮͨ,0)4)*/."36ʯʢέ
ϛΧϧλϯΧʔʗ ����%�8�5�ʣɺ͕ࣾॳΊͯखֻ༹͚ͨ༥ེԫધͰ
͋Δɻɺੴ༉ʹؚ·ΕΔེԫͷج४͕֨ݫԽ͞ΕΔதͰɺ
๏͠ํ༺׆ྉංྉͱ͍ͬͨݪͷͷེԫེޙ༉͔Βེͨ͠ݪ
͔ͳ͘ ɺۭʹ์ஔ͞Εͨന͍คঢ়ͷེԫ͕ඈ͠ɺେ ͳ͖ެ
 ʹͳͬ ͍ͯͨɻ͜͏ ͨࣾ͠ձ͔ΒེԫͷӡൖʹคͰ
ͳ͘ ӷମͰӡͿ ͱ͕͚ٛ͜ΒΕΔɻ
έϛΧϧλϯΧʔͷધఈۙʹώʔςΟϯάίΠϧ͕ઃஔ͞Ε͓ͯ

 プレッシャータイプ最大規模のタンカー

͕ࣾॴ༗͢Δ-1(λϯΧʔͯ͢ϑΝʔɾΠʔετɾγοϐϯ
ά͚ͷͷͰ͕͋ͬͨɺ���� ʢฏ � ʣʹͨ͠ʮ7&("�
("4ʯʢ-1(ʗ ����N�ʣɺཌ ���� ʢฏ �ʣʹ ͠ ʮͨ130$:0/�
("4ʯʢ-1(ʗ ����N�ʣɺͦ ͯ͠ ���� ʢฏ �ʣʹ ͠ ʮͨ$:(/64�
("4ʯʢ-1(ʗ ����N�ʣɺϑΝʔɾΠʔετɾγοϐϯάܦ༝ͰϑΟ
Ϧϐϯʹ༭ધ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ͜ΕΒ�੭ͯ͢ຊધͰ
�͞ΕͨધͰ͋Δ͕ɺݐ���N�ͱ͍͏نϓϨογϟʔλΠϓͷ
-1(λϯΧʔͱ͠ ͯɺ࠷େنͷͷͰ͋ͬͨɻ

当時最大規模であった 5,000m3 のプレッシャータイプ LPGタンカーの 1隻「CYGNUS GAS」 当社初の溶融硫黄船として建造された「SULPHUR ESPOIR」
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溶融硫黄船「KOHSHINMARU」

 「商社冬の時代」とオフバランス

���� ʹೖΔͱࣾΛऔΓר େʹڥ͘ ͳ͖มԽ͕๚ΕΔɻόϒ
ϧ่յ ΑʹΓ���� ʢฏ �ʣ͔Β���� ʢฏ �� ʣ·Ͱɺຊ
ͷ͕ؾܠ͢ΔதͰࣾͷۀԼ͕͍ͬͯͬͨɻ͜Εෆྑࢿ
ΉϝʔΧʔ͕ࣾΛհͣ͞Πϯλʔωοτۤ͠ʹگͷଞɺෆڹͷӨ
ΑʹΔചങΛߦ Α͏͏ ʹͳΓɺࣾΛऔΓר Ϗ͘δωε͕ڥมԽ
ͨ͠ ͱ͕͜ݪҼʹ͛ڍΒΕΔɻʮࣾౙͷʯͱ͍ΘΕͨ͜ͷঢ়گ
ԼͰ֤ࣾϦετϥΛ͡Ίͱ͢ΔܦӦվֵΛਐΊ͕ͨɺอ༗ࢿ
ͷച٫ͦ ͷபͷͻͱͭͰ͋ͬͨɻ͜ Ε͕ࢿଟ͍ͱ֨ձࣾʹϥ
ϯΫΛԼ͛ΒΕɺۚࢿௐୡ͕͘͠ ͳΓɺגՁԼམ͢ΔՄੑ͕͋ͬ
ͨͨΊͰ͋Δɻଟ ͷࣾ͘ͰࢿΛച٫ͯ͠ όϥϯεγʔτΛܰ͘͢
ΔͨΊʹॴ༗͢ΔધഫΛച٫ͯ͠ ଞࣾॴ༗ʹ͠ ͨ͏ ͑Ͱɺ͜ΕΛӡ༻
͍ͨ͠ͱ͍͏ ɻόϥϯεγʔτ͔͕͕ͨͬࢥ ΒΦϑ͢Δͱ͍͏ ҙຯ
͔ΒʮΦϑόϥϯεʯͱݺΕͨࣾͷ͜ͷಈ͖ʹ ɺ͕ࣾഓͬ
͖ͯ ͨད༭ધͱ͍͏ ϏδωεϞσϧ͕߹க͠ɺͷ͍෩ͱͳΔɻ

Γɺ͜͜ ʹৠؾΛճ͢ ͱ͜ͰੵՙΛҰఆԹʹอͬͯ ͍Δ͕ɺེԫΛ
ӷԽ͢ΔͨΊʹ ���ˆ·ͰՃ͢Δඞཁ͕͋Γɺ͜ΕΒͷ༹༥ེ
ԫધʹৠؾͰͳ͘ Ε͍ͯΔɻ͞༺ԹͷΦΠϧ͕ߴ
͜ͷ � ੭ͷ༹༥ེԫધɺ͕ࣾΈ͜ϚϦλΠϜʹད༭ધͱ͠
ͯग़͠ɺಉ͔ࣾΒࠃ՚ۀʹఆظ༭ધͱ͠ ͯग़͞ΕͨͷͰ͋Δɻ
ʮ46-1)63�&410*3ʯҪɺʮ,0)4)*/."36ʯؙ
ͱ͍͏ߚ ͦΕͧΕͷ͕ࣾɺݪ༉Λݩചձࣾʹൢചͨ͠ޙɺഇغ
ͱͳེͬͨԫΛ͜ΕΒͷધͰதࠃถࠃʹӡൖͯ͠ ංྉེͷݪ
ྉͱ͠ ͯൢച͢Δɺͱ͍͏ ϓϩδΣΫτͰ͋ͬͨɻ



040

�丸紅とのオフバランス案件

���� �ʢฏ �� ʣ�ʹࣾॴ༗ͱͳͬͨ�ʮ/"7*04�1*0/&&3ʯ�ʢ՟
ધʗ �����%�8�5�ʣɺؙ͕ߚ �΄Ͳॴ༗ͯ͠ ͍ͨதݹધͰ͋Γɺ
Φϑόϥϯε͕ٸͱͳͬ ͨಉ͔ࣾΒ͕ࣾങ͍औͬͨͷͰ͋Δɻ
���� ʢฏ �� ʣͷΕɺ҆อխจ͕ͷѫͷͨΊʹؙߚ
ʹ๚Εͨͷ ͱ͜ɻݟإΓͷ୲ऀ͔Βʮ ΐͪ͏ ͲࠓձٞͰΦϑό
ϥϯεͷํʹͳͬͨɻ ΐͪ͏ Ͳྑ͔ͬͨɻ͜ͷધΛങͬͯ Ε͘ʯͱఏ
Ҋ͞Εͨͷ͕ʮ/"7*04�1*0/&&3ʯͰ͋ΔɻτϯτϯഥࢠͰਐ
Έɺཌ �݄ͷܾ·Ͱʹ͕ࣾ͜ΕΛങ͍औΓɺؙ͕ߚ �ؒͷ
༭ધͰόοΫνϟʔλʔ͢Δ͔ͨͪͰ·ͱ·ΓɺࣾͷΦϑόϥϯεؔ
࿈ۀͷୈ �߸ͱͳͬͨɻͦͷޙɺಉ༷ͷํࣜΛͯͬதݹધ͚ͩ
Ͱͳ͘ ৽ધད༭ધͰӡ༻͍ͨ͠ͱ͍͏ ͷҙߚؙ ΑʹΓɺ���� 
ʢฏ �� ʣʹʮ7&("�1*0/&&3ʯʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣ͕͠ɺ
͜ΕΛൽΓʹɺ߹̓ܭ ੭ͷધ͕ɺؙߚͷΦϑόϥϯεؔ࿈ધͱ͠ ͯ
͞Εͨɻݐ

 オフバランス案件の広がり

ɿ+9Φʔγϟϯʣݱધʢؿͷʮ/"7*04�1*0/&&3ʯҎ߱ɺਖ਼ߚؙ
ࠃ՚ۀͱ͍ͬͨձ͔ࣾΒࣾʹΦϑόϥϯεʹؔΘΔΦϑΝʔ

͕ଟ ձࣾͰ͋Δ͜ࢠͷ࿈݁ۀاΒΕͨɻ্ͤ͘د ΕΒͷձࣾɺ
ձ͔ࣾΒΦϑόϥϯεͷͨΊʹધͷॴ༗Λ੍͞ݶΕͨ݁Ռɺધओ
͔Βͷ༭ધΛ͕͍ͨͯ͠ࡧɺࣗࣾધΛӡ༻͖ͯͨͨ͠Ίɺધ
ΛଞࣾʹͤΔ͜ ͱͷෆ͕҆͋ͬͨɻ͔͠͠ɺད༭ધͰ͋Εધ
Λॴ༗ͤͣʹࣗࣾͷધһͰӡ༻Ͱ Δ͖҆৺͕͋ײΔɻͦ͏ ͨ͠എܠ
͔Βɺʮད༭ધͷύΠΦχΞʯͱ͠ ͯΒΕ͍ͯͨࣾʹ֤͔ࣾΒͷ
ΦϑΝʔ͕౸ͨ͠ͷͰ͋Δɻ

上と右頁：オフバランス関連最初の新造船となった貨物船「VEGA PIONEER」
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対談：ハービー・ベン（クレディ・アグリコル・アジア・シップファイナンス マネージング・ディレクター）
            安保 雅文（安保商店 代表取締役社長）

40 年前から続く人の繋がり
ハービー・ベン（以下、ベン）　安保社長、この度は安保商店創立 60 周年、誠に
おめでとうございます。
安保雅文（以下、安保）　ありがとうございます。ハービーとの付き合いはもう20
年以上になりますが、最初に私がハービーと会うまでの話をしましょう。今から40
年ほど前、バンク・インドスエズが麻生さんという方をヘッドハンティングして日
本で船のファイナンス事業をはじめました。その麻生さんが日本の船主とコンタク
トを取る中で父・安保康夫と知り合って意気投合し、取引自体は実現しなかった
のですが、当社の進水式に来てもらうなど永くおつきあいがありました。その後、
1992 年（平成 4年）にバンク・インドスエズは船の融資先を探す窓口的な会社バ
ンク・インドスエズ・アジア・シップファイナンス・サービシーズを香港に設立します。

そしてその初代社長・デイビット・チェン氏が東京に来た時、麻生さんの紹介で私
がチェン氏とお会いしました。
ベン　その後、1996 年（平成 8年）にクレディ・アグリコルがバンク・インドスエ
ズを買収し、当社はバンク・インドスエズ・アジア・シップファイナンス・サービシー
ズから現在のクレディ・アグリコル・アジア・シップファイナンスとなります。

初の取引となった「BOTANY TROJAN」
安保　チェン氏と初めてお会いした時に色々お話しましたが、当時は日本の銀行
の方が金利が安く、その時は具体的な取引にはなりませんでした。しかしそれか
ら何年か経ち状況が変わります。1997 年（平成 9年）の秋から2001 年（平成 13
年）頃まで、日本の金融機関からドル融資を受ける際の金利がとても高い時期が
ありました。これはバブル崩壊後、日本の金融機関が海外からドルを調達する際
に “ジャパン・プレミアム ”と呼ばれる金利を上乗せされていたためです。ピーク
時には日本の金融機関からドルを調達するということ自体ができない時期もありま
した。ちょうどこの頃に「BOTANY TROJAN」（後の STOLT TROJAN／ケミカルタンカー
／ 15,313D.W.T.）を新造する話が出てきたのですが、日本の金融機関からドルを借
りるのが難しいため、私がチェン氏に連絡してホテルニューオータニで会うことに
なりました。そこでチェン氏から担当者として紹介されたのがハービーとの最初の
出会いです。この時はちょうど円高だったので、円安になったタイミングでファイ
ナンスをして欲しいと依頼しました。左：ハービー・ベン氏（右）と安保雅文（左）／右：最初の取引となった「BOTANY TROJAN」

COLUMN 4    人の繋がりが育んできたクレディ・アグリコルとの取引
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ベン　私が入社したのが 1995 年（平成 7年）ですので、当時の私はまだ新人で、チェ
ン氏の下でこの業界の勉強をしていた頃です。安保社長のファーストインプレッショ
ンは “ジェントルマン ”。話が明確で、質問させていただいたことに対してもすぐ
に資料を揃えてくださることがとても印象的でした。
クレディ・アグリコルとしてもこれが日本で最初期の案件でしたので、最初の
「BOTANY TROJAN」はパリ本社も慎重でしたが、2隻目以降は融資もすぐに決
まっていきました。取引を重ねる中で、安保社長にパリ本社に来ていただいたり、
香港のグローバルヘッドと何度も会っていただくなど、関係を深めさせていただき
ました。同時に私自身も、尾道に何度も足を運んだり、ゴルフの手ほどきを受け
たり（笑）、安保社長と親しくさせていただき現在に至ります。
安保　「BOTANY TROJAN」は当社として初の海外の金融機関との取引となり、
事業の可能性が広がりました。この船以降もケミカルタンカー・LPG船・コンテ
ナ船など、現在まで合計 6隻の船の融資が実現しました。
またハービーが開拓していったこともあり、今でこそクレディ・アグリコルと取引の
ある会社もありますが、当時は地方の船主で海外の金融機関と取引のある会社な
どなく、業界でとても驚かれたことを記憶しています。
ベン　当社としてもこの取引は大きな宣伝になり、大変感謝しています。

人と人が培う信頼関係
ベン　クレディ・アグリコルは船のファイナンスを50 年以上行っており、300 社以
上のお客様の 1,300 隻以上の船を手掛けています。その中で安保商店はとても信

頼できる会社で深みのあるお付き合いをさせていただいています。
安保　フランスの銀行は担当者があまり変わらないので、ハービーはもちろん、3
年前に引退されたチェン氏や今のチェアマンのケニス・ラム氏も含めて、何十年と
いうスパンで長く付き合っていただけるのが嬉しいですね。
ベン　船の世界は広いようで狭く、人と人の信頼関係がとても重要です。当社は
お客様との関係をとても大切にしていますし、安保社長は本当に信頼できる方で
すので、今後もこの良い関係を大切にしていきたいと思っています。
ご両親からはじまり、安保社長、そして将来の 3 代目へと、「TRUST is our 
TREASURE」（信頼が我々の財産）を掲げられる安保商店の益々の発展を確信してい
ます。次のお取り引きのチャンスを楽しみにしております（笑）。　(2019 年８月)

「BOTANY TROJAN (後のSTOLT TROJAN)」以降、「BOTANY TREASURE」（写真、左）、「CHEM LILY (ex. 
BOTANY TRITON)」、「GAZ REDSEA」、「KOTA HENING」（写真、右）、「BOTANY   TROUBADOUR (後
のASL TROUBADOUR)」の合計 6隻で単独もしくはアレンジャー兼メインのファイナンサーとして、ク
レディ・アグリコルと取引をしている
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日正汽船最初のオフバランス関連船となったプロダク
トタンカー「HIGH LIGHT」の命名・進水式（2005年 5月）
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 日正汽船とのオフバランス案件

���� ʢฏ �� ʣͷʮ)*()�-*()5ʯʢϓϩμΫτλϯΧʔʗ
�����%�8�5�ʣɺਖ਼ؿધͱͷΦϑόϥϯεؔ࿈ϓϩδΣΫτͷᅘ
ͱͳͬͨɻ͜ΕձࣾͰ͋ͬͨδϟύϯΤφδʔͷҙΛड͚ͨ
ਖ਼ؿધ͔ΒඛࣄΛհͯ͠ ࣾʹΦϑΝʔ͕ͤدΒΕͨɻ
ਖ਼ؿધࣾ࠷ॳͷધͰ͋ͬ ʮͨ҆ਗ਼ؙʯͷ༭ધઌͰ͋ͬͨͷͰɺ
҆อխจʮ͋Δछͷӡ໋ͷΑ͏ ͳͷΛͨ͡ײʯͱ͏ݴ ɻ͜͏ ͯ͠ ʮ҆
ਗ਼ؙʯ͔Β�� ༨Λͯܦɺʮ҆ਗ਼ؙʯΛݐͨ͠ాށધΛड͚
ւધͰ͜ͷધΒΕͨɻ͍ͩܧ
ͦͷޙɺ���� ʢฏ �� ʣʹ ਖ਼ؿધ͚ͱ͠ ʮͯ)*()�#&".ʯʢϓ
ϩμΫτλϯΧʔʗ �����%�8�5�ʣͱʮ)*()�$633&/5ʯʢϓϩμΫτλϯΧʔ
ʗ �����%�8�5�ʣΛಉ͘͡ ւધͰݐͯ͠ ͍Δɻ
·ͨ͜ͷࠒɺ͜ΕΒͷϓϩμΫτλϯΧʔ͚ͩͰͳ ɺ͘εςϯϨεͷ
έϛΧϧλϯΧʔਖ਼ؿધ͚ͱ͠ ͯଜ্लધͰݐ͍ͯ͠Δɻ

プロダクトタンカー「HIGH BEAM」（左）と「HIGH CURRENT」（右） 貨物船「SANTA SERENA」

͜Ε͕ ���� ʢฏ �� ʣͷʮ$3:45"-�%3&".ʯʢޙͷ�
(0-%&/�$:(/64 ʗέϛΧϧλϯΧʔʗ �����%�8�5�ʣͰ͋Δɻ Β͞ʹ ����
ʢฏ �� ʣʹʮ4"/5"�4&3&/"ʯʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣͱ͍
͏՟ધ͕ւધͰ͠ɺਖ਼ؿધʹ༭ધͯ͠ ͍Δɻ
ͦͷޙɺਖ਼ؿધձࣾͰ͋ΔδϟύϯΤφδʔͷ߹ซʹ͍ɺ
ऴతʹ࠷ +9ΦʔγϟϯͱͳΔɻࣾਖ਼ؿધ͚ͱ͠ ܭͯ �੭
ͷધΛॴ༗ͯ͠ ͍͕ͨɺ͜ͷ߹ซΛલʹʮ$3:45"-�%3&".ʯҎ
֎ͷ �੭ʹ͍ͭͯɺਖ਼ؿધʹৡͨ͠ɻ



046

 国華産業とのオフバランス案件

「EISHU」命名・進水式

メタノールを運搬するケミカルタンカー「JOSE PROGRESS」

·ͨ͜ͷࠒɺఇਓ͕גओ͔Βൈ͚ɺඛΨεԽֶͷ ձࣾͱࢠˋ���
ͳͬͨࠃ՚ۀͰΦϑόϥϯεͷඞཁੑ͕ੜͨ͡ɻ���� ʢฏ
�� ʣͷʮ&*4)6ʯʢέϛΧϧλϯΧʔʗ ����%�8�5�ʣͱɺ���� ʢฏ
 �� ʣͷʮ+04&�130(3&44ʯʢέϛΧϧλϯΧʔʗ �����%�8�5�ʣɺ
͕ࣾࠃ՚͚ۀͱ͠ ͯ৽དྷౡͲͬ Ͱ͘ݐͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ʮ&*4)6ʯφΠϩϯͷݪྉͱͳΔΧϓϩϥΫλϜΛ༌ૹ͢ΔͨΊʹɺ
ԹΛৗʹ��ˆϓϥεϚΠφε�ˆʹΩʔϓͰ Δ͖ಛघͳέϛΧϧλϯ
ΧʔͰ͋Δɻ·ͨʮ+04&�130(3&44ʯຊ࠷େͷϝλϊʔϧ
ձࣾͰ͋ΔඛΨεԽֶ͕ϝλϊʔϧΛӡͿͨΊͷધͰɺࡏݱ͜
ͷધੜͰ͋ΔϕωζΤϥͱԤभͷؒΛ͖ߦདྷͯ͠ ͍Δɻ

ナイロンの原料を運搬するケミカルタンカー「EISHU」



047

 保有船種の変化と大型化

͜ͷΑ͏ ʹ ���� ʹೖͬͯ ਧ͍ͨΦϑόϥϯεͱ͍͏ ͍෩Λड͚
ͯɺࣾͷϏδωεେ͖͘ ඈ༂͢Δ͜ ͱͱͳΔɻ͜ΕҎલད༭ધ
ͱ͍͏ Ϗδωεͷಛੑ্ɺࣾͷऔҾઌେख͕͋·ΓखΛग़ ͳ͍͞
Ͱ͍ڧӦྗۀΛͪ ͭͭɺࣗࣾધΛඋ͢Δࢿຊͷ͍͠ձ
͕ࣾओମͰ͋ͬͨɻ͑ݴʹٯɺʮՙ͋Δ͕ધ͕ͳ͍ɻਓһ
ࣗࣾͰ͍͍ͨʯͱ͍ χ͏ʔζʹԠ Δ͑ͷ͕ɺད༭ધͱ͍ Ϗ͏δωε
Ͱ͋ͬͨɻ·ͨͦΕ·ͰͷࣾͷϏδωεɺέϛΧϧ -1(ͱ͍ͬ
ͨ༌ૹʹେ ͳ͖खؒͷֻ͔Δɺχονͳࢢ͕ओମͰ͋ͬͨͱ͍͏ 
ಛͰ͋ΔɻಛʹέϛΧϧ �੭ͷધʹଟ༷ͳӷମԽֶΛੵ

左から、2003 年完成のコンテナ船「KOTA HENING」、2005 年完成の自動車運搬船「GRAND DUKE」、2012年完成の貨物船「BULK PORTUGAL」。長年当社の保有船舶は数千トンクラスのケミカルタンカーやLPG
船が多かったが、オフバランス以降、貨物船・コンテナ船・貨物船・プロダクトタンカー等、それまであまり手掛けていなかった船種も保有するようになり、各船も数万トンクラスが主流となる

Έ͚ͯӡͼɺ్த ·͟͞ ·ͳॴʹͯ͠ߓد ͦΕΒͷੵΈ߱Ζ͠ Λ
ɺ͍ߦ Β͞ʹՙͷࡍʹͦΕΒ͕ࠞ͟Βͳ͍Α͏ ৺ͷҙ͕ඞཁࡉ
ͱ͞ ΕΔɻͦͷΑ͏ ʹखֻ͕͔ؒΓେख͕͋·ΓखΛग़ ͳ͍͞ͷ
ધΛད༭ધͰఏ͢ڙΔɻͦΕ͕҆อళͷ౷తख๏Ͱ͋ͬͨɻ
͢༺Δͱɺैདྷધओ͔Βད༭ધΛआΓͯӡݟେखધձ͔ࣾΒʹٯ
Δͱ͍͏ ඞཁੑ͕ͳ͘ ɺඞવతʹࣾͱͷ͕ܨΓଟ ͳ͔ͬͨ͘ɻ͜͏
ཱͨ͠Ҏདྷͷঢ়͕گɺΦϑόϥϯεͱ͍͏ ಈ͖ʹ Αͬ ͯେ͖͘ มԽ͠ɺ
͕ࣾେۀاͱ҆ఆͨ͠ϏδωεΛల։Ͱ Δ͖ڥͱͳͬ ͨͷͰ͋Δɻ



048

 大好況に沸く海事業界

Φϑόϥϯε͕ͨ Β͠ ͨϏδωεͷ֦େͱͱʹɺ͕ࣾൃ͢Δધେ͖͘ ͳΓɺͦͷ
த৺ैདྷͷέϛΧϧ-1(ͱ͍ ͬͨখܕધ͔ΒɺສUͱ͍ ͏՟ધͱҠͯ͠ߦ ͍͘ ɻ
·ͨւۀࣄքશମͱ͠ ͯ���� ޙ·Ͱۭલͷ͕ؾܠଓ͖ɺ༭ધྉɺӡɺધ
Ձͱ͍ͬͨ͋ΒΏΔ্͕͕Γଓ͚͕ͨɺͦΕͰ͔͍ྑ͕ؾܠΒધΛΓଓ͚Δͱ͍͏
ڰͷӔʹแ·Ε͍ͯͨɻ͔ࣾͭͯͳ͍΄ͲͷؾܠΛܴ͑ɺա࠷ڈଟͷ৽ધ
Λൃͯ͠ ͍ͨɻ
͜ͷΑ͏ ࢧʹؾܠքશମͷۀʹ Β͑ΕͯધձࣾͷધՁ ���� ޙʹ͔ͯͬ
ӈ্͕ݞΓʹ ্ঢ͠ଓ͚ͨɻྫ͑͜ͷ͕ ·͡Δલͷ ���� ʢฏ �� ʣࠒʹ
͕ࣾखֻ͚ͨ �����U ͷ՟ધ �� ԯԁڧͰ͕͋ͬͨɺ���� ޙͷϐʔΫ
ʹಉنͷધՁ �ഒʹ্ঢͯ͠ ͍ͨɻ
ಛʹલड़ͷʮ)*()�#&".ʯɺʮ)*()�$633&/5ʯɺʮ4"/5"�4&3&/"ʯɺͦͯ͠
���� ʢฏ �� ʣʹඌಓધͰ͢Δʮ*,"/�-"/%6,ʯʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣ
ͱʮ*,"/�-6%*/(ʯʢޙͷ"4-�-6/"ʗ՟ધʗ �����%�8�5�ʣɺ�� ԯԁલޙͱ͍͏ ۭ
લͷધՁΛهͨ͠ɻ
ʮ*,"/�-"/%6,ʯͱʮ*,"/�-6%*/(ʯͷܖ ���� ʢฏ �� ʣ�݄ʹక݁͞
Ε͕ͨɺͦͷΘ͔ͣ �Χ݄ޙɺੈքࡁܦΛ͔͢ڴେ͕݅ࣄຄൃ͢Δɻ


