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物流効率化シンポジウムｉｎ大分 

パネルディスカッション発言要旨 

 

 日時：平成 31 年 1 月 22 日（火）15：30～16：30 

 場所：大分県庁 正庁ホール（大分市） 

 

コーディーネーター 九州経済調査協会 調査研究部長   岡野 秀之 氏 

パネリスト     ㈱柳川合同 代表取締役社長     荒巻 哲也 氏 

パネリスト     商船三井フェリー㈱ 大分営業所長  今野 真直 氏 

パネリスト     川崎近海汽船㈱ 大分事務所長    塩見  圭 氏 

パネリスト     日本通運㈱ 大分海運事業所長    佐藤 信宏 氏 

アドバイザー    九州運輸局 交通政策部長      阿部 雄介 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 今日はこれだけのメンバーの方にお集まりいただいた。大分で内航 RORO をされて

いる 3 社もおいでいただいているし、実際 RORO、フェリーを使ってモーダルシフト

をされている運送事業者の方にもお越しいただいている。現場の声を聞くため、  

ざっくばらんに進行していきたい。 

物流は非常に重要といえる。先程、ロジスティクスの面で九州は市場から離れて 

おり、不利な点があるといった話もあった。九州の産業を活性化させるためには、 

物流をどう効率化していくかは重要。そう言った視点から、話を進めていきたい。 

今、物流が抱える大きな課題として、人手不足の問題がある。また、働き方改革 

として、労働環境をいかに良くしていくか、そういう中で、働き手をどう確保して 

いくかという流れがあるが、そこに対して RORO 船を活用するということは一つの 

方法として有効に機能するという面もあるということで、そのあたりを少し解き  

ほぐしていきたい。 

それでは、早速パネリストの皆様から自己紹介を織り交ぜながら会社や事業の概要

を説明願いたい。 

 

（柳川合同：荒巻社長） 

 現在、グループ 5 社で運営している。事業所は 9 箇所。売り上げは単体で 37 億、

社員数 340 名、トラック台数 204 台。倉庫面積 1万 2 千坪で運営をやっている。主な

荷物は大川家具、久留米のタイヤを関東関西に中距離輸送しており、普通の長距離 

輸送事業者と思っている。帰りは家電や菓子類を積んでくる。定期便は少なく、波動

に合わせた動きとなっている。現在、人手不足と言われているが、当社もドライバー

は足りていない。会社の中を見ると 5 年前から顔ぶれが変わらない。平均年齢が  

どんどん上がり、10 年後誰が残るのかというドライバー層になっている。そんな中

でどう対応すればいいのかと考え、取組をはじめたことを紹介する。 

まず、どうすれば労働時間が短縮できるのかといった点で、リレー輸送、中継輸送

など色々やったが、どうしても労働時間が減らない。そういう時に、フェリーに乗せ
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ればと考え、新門司～大阪南港間を有人で乗せてみたところ、少しは労働時間が緩和

できて楽になった。その後、有人でやっているのがもったいないと考え、新門司～ 

大阪間を無人で動かすようになった。柳川の運転手が新門司港まで行って、そこで 

帰る。埼玉の運転手が大阪南港まで行って戻る。これにより、九州の運転手は毎日、

日帰りできるようになった。埼玉の運転手は 4泊 5 日の行程だったものが、2 泊 3日

になり、帰れる頻度が増えた。そういった形のモーダルシフトを進めている。また、

今後は新門司～有明間のモーダルシフトを検討している。とにかく、やってみようと

いうこと。そういった形で労働時間を削減して運転手が集まる会社にしたいと考えて

いる。 

 

（商船三井フェリー：今野所長） 

 弊社は北海道～関東のフェリー事業と、九州～関東の RORO 事業を行っている。 

 うち、九州～関東の RORO 事業は、博多～東京間、苅田～大分～東京間の２航路が 

 ある。苅田～東京間で週 4 便運航となっており、うち 3 便が苅田から大分に寄港し 

東京へ向かっている。苅田～東京航路はこの春から新しいサービスとして、ダイレク

トに週 6 便の運航にする。新造船を投入する。今後大分港に関しては既存の博多～ 

東京航路で同じように博多～大分～東京航路として週 3 便やっていく。この春からは

この新しい取組を実施していくこととしており、モーダルシフトに大いに寄与できる

と考えている。 

 

（川崎近海汽船：塩見所長） 

国内では、東京に本社があり、13 の拠点がある。2016 年 10 月から新しく大分港と

静岡県の清水港を結ぶ定期航路を開設した。2016 年に 1 隻を投入し、週 3 便で運航

開始した。2018 年 3 月よりもう 1 隻投入して月曜日から土曜日までの日曜日を除く

毎日運行している。九州の東の玄関口である大分と関東の西の玄関口である清水港を

片道 20 時間で航海している。また、茨城～北海道航路は苫小牧向けと釧路向けへ 

 毎日運航しており、週１ではあるが、九州発の荷物を茨城で接続することによって、

苫小牧、釧路へ輸送するサービスもある。 

運航スケジュールは出港時間が 23 時で、九州発の各船社と比較すると一番遅い 

設定。九州内から集荷して夜到着できれば準備できるというスケジュール。海上輸送

にシフトした場合、17 時に福岡を出発すると 3 時間～3 時間 30 分で大分に着く。 

 その日の 23 時出港し、静岡の清水港には翌日 19時に入港する。急ぐ場合は下船直

行で配達すると深夜には到着する。もしくは朝一まで待って、関東まで配達可能とい

うのがコンセプト。清水～大分航路の貨物は、清水からは飲料や宅配、特積雑貨、紙 

製品、電気製品、養殖業の餌、産業廃棄物など。今後、清水から期待されるのは食料

工業品、衣料品など。大分発は、飲料と酒・焼酎類、電気製品、食料、紙製品、化成

品など。今後は化成品に農産品、木材製品に取り組んでいこうと考えている。 

「北王丸」「北海道丸」と「勇王丸」は船形が違うので、近い将来、清水大分航路

は同型船を 2隻投入して運航することを検討している。 
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（日本通運：佐藤所長） 

 陸海空のあらゆる輸送モードを駆使し、国内海外に物流サービスを提供している。

当社の RORO 事業は、古くから関東から北海道、関東から九州方面に内航コンテナ 

 輸送をしており、時代の変化に伴い、船形を RORO 船舶へ進化させている。大分港

においては、一昨年 11 月、関東から大分、週 2 便、金曜日と日曜日に船を就航させ

ている。約 1 年たつが、市場調査、お客様へのヒアリングの結果、大分は仕出しと積

み港としての特性が強いと判断し、今年 4 月から週 3 便、関東向けのサービス改変を 

予定している。大分県内企業、トラック企業のみならず、南九州を含めた全域へ営業

拡大し、東京港入港の強みを生かして、関東圏全域への配達サービスの拡大を   

頑張っていきたい。また、日本通運としての自社集配による一般輸送の提案、東京で

の積み替えによる北海道を含めた各地の配送の提案も行って行きたい。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 では、ここから論点に入る。柳川合同の荒巻さんからも話をいただいたが、船会社

から見てトラックドライバーの不足の問題をどうとらえているか、それに対して RORO

船はどういった役割を果たしているかをお聞きしていきたい。 

 

（商船三井フェリー：今野所長） 

 トラックドライバー、人手不足、労働に関する変化は非常に深刻な状況であると 

認識しているが、RORO 事業者にとっては商機とも言える。運送業界の労働力不足を

背景に荷主側も生産工場の変更など様々な見直しを図る企業もあると聞いている。 

その中で、モーダルシフトの受け皿のひとつとして海上輸送のニーズが高まっていく

と考えている。今後、春から苅田～東京間のダイレクト輸送サービスを始める。これ

は、いままでいただいていない貨物、リードタイムの短いいわゆる、宅配、雑貨便の

顧客を取り込みたい。首都圏～九州広域圏が毎日 3 日間でつながる。今後ますます 

顕在化するであろうドライバー不足に対応できると考えている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

宅配貨物も計画されているとのことだが、いままで RORO 船などにモーダルシフト

していなかった物でもこれからは動いていくということだと思うが、こういった物が

想定されるとか、もう少しあれば。 

 

（商船三井フェリー：今野所長） 

生鮮食品、冷凍食品など冷凍機を使うような貨物については、今まで我々の RORO

事業ではお客さんが少なかったが、今後は苅田～東京間を 25 時間で結ぶことを計画

しており、リードタイム的にそう言った貨物も取り込めると思う。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

ドライバー不足とモーダルシフトの話を川崎近海汽船からお願いしたい。 
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（川崎近海汽船：塩見所長） 

モーダルシフトとして昨今騒がれており、ドライバー不足、高齢化、労働時間改善、

罰則強化を受け、長距離輸送が難しくなってきていると顧客から聞いている。 

一方、清水～大分を運航している中で、まだ現実的にはモーダルシフトが進んで 

いるとは感じていない。ただ、今後、海上輸送を使っていかないと長距離輸送はでき

ないということは起きてくるかと思う。それが来年か、3 年後か、5 年後かは読めな

いというのが現状。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

モーダルシフトが進んでないのではないかというお話だった。 

それでは、ドライバー不足の件について、日本通運は船もトラックも動かしており、

物流全般に関わっていると思うので、全般的な視点でご紹介願いたい。 

 

（日本通運：佐藤所長） 

トラックドライバー不足は、日々肌身に感じており、どうにもならないときもある。

長距離輸送の不足が中距離輸送の不足へと変化し、年末の繁忙期には市内を回る車 

すらも見つからないということもある。今後、人口減少、少子高齢化や、労働環境 

から考えても、働き方が変わった今、九州島内におけるトレーラーの廻しですら、 

無理とは言わないが、影響が出る時代が来ていると懸念している。その中で RORO 

 事業者としての考え方は、陸の主要な輸送部分を海上輸送に切り替えることでこの 

問題の大きな解消へ繋がるとは考える。これから、RORO 事業者の立場として是非 

 ともご利用をお願いしたいと考えているし、今後も皆様が使いやすいサービスの向

上に努めてゆきたい。ただ、物流というのは発地から着地までの輸送である。それを 

考えたときに、様々な業界、業種から人が足りないと耳にする。例えば倉庫業に  

おいても人手不足は問題視されている。RORO 船に積むためには、港湾荷役の人手 

 不足は大きな問題である。今後はさらに今まで以上に関係者間でこの問題に向き 

 合って改善に向けた連携強化が必要だと考えている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

人手不足はいろいろな所で起きているので、単純に長距離輸送を RORO 船に回す 

だけでなく、いろいろな形での連携もいるということだと思う。例えば長距離輸送の

ドライバーが、RORO 船をうまく使って、泊まりがけだったものが無くなり、中距離

輸送に従事するとか、別の形に労働自体がシフトしたり変化したりする必要があると

思うが、どう考えるか。 

 

（日本通運：佐藤所長） 

まずは、物流効率化の問題を解消したうえで、次にその人たちができることに  

まわして、それをうまく回す必要がある。（シフトは）可能だと思う。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 
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先程、柳川合同からモーダルシフトの例があった。実際にトラックで長距離を  

運んでいたものを、フェリーにシフトして、最初は有人で、今は無人にと言うこと 

だが、これをスタートした時期やその時の課題などをお聞かせいただきたい。 

 

（柳川合同：荒巻社長） 

本事例は物流効率化法で認定を受けている。コスト面では、船運賃は陸送より高い。

もう少し安くならないかと感じている。3％近くは高くなっているのではないか。 

 その反面、労働時間の改善基準である月 293 時間、年間 3,516 時間を超えるドライ

バーは無くなった。コンプライアンスの面では進んでいる。先程、ドライバーが長距

離から地場にシフトして喜ぶということを言われたが、ほとんどの事業者では、長距

離運転手はいつまでも長距離運転手ではないか。その他の業種や元々地場の運転手が 

長距離の一躍を担う。年齢とともに不足していた欠員を補っていくのではないかと 

思う。 

最大の問題点は船が着いても、到着港の相手がいない。到着港から運んでくれる 

業者がいない。（講演で紹介された）センコーの新しい事業が実現してくれれば、 

地場の運送会社も非常に助かるのではないか。誰が向こうの港から、現地まで運んで

くれるのか、帰り荷をどうやって積んで返すかが最大のネック。RORO 船の無人航走

は相手がいないとどうにもできない。中小の難しさだが、その地に営業所を作ろうと

思っても、法規制で 5 台置かなければならないとか、運行管理者の縛りもあり、  

厳しいものがある。RORO 船の利用が進むうえで、そう言った部分の規制・基準の 

 緩和も必要ではないか。トラック事業者は殆どが中小。今の形は大手しかできない

という無人航送ではないか。そこをどうやって打破していくのか。モーダルシフトが 

進んでいないという話もあったが、相手がいないという現実問題があり、行政の縛り

も、法律の縛りも大きく、コスト面も大きい。そういった難しさがある。今は年間

300 台ほど船に乗せているが、無人でやっているのが、100 台ほど。定期で動く荷物

がそんなに無いということもあるが、波動に対応するためには陸送、無人、有人で 

乗せて陸送という形が必要。中小企業にはいろいろな問題がある。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

モーダルシフトは大手だけではなく中小までやらないと意味がない。中小までやら

ないと、広がらないと思うので、そのあたりを掘り下げてみたいと思う。 

先程荒巻さんが言われたのは、無人で乗せたとしても、到着地でどうするのかと 

いう話。300 台のうち 100 台は無人でされているということだが、どういうふうに 

実現されているのか。 

 

（柳川合同：荒巻社長） 

現状この便に関しては埼玉のグループ会社が、東京まで運んで、東京から帰る形を

とっている。積み地によっては 100km 以上あるが、どうしてもここに拠点を作れない。

埼玉の事業所を持ってこられるかというともってきにくい。積んでも 100km 以上ある

と積んできても間に合わないからそのまま陸送で走ったりしたこともある。港の近く
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に拠点を作れるのが最大のメリットになるのではないかと思う。大分市内からの発着

は距離が短いし、東京で配送してくれる業者があればスムーズにやれるのではないか

と思う。ただし、九州も人が足りないが東京も人が足りないので、よその荷物を  

運んでくれるかというと、そう簡単にはないのではないか。そのためにはどうやって

自分たちでやっていくかということを考えとしてとらえている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

センコーからも代行サービスの話があったが、責任の所在等の面で難しい部分も 

あると思うが、提携ではなくて、都合の代行をお願いするとか、そういったお考えは

あるか。 

 

（柳川合同：荒巻社長） 

相手先を探したのは、モーダルシフトにとらわれず、陸上間でもリレー輸送でも 

中継輸送でも様々な相手に話を投げたことがある。その中で人がいないというところ

と、法整備がなされていないというところ。事故を起こしたとき誰が責任をとるか、

ドライバーの所有者なのか、トラックの所有者なのか、そういった問題もでるし、 

法律面でも決まっていない。運営面にしても、コンプライアンスの面にしても、まだ

まだ大きな問題があるのではないかと考えている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

今の話を受けて、船会社としてモーダルシフトを進めて行く中で、そのほか事例が

あれば紹介願いたい。輸送コスト、先程 3％程度上がったというマイナスの話も  

あったが、労働環境が変わって実際に効果が見られたとかプラスの話もあれば。 

 

（商船三井フェリー：今野所長） 

モーダルシフトという言葉自体は浸透していると感じている。時間外労働や限られ

た猶予期間の中で、トラック事業者全体が体制を確立するということは相当時間が 

かかると思う。そのためにはいろいろな荷主企業や運送事業者が共になって、取組を

図っていくことと思う。そういったことがより一層浸透していくことによって、労働 

環境の改善に繋がっていくと思う。我々はその受け皿として海上運送をより効果的に

ご利用いただくというような立場にあって、さらに海上輸送を広く採用していただけ

るように、荷主企業にそういった認識を持って貰えるような機会を作っていただく 

とか、モーダルシフトに関する支援策の創出を引き続き官の方へもお願いしていくと

いうような希望を持っている。そのことによって将来的には労働環境の改善、   

トラック事業者の改善にも繋がっていくと考えている。  

 

（川崎近海汽船：塩見所長） 

モーダルシフトの受け皿としては、荷物が先か、航路が先かという問題もあるが、

受け皿はできた。あとはモーダルシフトというのは船社とか物流企業の皆様だけでは

一向に進まない。荷主の理解や、荷物の出し方や作業形態、リードタイム、この  
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あたりを再構築していただくというか、それで、海上輸送を確保していただくという

のが今後の課題になってくるかと思う。 

話は変わるが、自然災害が起きて通常の輸送ルートが滞ると海上に一時的なシフト

が起きる。昨年 7 月の西日本豪雨の時もそうだが、インフラが復旧するとともに、 

元の輸送ルートに戻る。船社からいえば、困ったときは海上輸送、復旧すれば元に 

戻り忘れられてしまうという影が薄い存在であって、ぜひ荷主にリスクヘッジ、危機

管理、コンプライアンスの問題、BCP の観点からも、災害時に使うだけでなく、平常

時からも海上ルートを確保しておくことが、重要ではないかと思う。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

船会社と物流事業者だけでは、モーダルシフトは進まないということで、荷主の 

理解がいるという話だが、私も様々な荷主に話を聞くと、物流は運送事業者に任せて

いるからという話になって、いつも、誰が、どういうきっかけで、この話をすれば 

いいのだろうと、思っている。特にメーカーの物流担当者は、今うまくいっている 

ものを変えるということに対して、そんなにインセンティブが働かないというか、 

なんらかの提案というか、今言われたような、BCP など含めて、何かいるだろうが、

その点は船会社がするのか、誰がするのかということがあって、そのあたりはいかが

か？ 

 

（川崎近海汽船：塩見所長） 

船会社としての提案ももちろん訴えかけていかなければいけないと思っているが、

やはり、実際に実輸送を行っている物流企業の方がしていると思うが、実際には、 

やはり力関係でいくと、荷主と輸送会社では、荷主の言うことが強いというか、効力

を発するので、費用の問題もあり、言いたくても言えない現状もあるだろうし、言う

と、違う輸送会社に変えるよと、そういう部分も裏では聞いているので、言い出しに

くいというのが現状ではないかと思う。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

日本通運は、実際 RORO を活用して総合物流でいろいろなことをされているので、

どういった提案をしながら RORO にモーダルシフトしていくのか、実際にその効果が

出ているのかをお聞かせ願いたい。 

 

（日本通運：佐藤所長） 

お客さんに対しては、乱暴にならないようにしている。ただ、10 年前、20 年前と

は我々の置かれている環境が違うので、正々堂々と。できないことを一生懸命やろう

としても物流的に無理な時代になっている。お客さんの懐事情もあるだろうし、  

お客さんには、素直にご相談させて頂く関係を構築している。お客さんから具体的な

相談を受け、トータルコーディネイトしながら RORO 事業を売っている。静岡近辺 

 へは川崎近海汽船さんにお願いする場合もある。たくさん絵を描いてお客さんに 

 買ってもらう。足りなければその手段を増やしていく。そういうことを繰り返して、
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やっていくしかないのかなと考えている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

ROROに置き換えて具体的に効果が出ているのか。 

 

（日本通運：佐藤所長） 

効果は出ているが、本格的には 4 月から。だた、RORO 船にはスペースの問題が 

 あるのも事実。RORO 船にも問題はある。例えば台風には弱い。お客様が選べる選

択肢を増やしていく必要があると考える。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

災害の話が出たが、台風のような一時的なものもあれば、西日本豪雨の場合は  

長期的に、例えば鉄道もルートを変えたりしている。今後も地震などいろいろなもの

も出てくる可能性があるが、西日本豪雨の時に、実際、物流で RORO 船がどういった

役割を果たしたかというようなことをご紹介願いたい。 

 

（川崎近海汽船：塩見所長） 

昨年の西日本豪雨の時については、数字からいうと、7月のあたまに西日本豪雨が

あって、物流が滞ったという中で、現在運航している大分～清水航路については、 

6月と比較して関東発については 6割程度荷物が増えて、大分発については 3 割程度

増えた。ただ、交通インフラが復旧するとともにその貨物は以前のルートに戻って 

しまった。ただ、他の航路を利用していた輸送事業者が、溢れていっぱいで乗れない

ということで、清水まで走って来て頂いたり、大分まで来て頂いての乗船もあり、 

その部分では貢献できたと考えている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

災害時には貢献したのに、その後戻ってしまう理由というのは。 

 

（川崎近海汽船：塩見所長） 

やはりコスト。営業しているといつも言われるのが、船に切り替えても高いと。 

走った方が安いというのが第一声。海上運賃については荷物の量とか利用頻度、付加

価値があるのもないのもあるが、その都度輸送会社と相談しているが、それでも高い

ということで、インフラが復旧するまでは高い海上輸送を使って、復旧した後は元に

戻る。荷主さんから運賃を頂いていたら別だが、そこは変わらないので、結局、  

実運送会社が腹を痛めて、戻ってしまうと言う状況だと思う。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

コストももちろん大事だが、コンプライアンスや人手不足を解消する意味では、 

何らかのメリットがあって何らかのデメリットがあるのかと思うが、そのあたりに 

課題があると思う。日本通運からもお話いただきたい。 
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（日本通運：佐藤所長） 

3 ヶ月以上の長期間にわたり、中国地方の、特に JR に影響が出た。当社は関東 

 から博多港に空きスペースを利用した代行輸送を実施した。ただ、すべて救済措置

がとれたかというと、やはりスペースの問題もあり、一部の荷主限定にならざるを 

 得なかった。大分でもやりたくて社内的に動いたが、スペースが足りず、出来  

 なかったというのが現状。また当社は在来船での代替輸送は実施した。これからは 

大分港のサービスも構築して参りたい。例えば、5ｔコンテナと、ウイングトレーラ

ーを比較したら、ウイングトレーラーの方が運賃は高い。お客様が併用できる形と 

いうのを考えたときに、私どもの 12 フィートコンテナの輸送サービスを検討して 

参りたいと考えている。荷主様に日頃から併用してもらえれば、何かあったときの 

対応策に繋がるのではないかと考えている。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

これまでの議論を受け、阿部部長からコメントをお願いする。 

 

（九州運輸局：阿部部長） 

現場の目線から様々なご意見をいただき、我々もこれからしっかり勉強してどう 

いうことができるのか、例えば相手先の荷物をどういうふうにやっていくのかとか、

マッチングの視点とか我々も考えていきたいと思っている。 

一つ申し上げたいのは、人手不足という観点であるが、これが進んでいくと何が 

起こっていくかというと、個人的な思いも入っているが、荷主の立場からすると、 

今まであたりまえに荷物を運んできたが、そういう時代は終わりになると思っている

し、そういう認識を皆様にも共有できたらと思う。そうすると結局今までは荷主が 

物流会社を選んでいたが、これからは荷主が物流会社に選ばれる時代になる。物流 

会社が荷主を選んでいいんだという時代になる。そういう時代なので、先程岡野さん

からも誰が提案するんだという話しもあったが、そういう時代だということを認識

し、荷主にモーダルシフトを提案してもらいたい。我々も応援するという意味で、 

モーダルシフトの予算措置とか、支援措置は用意している。ただし、今の予算措置は

非常に予算額が少ない。全国で 4 千万円くらいしかない。そういう意味では皆さんが

もっとモーダルシフトをやるんだということをご提案していただくと、国の予算は 

ニーズが広がれば予算も増えていくしくみになっているので、ご活用いただきたい。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

事業継続ということを考えたときに、今日は物流事業者の話であったが、メーカー

側もちゃんと作ってちゃんと届けて、ちゃんと売るところまで、バリューチェーンの

全てを継続させるという意味では、これからちゃんと物が運べるというのかどうかを

考えていかないといけない。 

それでは、最後に一言ずつポイントなどを皆様からいただきたい。 
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（柳川合同：荒巻社長） 

100 台の無人航送をやっているが、まずやるということだと思う。航路も違う、 

荷物も違う、お客さんも違うとなると、いろいろな条件で違ってくると思う。やって

みないと、どういった問題があるか、どれだけコストが上がるかというのもわから 

ない所もあるし、コスト面も船社と話すときにどれだけ乗せるということを言わない

と交渉もしにくいだろうし、そういったことを考えるとやってみること。少しコスト

が上がっても生き残るための物流業の研究開発費かなと思ってやっている。そういう

ことを積み重ねていくと、本当の答えが出てくるのではないかと思うので、資料を 

見るとトライアルなどもあるので、実際に実行してみるということが一番大切な事で

はないかと思う。 

 

（商船三井フェリー：今野所長） 

荷主、運送事業者と一緒になってこの厳しい時代を耐えていきながら、海上輸送に

シフトしていただくと、いう部分も含めてご検討頂きたいと思う。その上で我々の 

果たす役割も大きくなっていくと思っている。我々はシャーシも自社で保有して  

いる。全国で約 1200 台ある。自社のシャーシを利用したドアツードアのサービスも

提供可能であり、そういったことも含めて皆様にいろいろな提案をさせて頂き   

ながら、今後の課題に向き合っていきたいと思っている。 

 

（川崎近海汽船：塩見所長） 

輸送事業者と船社だけでは、モーダルシフトの加速が進まない。今後は、こういう

場もそうだが、船社側として、メーカーなどの荷主に対して物流企業の皆様と一緒に、

平常時から海上輸送の確保をすることが需要であると訴えていきたいと思っている。 

 

（日本通運：佐藤所長） 

まずは、今年の 4 月の航路改変に向けた動きの中で、RORO 船事業者の立場で皆様

がいかに利用しやすい体制を作って、コスト面も含めて、利用してもらわないと話に

ならないので、そういった所に力を入れて頑張ってみたいと思う。 

 

（九州運輸局：阿部部長） 

我々としても、できる部分で応援していきたいと思うし、大分県も支援措置を設け

ていると聞いているので、ぜひ大分から RORO船を使っていただけるとありがたい。 

 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

課題はあるが、RORO 船の各社ともこれから船を増やしていく、変えていくなど、

積極的に供給を増やそうとしている。にわとりと卵の話になるが、供給としては  

いろいろな物が出てくる。基調講演で三菱造船の森さんからも話があったが、これ 

からはコストが下がる船も出てくるということである。コストは一つの課題にはなる

と思うが、船の性能も上がってくるし、サービスの水準も上がってくるということに

なるので、是非、トライアルの活用も含めて、RORO 船をうまく使って、モーダル 
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 シフトを進めていければいいと思う。 

最後に、大分県からも話があったが、大分という場所で今日は、あまり大分大分と

言わずにモーダルシフト全体の話をしてきたが、東九州道が暫定ではあるが、   

繋がっている。これから中九州で熊本までは繋がると、これは時間距離で線を引いて

いるが、久留米、福岡からは 2 時間、熊本まで 3時間圏内に入っている。柳川合同の

荒巻社長は柳川で、そこから北九州まで運んでいるわけで、そういう意味では大分は

かなり広域に荷物を集められるし、関東や関西から来た荷物も、片道 2時間くらいの

距離で、運行の管理もしやすい、すごくポテンシャルのある地域だと思う。そういう

意味では、これから大分に対する期待も大きいと思うので、この場をひとつの   

きっかけとして、大分で RORO 船を使ったモーダルシフトの取組を盛り上げて頂けれ

ばと思っている。 


