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 リーマンショックの勃発

リーマン・ブラザーズ破綻と海事業界への影響を伝える記事（『海事プレス』2008 年 9月 17 日）

ばら積み船　サイズ別呼称

* ケープサイズ
資源貨物を輸送するばら積み船で最大の船型。主に鉄鉱石や石炭を積載する。そのサイズ故
にパナマ運河を通航できず、インド洋・大西洋間は喜望峰（Cape of Good Hope）を、大西
洋・大西洋間はホーン岬（Cape Horn）を回る

サイズの呼称 D.W.T. の目安

VLOC （Very Large Ore Carrier) 250,000

ケープサイズ 180,000

パナマックス 82,000

ハンディマックス 58,000

スモールハンディ 28,000

���� ʹೖΓଓ͍͍ͯͨւۀࣄքۭલͷؾܠɺಥવͦͷऴ
ΘΓΛܴ Δ͑ɻ���� �ʢฏ �� ʣ�� ݄ɺถࠃͷূ݊ձࣾϦʔϚϯɾ
ϒϥβʔζͷܦӦഁʹΛൃ͠ɺੈքதͰגՁ͕େམ͢Δɻ͜
ͷϦʔϚϯγϣοΫʹΑΓɺͦΕ·ͰߴಅΛଓ͚͍ͯͨધՁ͕େམ
͠ɺւۀࣄք �� ͷϓϥβ߹ҙʹඖఢ͢Δେ ͳ͖ػةΛܴ Δ͑ɻ
Ұྫͱ͠ ͯέʔϓαΠζ �ͷધΛ͛ڍΔͱɺϦʔϚϯγϣοΫલʹ͜ͷ
αΠζͷધՁ ��� ԯԁΛ͓͑ͯΓɺ·ͨ�ͷ༭ધྉ �� ສυ
ϧҎ্ʹ·Ͱ্ঢͯ͠ ͍ͨɻ͜Ε͕ϦʔϚϯγϣοΫޙɺધՁ
ʹ·Ͱམͪɺ·ͨ �ͷ༭ધྉ ����υϧ·ͰԼམͨ͠ɻધՁ
͕ʹͳΔͱߴಅʹܖɾݐͨ͠ધڝ૪ྗΛࣦ͏ɻ·ͨ༭
ધྉέʔϓαΠζͰ � �����υϧఔ͕௨ৗͷ࠾ϥΠϯͱ͍
ΘΕ͍͕ͯͨɺͦΕ͕ ����υϧ·ͰԼ͕ΔͱϏδωεͱ͠ ཱͯ͠ͳ
ͳ͘Δɻ͜ͷΑ͏ ʹϦʔϚϯγϣοΫੈք͚ͩࡁܦͰͳ͘ ւۀࣄքʹ
େ ͳ͖ӨڹΛͨ Β͠ ͨɻ
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��冷え込むマーケットと和田連の帰還

͜ͷΑ͏ ʹ���� ʢฏ �� ʣळΛڥͱ͠ ͯɺͦΕ·Ͱͷ͕ڰӕͷΑ͏ ʹւ
քͰଟۀΈɺࠐ͑ྫྷʹٸքͷϚʔέοτۀࣄ ͷ͘ձ͕ࣾ͢Δ࠷ѱ
ͷ༷૬Λఄͯ͠ ͍ͬͨɻͦͷΑ͏ ͳϦʔϚϯγϣοΫͷিܸ͕৭ೱ ����Δ͘
ʢฏ �� ʣɺࣾʹా࿈͕ؐ͢ؼΔɻా࿈भେֶ๏ֶ෦Λଔ
����ͷςϡϨʔϯେֶʢ5VMBOF�6OJWFSTJUZʣͰւ๏Λֶͼɺࠃɺถޙۀ ʢฏ
 �� ʣࣾʹೖࣾ͢ΔɻͦͷޙɺถࠃͷφϏΦεͰΦϖϨʔγϣϯʹܞΘΓɺ
ʹγϯΨϙʔϧʹ͋Δ౦ژϚϦϯΞδΞʢݱɿ.0-�$IFNJDBM�5BOLFST�1UF��-UE�ʣ
ͰέϛΧϧλϯΧʔͷΦϖϨʔγϣϯۀɺಉ͘͡ γϯΨϙʔϧͷϢχοΫεɾ
ϥΠϯͰધഫཧۀɺޙ࠷ʹΪϦγϟʹ͋ΔφϏΦεͷ๏෦Ͱ࣮
ΛੵΈɺ͜ͷλΠϛϯάͰࣾʹͬͯݧܦ ͖ͨ ɻ
ད༭ધத৺ͷϏδωεΛల։͖ͯͨࣾ͠ɺఆظ༭ધ౦ژϚϦϯ
ͷ͚ �੭͚ͩͰ Γ͋ɺͦΕΒ౦ژϚϦϯͷؔ࿈ձࣾʹͦͷཧΛҕୗ͠
͍ͯͨɻ͜ͷͨΊɺࣾͷ҆อխจɺܦཧɾࡒΛ୲͢Δऔకͷ
খૣೡɺӦۀΛ୲͢Δऔకͷࠇխ໌ͷ �ਓʹࣄελο
ϑΛՃ͑ͨൺֱతίϯύΫτͳମ੍ͰۀΛ͍ͨͯͬߦɻͦ͜ʹւ֎Ͱݧܦ
ΛॏͶ͖ͯͨ ా࿈͕ՃΘͬͨ ͱ͜ͰɺͦΕ·ͰࣾͰΧόʔͰ ͳ͖͔ͬͨ
ॴ༗ધഫͷӡߤཧͱ͍͏  ʹਐग़͢ΔՄੑ͕͕ͨͬͷͰ͋Δɻ
ࣾͷ҆อխจ�ʮా͕ͯͬؼ ͖ͯ ͔Βձ͕ࣾมΘΓ͡Ίͨʯͱ͏ݴ ɻ

2004 年、Navios に在籍時のバミューダへの社員旅行。現在はNavios Group 
President である恩師・佐々田俊二さんご夫婦と共に。日本の就職氷河期に九
州大学を卒業し、アメリカ・ニューオリンズでの Law School 留学を経て、米
国で始まった社会人 2年目（当時 28 歳）。「日本で働いた経験もなく、アメリ
カという異国の地で初めて仕事をする状況の中で、日本人の佐々田さんと一緒
に仕事ができたことが今に至る成長の糧となった」と言う

Law School 2 年目の時の個性豊かな日本人の学友たち。バックグランドはそ
れぞれ異なる中、お互い助け合い・切磋琢磨しながらみんなで卒業した。当時
一緒に学んだ学友たちは今、世界の各方面で活躍している
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ボタニイベイシッピングに最後に裸傭船に出していた 2隻のうち 1隻「BOTANY TRIBUTE」

 ボタニイベイシッピングの倒産

ࣾʹా࿈͕ͬͨ ���� ʢฏ �� ʣɺ͏ ͻͱͭେ͖ͳग़
དྷى͕ࣄ Δ͜ɻͦΕ͕ϘλχΠϕΠγοϐϯάͷͰ͋Δɻࣾ
ͱ�� Ҏ্औҾ͕ଓ͍͍ͯͨಉࣾɺϦʔϚϯγϣοΫͷӨڹʹ
Αͬ ɺಉ͕͍ͨͯͬؕʹػةӦܦͯ ��݄͍ͭʹ͢Δɻ
ಉࣾʹ ���� ʢฏ �� ʣʹݐͨ͠�ʮ#05"/:�53*#65&ʯ�
ʢޙͷ "4-�53*#65& ʗέϛΧϧλϯΧʔʗ �����%�8�5�ʣͱ�ʮ#05"/:�
5306#"%063ʯʢ ޙ ͷ "4-�5306#"%063 ʗέϛΧϧλϯΧʔʗ
�����%�8�5�ʣͱ͍͏� ੭͕༭ધʹग़͞Ε͓ͯΓɺ͜ΕΒΛฦ٫ͯ͠
Β͏ ඞཁ͕͋Δɻ͔͠͠ɺͯ͠ધͷ೩ྉધһඅࢧΘΕ
͍ͯͳ͍ঢ়ଶͰ͋Γɺ�੭ࠩ͠ԡ͑͞ Λड͚ΔՄੑ͕͋ͬͨɻͦ
͏͠ ͨະ͍ͷٻॻΛ·ͱΊɺͯࣾ͢Ͱॲཧ͢Δ͜ ͱͰࠩ͠ԡ
͑͞ Λճආ͠ɺੵΜͰ͍ͨՙͷՙओͱަব͠ͳ͕ΒɺͦΕΒΛ߱Ζ
ͨ͢Ίʹ֤ߓͷཧళͱܖΛ݁ͳ͘ ͯͳΒͳ͍ɻ·ͨધһͱ
ધഫཧͷਐΊΔඞཁ͕͋Δɻ͜͏ ͨ͠ॲཧΛ͍ߦͳ͕Βɺಉ
ʹ�੭ͷͷ༭ધઌܾΊΔඞཁ͕͋Δɻʹʮ#05"/:�
53*#65&ʯதࠃͷԹभࢢʹɺʮ#05"/:�5306#"%063ʯ
߽भͷϝϧϘϧϯʹ͕͋ͬͨɺʮ#05"/:�53*#65&ʯϘΠϥʔ
োΛ๊͑ͯނʹ ͓Γɺ·ͨʮ#05"/:�5306#"%063ʯχϡʔ
δʔϥϯυ·ͰՙΛӡͿඞཁ͕͋Δɺଟ ͷ͘Λ๊͑ͯ ͍ͨɻ

͜͏ ͨ͠ʹରͯ͠ ా࿈͕ւ֎ͰͷݧܦΛ͔ͯ͠׆ ͷؒɺ
จ௨ΓෆෆٳͰରԠʹ͋ Γͨɺͻͱͭͻͱͭॲཧͯ͠ ͍ͬͨɻ
༭ધઌ͕ͯ͠ ༭ધྉ͕ೖΒͳ͘ ͳΔͱɺધΛѱ͍ϚʔέοτͰճ͞
Δ͟Λಘͳ͘ ͳΓɺધओ৴༻Λམͱ͠ ͔Ͷͳ͍ɻ·ͨ༭ધઌ͕
͢ΔͱધΛऔΓ͢ͷ͕ඇৗʹࠔʹͳΔɻͦ͏ ͍͏ҙຯͰɺ͜ͷ �
੭๊͕͍͑ͯͨΛૣظʹॲཧ͠ɺಉʹ৽͍͠༭ધઌܾΊΒ
Εͨ ͱ͜େ͖ͳՌͰ͋ͬͨɻ͕໌͚ɺ���� ʢฏ �� ʣͷ
ૣय़ʹͳΔͱ͜ ΕΒͷॲཧॲ͕͖ͭɺ҆อխจʮϘλχΠͷة
ΔΑ͏͢ʹޱΓӽ͑ͨʯͱػ ʹͳͬ ͨɻ
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ボタニイベイシッピングに裸傭船で出ていた「BOTANY TROUBADOUR」を和田連が回収し、
新たなクライアント向けに改名し、定期傭船として再就役した「ASL TROUBADOUR」

��船舶管理業への進出と社内体制の変革

ͷओཁऔҾઌͰ͋ͬͨϘλχΠϕΠγοϐϯάͷɺࣾΛ
औΓר ͳมԽΛҙຯ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ٸͷڥ͘ ͳมԽͷதͰɺ
ґવͱ͠ ͯʮ҆อళʹད༭ધʯͱ͍͏ Πϝʔδ͔ͨͬڧɻད༭ધ
ͱ͍ Ϗ͏δωεೖোน͕͍ͨΊɺޙࠓɺଞ͕ࣾ͜ͷʹ
ྗͯ͠ Δ͘ͱܖ݅ͷѱԽ͕༧͞Εɺ·ͨকདྷతʹͦͷϏδω
εࣗମ͕٧͖ߦ·ΔՄੑߟ Β͑Εͨɻ

ΐͪ͏ Ͳʮ#05"/:�53*#65&ʯͱʮ#05"/:�5306#"%063ʯ
৽ͨͳ༭ધઌͱఆظ༭ધͷܖͱͳͬͨͨΊɺࣾ͜ΕΛػܖ
ʹધͷӡߤཧɺ෦Λߪೖ͢Δߪങɺͦ͠ ͯอݥͳͲͷ
ࣗࣾͰΧόʔͰ Δ͖ମ੍ͱ৫ͷվֵʹணख͢Δɻ
͜ΕΒͷۀΛల։͢Δʹࣾһ͕৽͍͠ʹशख़͢Δඞཁ͕͋
Δɻɺࣾʹ҆อխจɺখૣೡɺࠇխ໌ͷଞɺ����
ʢฏ �� ʣೖࣾͷதݪ༟ඒͱ���� ʢฏ �� ʣೖࣾͷখૣ
ઍय़͕ۀʹܞΘ͍͕ͬͯͨɺ͜͏ ͨ͠৽ۀʹ͍ͭͯɺ·ͣதݪ
͕ా࿈ͱࣄΛͱʹ ͢ΔதͰݧܦΛॏͶ͍ͯͬͨɻ
·ͨ৽͍ࣾ͠һඞཁͱͳΓɺ���� ʢฏ �� ʣʹখૣ༗ีɺ
���� ʢฏ �� ʣʹా༗ཧɺ���� ʢฏ �� ʣʹྑͱ౻
ຊ༑ཬɺ���� ʢฏ �� ʣʹஇ্༸ีɺ���� ʢฏ �� ʣʹ
தਅ༝ඒɺ���� ʢฏ �� ʗྩݩʣʹ࠼ాݪՃɺ২Ӭ༃ࢠɺ
ᔹ༝߳ཬͱʑʹࣾһ͕ೖࣾͯ͠ ͍͘ ɻ
ా࿈ʮધͷ෦ͷख͢ΔߪങۀΛࣗࣾͰ͏ߦ Α͏ ʹͳͬ ͨ͜
ͱͦΕʹΑΔࡁܦతϝϦοτͪ ΖΜɺ͜͏ ͨ͠ए͍ࣾһͷڭҭͱ
͍͏ ໘ͰޮՌతͰɺ෦ߪೖͷͨΊʹધഫཧձࣾͱίϛϡχέʔ
γϣϯ͢ΔதͰɺݧܦͷઙ͍ࣾһધഫཧͱ͍͏ࣄͷશମ૾͕
͔ΔΑ͏ ʹͳΔʯͱ͢ɻ
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ロンドン留学とブローカーでの研修
安保雅文の長男・安保大輔（以下、大輔）は 2012 年（平成 24 年）に当社に入社後、
同年 6月から2年間、英国ロンドンに留学しロンドン大学クイーン・メアリーで経
営学修士を修める。2014 年（平成 26 年）夏に卒業論文を提出した大輔は、冬に
行われる卒業式までの半年間、ノルウェーに本拠地をおいていたRS Platou のロ
ンドン支店（現：Affinity Shipping)とBraemar ACMというふたつのブローカーの
中古船売買部門で研修生として働く。
「電話が鳴り響き、ブローカーの大声が絶え間なく飛び交っていたという40年前の
ロンドンブローカーの様相は父からよく聞いていましたが、すべての情報がインター
ネットでやりとりされる現在、そのオフィスの様相は一変していました」と大輔は話す。
（以下、「」内は安保大輔）ブローカーはメールで届いたオーダーに対して船舶情報を伝
達し、その後は客と各船のブローカーが直接やりとりする。「だからかつてのように
熱気がある訳ではなく、現代はスピードよりも数字が取引を成立させる世界ですね」
と言う。

次代の信頼を構築する
その後、大輔は 2016 年（平成 28 年）1月からシンガポールに渡り、いくつかの会
社でオペレーション業務や船舶管理業務に携わる。先に和田連もナビオスや東京
マリンアジアで経験を積んだが（p.051 参照）、大輔もこの時期に同様の経験を重
ねている。「日々のオペレーションで重要なことは、いかに少ない人数で多くの業
務を回せるかということです。様々な部署での経験を社内にフィードバックし、今
後の安保商店の業務拡大に繋げたいと思っています」。
このように、2012 年（平成 24 年）に和田連が戻ったのを機に所有船舶の運航や
管理といった分野にも業務を拡大しつつあった当社に、2019 年（平成 31 年／令和

元年）5月、海外で留学と実務経験を積んだ安保大輔も帰還したことで、新分野
に挑戦する当社の体制はさらに強固なものとなった。
「当社としては、まず現在取り組んでいる運航や管理の仕事を着実に成長させてい
きたいと思っています。またその中で私自身、これまで父・安保雅文がお客様か
らいただいてきた信頼を、どうすれば私自身のものとしていただけるのかを考えな
がら取り組んでいきたいと思います。時代毎に仕事の内容は必要とされるものへと
変わらざるを得ないと思いますが、チームワークや風通しの良さといった安保商店
の長所をしっかりと守りながら成長し続けていきたいと思います」と大輔は語る。

COLUMN 5     安保大輔の海外修行と帰還

上：船舶管理会社での修行時代、シンガポール「ユニックスライン」（2017 年）の仲間たち
下：ニューヨークの「ナビオス」（2015 年）にいた頃
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 ABO S INGAPOREの創設

左：ABO SINGAPORE は、テマセク通りのセンテニアルタワー（中央）にある　右：ABO SINGAPORE のオフィス内観

���� ʢฏ �� ʣ�݄ɺࣾࢠձࣾͱ͠ ͯγϯΨϙʔϧʹ"#0�
4*/("103&Λઃͨ͠ɻຊͰɺঈ٫ͨ͠ધΛച٫͢Δ߹ɺ
Ձ͕Լ͕͍ͬͯΔͷͰେ ͳ͖རӹ͕ग़Δ͕ɺͦͷ੫ֹۚߴʹ
ͳΔɻͦ͏ ͨ͠ɺ�Ҏʹಉֹ૬ͷધΛങ͍औΔͱɺѹॖهா
ͱ͍ͬͯ৽͍͠ધͷՁΛͦͷݮΒͤΔɻ͠ Ϛʔέοτ͕ ྑ͍
ʹചͬͯ རӹ͕ग़Δͱɺঈ٫͢ΔࢿΛͨ ͳ͍ͱଟֹͷ੫ۚͱͳΓɺ
ঈ٫͢ΔͨΊʹ͞ ΒʹધΛങ͏ ͱ͜Λ͍ڧΒΕɺϚʔέοτ͕ ྑ͚Ε
ΑΓ͍ߴધΛങΘ Δ͟Λಘͳ͍ѱ॥ʹؕΔɻ͜ΕͰϚʔέοτ͕

ѱ ͳͬͨ͘ͷϦεΫ͕ߴ ͳ͘ΔҰํͰ͋Δɻ͔͠͠ɺγϯΨϙʔϧͷ
߹ւӡۀͷॴಘͷ՝੫͕໔আ͞Ε͍ͯΔͨΊɺརӹΛ֬อ͢
Δ͜ ͱ͕Ͱ͖ɺνϟϯε͕ Δ͘·ͰۚࢿΛอ༗Ͱ Δ͖ϝϦοτ͕ ͋ΔɻϤʔ
ϩούͷଟ ͷ͘ւӡઌਐࠃͰɺ͜͏ ͨ͠ରࡦʹΑΓຊۀاࠃͷࢿ
ΛݮΒ͠ ɺܦӦͷ҆ఆԽΛਤͬͯ ͍Δɻࣾকདྷతʹ৫Λมֵ͠
͍ͯ͘͜ ͱΛలͯ͠ ͓Γɺ͜ΕॏཁͳରԠͱߟ Δ͑ɻࡏݱɺ"#0�
4*/("103&Ͱ �੭ͷέϛΧϧλϯΧʔΛอ༗ͯ͠ ͓Γɺޙࠓ Β͞
ͳΔધୂͷ֦େΛͯ͠ࢦ ͍Δɻ
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��ドバイショックとETA

ʮ,*-","3"*�45"3ʯ�ʢޙ�ͷ 45��(&3536%ʗϓϩμΫτλϯΧʔʗ �����%�
8�5�ʣɺҪͷհͰυόΠͷ&5"ʢΤϛϨʔπɾτϨʔσΟϯάɾΞ
ιγΤʔγϣϯʣʹ༭ધͱ͠ ͯग़͍ͯͨ͠ધͰ͋Δɻ&5"ܹٸͳ
Λ͛ͨձࣾͰ͕͋ͬͨɺ���� �ʢฏ �� ʣ��� ݄ʹൃੜ͠ υͨόΠɾ
γϣοΫͷӨ͔ڹΒܦӦʹؕΓɺ༭ધྉ͕ΔΑ͏ ʹͳͬͨɻ͜ͷ
ٸதͰ͕͋ͬͨૣ࠷ɺࣾͰϘλχΠϕΠγοϐϯάͷॲཧͷਅࠒ
ʹ͜ͷધΛ͠ɺ·ͣ &5"͔Βͷఆظ༭ધઌͰ͋ͬͨλΠͷࠃӦੴ
༉ձࣾ 155ʹɺ͔ࣾΒఆظ༭ધͱ͠ ͯؒظग़͢ ͱ͜ͱͳͬ
ͨɻͦ ͷޙɺυΠπͷۀاΤτΧʹఆظ༭ધͰग़͠ɺͯͬࢸʹࡏݱ ͍Δɻ

 PCL事件の勃発

ϦʔϚϯγϣοΫ͔Β�ޙɺͦͷӨڹʹΑΔେ͕݅ࣄຄൃ͢Δɻͦ
Ε͕ຊͷધओΛ্͕͑Βͤͨ1$- Ͱ͋ΔɻγϯΨϙʔϧ݅ࣄ
ͷ1$-�ʢύγϑΟοΫɾΩϟϦΞʔζɾϦϛςουʣɺϚϨʔγΞͷύʔϜΦ
Πϧੜʹ͓͚Δ࠷େखۀاͷ ���� Ӧ҆ܦձࣾͰ͋Γɺͦͷࢠ
ఆੑ͔Βຊͷધओ͕ಉࣾʹ �� ੭ͷધΛग़͍ͯͨ͠ɻࣾ
1$- ͱ͚͠ ͯɺ·ͣ ���� ʢฏ �� ʣʹʮ*,"/�-"/%6,ʯ
ʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣͱʮ*,"/�-6%*/(ʯ�ʢޙͷ "4-�-6/" ʗ՟

ધʗ �����%�8�5�ʣ�ͷ � ੭Λɺʹ ���� ʢฏ �� ʣʹʮ*,"/�
-&#"/ʯʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣΛɺޙ࠷ʹ���� ʢฏ �� ʣʹ
ʮ-"/,"�+":"ʯʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣͱ͍͏ܭ �੭ΛඌಓધͰ
͠ɺ1$-ʹད༭ધͱ͠ݐ ͯग़ͯ͠ ͍ͨɻQ����Ͱͨ͠ه௨Γɺ࠷ॳ
ͷʮ*,"/�-"/%6,ʯͱʮ*,"/�-6%*/(ʯͷ �੭ϦʔϚϯγϣο
ΫલͷધՁͰܖͨ͠ધͰ͕͋ͬͨɺ͜Ε͕ࣾʹେ ͳ͖μϝʔδ
ͱͳΔɻ
����ʢฏ��ʣ�݄ɺ͜ ͷ1$-͕ϦʔϚϯγϣοΫ ΑʹΔܦӦ͔Βɺ

内海造船で建造され、進水する「KILAKARAI STAR」
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「IKAN LANDUK」（上）と「IKAN LUDING」（下）。両船はリーマンショック前の空前の船
価で造られた。「IKAN LEBAN」「LANKA JAYA」を加えたこの 4隻は尾道造船で建造された

ಥવຊͷધձࣾʹରͯ͠ ʮ༭ધྉΛֹ͔͑͠ͳ͍ʯͱ௨ୡ͠
͖ͯͨͷͰ͋Δɻ͜ͷࣄଶΛड͚ͯܭ �� ੭ͷધΛग़͍ͯͨ͠ຊ
ͷધओ֤ࣾେࠞཚʹؕͬͨɻ
ಛʹࣾ � ൪ʹଟ͍ܭ � ੭Λ1$-ʹग़͍ͯͨͨ͠ΊɺϝΠϯ
όϯΫͰ͋ΔҪॅ༑৴ୗ͔ۜߦΒʮ҆อళͷશॴ༗ધഫ ��
੭͕ͩɺͦͷ͏ͪ ͷ � ੭ͱ͍͏ͷϦεΫ͕େ͖͢ Δ͗ɻ·ͣ͜ͷ
1$-Λॲཧͯ͠ ͰݮӦϦεΫΛܰܦ ͳ͖͚Εɺ৽͍͠Ϗδωε
Λͬͯ ͍͚ͳ͍ʯͱ͍͏ ௨ୡΛड͚Δɻ
͜ΕΛड͚ͯ1$-ͱٞڠΛ͡ Ίͨࣾɺ·ͣ�੭ͷད༭ધͷ͏ ͪɺ
ʮ-"/,"�+":"ʯͱʮ*,"/�-&#"/ʯͷ �੭Λఆظ༭ધʹม͠ߋɺ
ͦΕΒͷધഫཧձࣾࣾͰखͨ͠ɻད༭ધ༭ધઌʹશʹ
 Δͤͨ Ίɺ૬खʹສҰͷ ͱ͕͜ ى Δ͜ͱϘλχΠϕΠγοϐϯάͷೋͷ
ͱͳΔՄੑ͕͋Δɻ͔͠͠ఆظ༭ધͷ߹ɺ͕ੜ͡ ͯધһ
ʹધΛҾ্͖ Δ͛ࣔࢦΛग़ͤધ࣮֬ʹखݩʹΓɺ༭ધઌΛ༰қ
ʹม͢ߋΔ͜ ͱ͕ Ͱ Δ͖ͨ Ίɺࣾͱ͠ ͯେ ͳ͖ϦεΫܰݮͱͳͬ ͨɻ
Γͷ �੭ͷ͏ ͪɺʮ*,"/�-"/%6,ʯ1$-͕ങ͍औΓɺʮ*,"/�
-6%*/(ʯࣾʹฦધ͞ΕΔ͜ ͱͱͳͬͨɻݐͷધՁΛྀߟ
͢Δͱࣾͷଛࣦগͳ͘ ͳ͔ͬͨͷͷɺͷϏδωεΛྀͯ͠ߟ ɺ
ࣾຊ݅ͷਝͳॲཧΛ༏ઌͨ͠ɻ
ɹ
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　「MTM NEW ORLEANS」と新しいビジネスモデル

Λ�ʙۚࢿݾࣗ �ׂఔೖΕΔඞཁ͕͋Δɻ·ͨۚརߴ ɺ͘
ધഫͷ༥ۚࢿརҰ൪͍ߴͰ-*#03ʢ-POEPO�*OUFSCBOL�0⒎FSFE�
3BUF ʗϩϯυϯۜؒߦऔҾۚར 
͔Β��্ͤ͞Ε͍ͯͨɻ
Ұํ͜ͷࠒຊͷۜߦௐͰɺ-*#03͔Β��ఔͷ্ͤͰ
ધഫ༥͕ࢿՄͩͬͨͨΊɺԤถͷધձࣾͷؒͰຊͷધओΛܦ
༝͍ͯࣗۚ͠ࢿݾͱۚརͰધΛௐୡͰ Δ͖͜ ͷख๏͕ٸʹ·
Δɻ͜ͷΑ͏ ͳϏδωεɺ���� ʢฏ �� ʣ͔ࠒΒ�ɺ� ͷؒɺ

新来島どっくで建造された「MTM NEW ORLEANS」の命名・進水式

ϦʔϚϯγϣοΫޙɺϘλχΠϕΠγοϐϯάɺ&5"ͱେ ͳ͖ʹ
໘͠ଓ͚ͨࣾɺ͠Β͘ ͷؒɺ৽ધۀࣄΛల։Ͱ͖ͣʹ͍ͨɻ
ʮ.5.�/&8�03-&"/4ʯʢέϛΧϧλϯΧʔʗ �����%�8�5�ʣ྆Ҋ݅
͕Α͏  མͪ͘ண͍͖ͯ ͨ ���� ʢฏ �� ʣ͔ࠒΒɺͷ৽نϓ
ϩδΣΫτͱ͠ ͯಈ͖ग़ͨ͠ͷͰ͋ΔɻถࠃίωνΧοτभΛڌͱ͢
Δ.5..ɺέϛΧϧͰ໊ͷΒΕͨધձࣾͰ͋Δɻ·ͨɺੈք
తʹધՁ͕ߴಅͨ͠ϦʔϚϯγϣοΫલʹࣗࣾͷॴ༗ધΛച٫ͯ͠ ଟ
ֹͷۚࢿΛಘͯɺϦʔϚϯγϣοΫޙͷધՁམʹϦʔζφϒϧͳ
ધΛଟ ങ͍͘ೖΕΔͳͲɺ࠽ʹ͚ͨձࣾͱ͠ ͯΒΕ͍ͯͨɻຊ
ϓϩδΣΫτ.5..ͷຊʹ͓͚ΔϒϩʔΧʔͰ͋Δδϟύϯγο
ϐϯάαʔϏε͔ΒࣾʹఏҊ͞ΕͨͷͰ͋Δɻͦͷ֓ཁɺ·ͣ
.5..͕ࣾʹધՁͷ �ׂʹͨΔۚࢿΛఏ͠ڙɺࣾΓ�
ׂͷۚࢿΛ͔ۜߦΒआΓೖΕͯɺͦΕΒͷۚࢿ Αʹͬ ͨࣾ͠ݐͯ
ͷધͰ.5..͕ �� ؒͷད༭ધΛߦ ͱ͏͍͏ ͷͰ͋Δɻࣾͱ
͕ͯࣗۚ͠ࢿݾඞཁͳ͘ ɺ·ͨ �ׂͷ͕ۚݱઌʹೖͬͯ͘ ΔͨΊɺ
࣮࣭తͳΞηοτϦεΫͷখ͍͞ϓϩδΣΫτͰ͋Δɻ
͜ͷഎܠʹԤถʹ͓͚Δۜߦͷ༥ࣄࢿ͕͋ͬͨɻɺۚ༥ة
తͰ͋ͬͨɻۃରͯ͠ফʹࢿ༥͕ߦΒԤถͷ͋ΒΏΔ͔ۜڹͷӨػ
.5..ͳͲɺԤถͷધձ͕ࣾͦΕΒͷ͔ۜߦΒ༥ࢿΛड͚Δ߹ɺ
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竣工した「MTM NEW ORLEANS」

ࣾΛհͯ͠ࡏ Ԥถͷଟ ͷ͘ધձ͔ࣾΒຊͷધओ ʹͨ Β͞ Εɺ
ຊͰΦϖϨʔλʔ͚ͷ৽ધϏδωε͕ͯ͠ ͍ͨ ͱ͜ Γ͋ɺ
Θ͕ࠃͷւۀࣄքͷେ ͳ͖ைྲྀͱͳͬ ͨɻ
͜ͷख๏ʹΑͬͯੜ·Εͨࣾͷધͱ͠ ͯɺ.5..͚ͱ͠ ͯ
৽དྷౡͲͬ͘ Ͱ ���� ʢฏ �� ʣʹͨ͜͠ͷʮ.5.�/&8�
03-&"/4ʯͱ���� ʢྩ � ʣʹॡ༧ఆͷʮ.5.�,&:�

8&45ʯʢέϛΧϧλϯΧʔʗ �����%�8�5�ʣͷܭ � ੭͕͋Δɻ·ͨ1$-
ͱͷସ͕͑མͪண͍ͨޙɺφϏΦε͚ͱ͠ ͯ���� ʢฏ ��
ʗྩݩʣͷʮ/"7*04�63"/64ʯʢ՟ધʗ �����%�8�5�ʣɺ
ͱݐࡏݱதͷʮ/"7*04�("-"9:ᶘʯͷܭ �੭ಉ༷ͷख๏Ͱ
͞Εͨɻ͔͜͠͠ͷைྲྀɺͦͷޙԤถͷۚ༥ؔػͷճ෮ͱͱ
ʹຊͱւ֎ͷۚར͕ࠩͳ͘ ͳΓɺୈʹͦͷऩ·ͬ ͍ͯͬͨɻ
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 次代のニーズに応えるビジネスモデルの模索

͜͜ ·Ͱཱࣾޙ �� ͷيΛͯ͠ه ͖ͨ ɻޙ࠷ʹ���� ʢฏ �� ʗྩݩʣݱ
רͷࣾΛऔΓࡏ ঢ়͘گΛ؆୯ʹ͍ͨ͠هɻ
ࣾʮད༭ધͷ҆อళʯͱ͠ ͯ͞Ε͖ͯ ͨɻ͔͠͠ࡏݱɺւӡۀքͷϚʔ
έοτͰैདྷओྲྀͰ͋ͬͨ৽ધΛఆظ༭ધͱ͠ ΊΔધձ͕ࣾඇৗʹগͳ͘ٻͯ ͳͬͯ
͖ͨ ͨΊɺࣾҎ֎ͷધओད༭ધͷʹੵۃతʹਐग़ͯ͠ ͍Δɻ·ͨ͜ͷʹ͓
͚ΔϦʔεձࣾͷਐग़֮·͠ ͍ͷ͕͋Δɻ͜ͷͨΊɺད༭ધΛऔΓר ࡏݱڥ͘
େ͖͘ มΘΓͭ ͭ͋Δɻ
·ͨɺࣾͷ͏ ͻͱͭͷಛͱ͠ ʮͯέϛΧϧધͷύΠΦχΞʯͱ͍͏ ͱ͕͛͜ڍΒΕΔ͕ɺ
͜ͷͰࣾͱऔҾͷ͋ͬͨϑΝʔɾΠʔετɾγοϐϯάձࣾΛਗ਼͠ɺͦͷ
ଞͷऔҾઌͱͷϏδωεॖখʹ͋Δɻ͜ͷதͰࣾͱ͠ ͯͷϏδωεͷՄ
ੑΛͯ͠ࡧ ͓Γɺ৽ͨͳऔҾઌͱϓϩδΣΫτΛਐΊ͍ͯΔɻ·ͨ���� ʢฏ �� ʣ
ʹதݹધചങ ʹऔΓΈɺάϧʔϓͰ �੭ͷதݹધΛௐୡͯ͠ ͍Δɻ
͜ͷΑ͏ ʹࣾΛऔΓר େ͖͕͘ڥ͘ มԽ͢ΔதͰɺै དྷʮད༭ધʯʮέϛΧϧધʯ
ͱ͍ͬͨಛఆʹڧΈΛൃͯ͠ش ͍͕ͨɺͦ͏ ͨ͠ͷϊϋΛ֩ͱ͠ ͯ͜ΕΛେ
ʹܧঝ͠ͳ͕Βɺ৽ધͱதݹધΛؚΊͯɺ͕ٻΊΔ͞ ·͟ ·ͳχʔζϚʔέο
τʹ ରԠͰ Δ͖ॊೈͳରԠྗΛߏங͢ ɺ͘ࡏݱऔΛਐΊ͍ͯΔɻ


