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売上高

8億6000万米ドル（＊）

MOL Chemical Tankers at a glance

2022年３月現在。
(＊)2021年のグループ合計

グループ従業員数

366人
グループ従業員国籍 

23カ国

グローバル拠点数

11カ所
運航隻数

84隻

寄港国数

71カ国（＊）

取り扱い貨物

400種類以上
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50年で世界的な
ケミカル船オペレーターに

MOL Chemical Tankers（ＭＯＬＣＴ）は2022年７月17日に

創立50周年を迎える。1972年に、化学品や油脂類を輸送す

るタンカーであるケミカル船のオペレーターとして創業した。

設立から四半世紀が経過した頃、商船三井グループに参画。

これを契機として一段と商圏や拠点網を広げ、世界３指に入

る世界的なケミカル船社としての地位を得た。2012年には

本社をシンガポールに移転してグローバル展開をいっそう進

めた。それからはや10年。これを通じて得た成果を基に、世界

ナンバーワンのケミカル船オペレーター、また、ケミカル総合

物流企業に向け、その歩みを止めることはない。
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―創立50周年を迎える中、今思うのはどのようなこと
ですか。
光田　当社は海運業を営んでおり、お客さまの輸送ニー
ズがあって成り立っています。この50年間、当社を支えて
くださったお客さまに感謝を申し上げます。そして、その
基盤となる安全輸送を提供してきたのが当社のＯＢを含
めた役職員、インハウスの船舶管理会社、現場の船員、さ
らには船を提供していただいた造船所、船主をはじめと
したさまざまなステークホルダーの方々です。皆さまに改
めて感謝を述べたいと思います。
佐々　これまで多くの方々に支えていただいたことに感

謝しています。同時に50年の重みをしっかりと受け止めて、
皆さまに寄せていただいた期待に応え、次世代へとつな
いでいきたいと思います。さまざまなステークホルダーに
支援いただいていることに報いるために私たちもしっか
りと価値を届けていきたいという思いを新たにしています。
―50年の間に、さまざまな出来事があったと思います。
特にエポックとなった出来事を挙げていただけますか。
光田　一つは、商船三井による当社への出資です。1996
年に商船三井の子会社となったことが、当社にとって一
つのスタートラインとなりました。当社は72年に東京マ
リンとして創業し、その後必ずしも順調にいかない時期も
あり、住友信託銀行（現：三井住友信託銀行）に筆頭株主
として支援をいただきながら、営業を続けていました。あ
る程度、立て直しのめどがたったところで、住友信託銀行

支えられ50年
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佐  々明  社長
Managing Director, Chief Executive Officer

光田 明生  会長
Director, Chairman of the Board
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は株式を手放して本来の金融機関としての支援に移行す
ることになり、株式の買い取り先として商船三井に白羽
の矢が立ちました。
―当時、商船三井本体でケミカル船事業は手掛けて
いませんでしたか。
光田　メタノール専用船事業は80年代前半から始めて
いましたが、それ以外のケミカル船は90年代半ばにコー
ティング船５隻をノルウェーのケミカル船社Odfjellに貸
船する船主業を行っていただけでした。商船三井はまず
過半の株式を買い取り、2011年には完全子会社化しま
した。その頃、シンガポールに本社移転する準備をしてい
たことから、迅速に意志決定をするためにも、商社や金
融機関、保険会社に持っていただいていた株を買い取る
ことにしたのです。
佐々　最近ではNordic Tankers統合や、タンクコンテ
ナ会社Den Hartoghへの出資、ターミナル事業への参
画挑戦などもあります。現在、商船三井グループにとって
ケミカル船事業は非常に重要なセグメントという位置づ
けです。世界のケミカル船の貨物量は年間２億5000万ト
ンあり、年率２％の伸びを示している成長分野。さらに世
界経済の成長に伴って、ケミカルの需要は拡大していく
見通しです。ケミカル船オペレーターとして当社は、
Stolt-Nielsen、Odfjell に並ぶ世界トップ３に位置し、
リーダーシップを発揮できるポジションにいます。お客さ
まから寄せられている信頼と期待を基盤に、さらに当社
の競争力を高め、企業価値を向上させていきたいと考え
ています。

―グローバル展開を進めてきた歴史でもあります。

光田　2012年のシンガポールへの本社移転も大きな転
換点の一つです。もともと東京に本社を置き、ロンドンと
シンガポールに拠点がありましたが、仕事はグローバル
でも、ドメスティックな会社でした。このため、本社移転
は相当大きな決断が必要でしたが、シンガポールはアジ
アのケミカル産業の中心であり、もともと当社の船舶管
理拠点でもありました。日本で働いていた人たちにシン
ガポールに行っていただくので、大変な苦労をかけること
は明らかでした。実際に40人規模の日本人がシンガポー
ルに移りました。いつ帰国できるのかという不安もあっ
たでしょうし、個人的な事情で赴任できない人もいたでしょ
うから、社内的にかなり大きな衝撃が走ったと思います。
ただ、リーマン・ショック後の2009～11年に大幅な赤字
を出していたので、コスト競争力を強化するためにも、シ
ンガポール移転を決断しました。
―本社移転から10年になります。成果を教えてくだ
さい。
光田　ねらい通り、お客さまの近くで営業展開できたこ
とで、輸送量、契約数を伸ばすことができました。また、
インハウスの船舶管理会社と文字通り隣り合わせで営業・
運航を行うことによるサービス品質の向上も実現できた
と思います。
佐々　この10年でナショナルスタッフの層が厚くなり、多
様性が進んだことも成果です。当社の社員は世界全体で
約270人、インハウス船舶管理会社を含めると約370人、
このうち日本人が約90人。拠点は、シンガポール本社の他、
欧州はロンドンとデンマークのコペンハーゲン、米国はテ
キサス州ヒューストンとコネチカット州スタンフォード、
中東はドバイ、南米はコロンビアのボゴタ、そして日本は
東京と、拠点が広がりました。主要港在勤海技者のオフィ
スも含めると11拠点になります。国際色豊かで、さまざ
まな考え方を持った人たちが共に働いています。さまざ
まなバックグラウンドを持ったプロフェッショナルが集まっ
ている多様性は当社の活力となっていますし、強みです。
コミュニケーションを取って、多様なスタッフの考え方を
一つにしながら取り組んでいきます。
―一方で、見えてきた課題もありますか。
光田　シンガポールでの日本人など外国人の居住・勤務
のコストが相当高くなっていることです。就労ビザの発給
要件が厳しくなりつつあることで、日本人の若手社員を
育成していくキャリアパスについても今後の課題になりそ
うです。
佐々　シンガポールに日本人社員は約40人います。その

多様性を活力に

4 ＭＯＬ Chemical Tankers 創立50周年　海事プレス増刊号



中には、家族の事情でやむを得ず帰国する人もいます。
本社移転から10年が経過し、シンガポール勤務の日本人
と、東京勤務の日本人の役割をどのように考えるかは大
きなポイントの一つです。帰国に当たっての交代要員の
在り方やナショナルスタッフの採用・育成、次世代に向け
ての人財・組織の在り方を考えていきたいと思います。
光田　コロナ禍を経験したことで、リモートワークの導
入をはじめ仕事のやり方が変わりましたので、例えば東
京に戻った後にシンガポールで担当していた仕事を継続
するといったこともできるでしょう。
―拠点が広がり、いっそうグローバル化しています。
拠点運営の在り方は。
佐々　短期的には、19年に買収した同業の旧Nordic 
Tankersとのインテグレーションをより強力に進めます。
利益向上に向けてのオプティマイゼーションは当社の要
です。全運航船の最適効率配船、コーポレート部門も含
めた当社競争力の向上、この点は、Nordic Tankersを統
合してから特に心を砕いてきた点です。中長期的には「多
様性」を強みとする当社ならではの人財・組織をさらに発
展させたいと考えています。ＤＸ、働き方、海陸両面すべ
てにチャレンジしていくことが必要だと思っています。シ
ンガポール本社を中心に先ほど申し上げた世界11拠点
が一体となって、お客さまとのネットワークを次世代につ
ないでいきます。

―ケミカル船は営業面、船舶管理面ともに難易度の
高い船種の一つです。世界３指に入るケミカル船オペレー
ターとして、ここまで成長してきた理由は何でしょうか。
佐々　お客さま、そして多くのビジネスパートナーに支え

ていただいたことです。造船所、船主、ファイナンサー、
船舶管理会社、ブローカーの方々、本当にたくさんの方々
にサポートをいただいています。また、きめ細かく質の高
いカスタマーサービスを提供してきたこと、経済的な競
争力も含めてお客さまの信頼を得られたことが、当社の
土台になっているのだと思います。ケミカル船の安全荷
役のためには海技的な知見が不可欠ですし、貨物の組み
合わせ、積み付けなど陸上の業務でも多くの知識・経験
が求められます。お客さまとの関わりの中で、多くの学び
を重ね、専門的な知識・経験を蓄積してきました。高い専
門性を備えた役職員が長年当社を支えてくれています。
―ケミカル船による輸送のみならず、総合物流企業と
して成長を目指しています。今後、どのような企業グルー
プでありたいですか。
佐 　々スタートラインは顧客第一主義です。お客さまのニー
ズに応えるため、ケミカル総合物流企業という立ち位置
を目指すべきという考え方に至りました。これまでもワン
ストップサービスを掲げて取り組んできましたが、もう一段、
これを強化していきます。
光田　お客さまはケミカル船による輸送だけではなく、
タンクコンテナによる輸送需要もありますし、ターミナル
における受け入れや払い出し、荷揚げ後の陸上輸送といっ
たニーズもあります。当社が新たに取り組むのはタンクター
ミナル、タンクコンテナですので本当の意味ですべての需
要に応えることにはなりませんが、今やれることとして、
参入済みのタンクコンテナ事業に加えて、タンクターミナ
ル事業も実現することで、総合物流サービスの提供を目
指します。
佐々　しっかりと結実させ、事業モデルを整えていきます。
ケミカル総合物流への取り組みを通じて、価値と利便性
が高まり、企業価値が向上したと言っていただけることを
信じて取り組んでいきます。

ケミカル総合物流で
価値高める
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―主力のケミカル船事業については、船隊が85隻規
模と10年前の60隻と比べても拡大しました。目指す船隊
規模や、ケミカル船事業の姿は。
佐々　船隊規模は、お客さまのニーズに応えるかたちで
整えていきたいと考えています。現在、お客さまと締結さ
せていただいているＣＯＡ（数量輸送契約）の割合や、ス
ポット輸送への対応を含めた最適化の結果として85隻
体制となっています。お客さまのニーズがあり、当社の営
業力、経済性が伴えば、船隊をさらに増やすこともあり得
ますが、そのためにはさまざまな選択肢があると思って
います。他社との協業や共同運航などもその一つでしょう。
これらの選択肢がお客さまの利便性につながって、当社
としてもそれが最良の道だと見極められれば、考えていく
ことになります。旧Nordic Tankersの買収も、お客さま
のニーズに応えるべく選んだ手法でした。また、船隊規模
については以前、象徴的なターゲットとして「100隻」を
掲げたことがあります。そこに向かって当社皆で思いを
馳せて頑張っていくということは変わっていません。今後
も安全管理、安全運航を徹底し、小ロット多品目に対応
可能なステンレスケミカル船によるきめ細かいサービス
をお客さまに提供する高付加価値路線で差別化を図って
いきます。
―10年前、当時の首脳から「世界ナンバーワンのケミ
カル船社を目指す」という発言もありました。
佐々　その思いは今も変わりません。簡単なことではあ
りませんが、それに向けて組織全体で気づきを重ねお互
いに学習し、プランして行動する。何事も一生懸命やるこ
とで力が湧いてきます。思いは強く持ちたいです。

光田　船腹量の重量トンなのか、隻数なのか、何をもっ
て世界ナンバーワンなのかというところですが、例えば、
遠洋航路の隻数だけで言えば、Stolt-NielsenやOdfjell
という２強に比肩するところまできています。また、コス
ト競争力については、既に世界一だと自負しています。こ
れは親会社である商船三井の信用力を背景とするファイ
ナンス力などによるものです。
―商船三井グループにおける連携、シナジーは深まっ
ていきますか。
佐々　コーポレート部門も含めた商船三井のネットワーク、
リソースにつながり、協働することで、われわれもパワーアッ
プしていきたいと思います。サステナビリティ課題は、一
企業で対応するよりもグループでつながりを持ちながら
対応していくことが重要だと考えています。当社から商船
三井グループにフィードバックすることで、グループとし
て効果を高めていくこともできるでしょう。

―このほど、環境対応船を発注しました。また、バイ
オディーゼル燃料の供給体制構築に向けた取り組みも行っ
ていくと明らかにしました。環境戦略について伺えますか。
佐々　ＭＧＯ（マリンガスオイル）専焼エンジンを搭載し
たケミカル船２隻（１万4900重量トン型）を発注しました。
次世代燃料船としては、ＬＮＧやバイオディーゼル、アン
モニアなどさまざまな選択肢があると考えています。商
船三井の技術部門や他の事業部門とも連携して検討を
深め、戦略的に対応していきたいと考えていきます。
光田　次の50年を生き残っていくために、環境対応は必
須です。それは近年の急速な環境規制の進展を見ても明
らかでしょう。特に2023年からは、既存船に対するＥＥＸＩ
（就航船燃費規制）、ＣＩＩ（燃費実績格付け制度）が開始
されます。この規制や制度への対応はチャレンジではあり
ますが、逆に差別化のチャンスだと捉えています。環境対
応において、ＬＮＧやアンモニアなどを燃料とした新たな
船への取り組みも重要ですが、既存船の環境性能をいか
に高めていくかも重要です。当社は近年、２万5000重量
トン型と３万5000重量トン型で計28隻の新造整備を進
めたことで、世界のケミカル船オペレーターの中でも環境
性能で世界ナンバーワンの船隊がそろっていると認識し
ています。従来も船隊の環境性能向上のために適切な対
応を取ってきましたが、今後も取り組みを強化していきます。

環境対応は
差別化の好機

「100隻」に思い馳せ
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シンガポール移転から10年
充実の航路網で世界展開

　1960年代後半から、海運業界では大量輸送による輸
送効率の大幅な向上が進み、カーゴサイズの比較的小さ
い動植物油脂についても、複数品目を同時に運べる特殊
船“パーセルタンカー”の輸送ニーズが高まっていた。こ
れらのニーズに応えるため、パーセルタンカーによる海
上輸送に特化した外航海運会社として、72年に歩みを始
めた東京マリン（現：MOL Chemical Tankers＝ＭＯＬ
ＣＴ）。
　創業から間もない75年には動植物油脂輸送の長期契
約を獲得、太平洋航路、インド航路、欧州航路と航路網
を充実させていった。78年には液状化学品輸送の長期
契約を獲得し、化学品分野への積極的進出の足掛かりと
した。
　80年代後半の急激な円高で東京マリンの経営も大き

な影響を受けたが、住友信託銀行（現：三井住友信託銀
行）による支援を受けて立て直しを図ると、96年には創
業時にも一部株式を保有していた商船三井が筆頭株主
となり、成長に向けて新たな一歩を踏み出すことになった。
　96年にはまた、アジア近海のケミカル船社、東京ケミ
カルタンカーの筆頭株主となり、99年には同社の全営業
権を譲り受ける。航路網も、96年に中東／アジア航路、
99年には中東／欧州航路を開設。遠洋と近海で世界的
に航路網を張り巡らせる現在のＭＯＬＣＴのベースが形
作られた。
　矢継ぎ早に展開を進める同社は2012年、さらに業界
を驚かせることとなる。東京からシンガポールへの本社
移転だ。その前年には商船三井の100％子会社となり、
移転の準備を整えていた。
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　もともと三国間輸送の割合が大きく、輸送貨物に占め
る日本積み／日本揚げの比率は１割に満たなかった。シ
ンガポール、ロンドンをはじめ世界各国に営業やマーケティ
ングの拠点を展開していた同社だったが、東半球のケミ
カル、植物油輸送の商談の中心地で、営業情報が集中す
るシンガポールに本社機能を移すことで、情報収集力、
営業力の一段の強化をねらった。ケミカル船の主要貨物
の一つである植物油の集荷体制の強化が可能であること
や、船舶管理子会社であるUnix Lineとの連携を強化で
きることも、シンガポールに本社を置くメリットだった。
　シンガポールは人件費をはじめコスト高などの課題は
あるものの、メリットがそれを上回ると同社は総括する。
また、移転当初は想定していなかった効果もあった。社
員の国籍が多様化し、発想やアプローチに広がりが出て、
顧客対応力の一段の強化につながったことだ。
　2017年１月１日に社名を「東京マリン」から現在の
「MOL Chemical Tankers」に変更すると、商船三井ブ
ランドの下、さらなるグローバル展開を進めることとなる。
その一つとして、19年にデンマークに本社を置くケミカ
ル船社Nordic Tankers（ＮＴ社）を買収した。
　両社の共通点は、運賃率の高い小口貨物の輸送に適
した船隊を有していることと、数量輸送契約（ＣＯＡ）を中
心とする営業方針。３万重量トン前後を中心とする大型
船主体のＭＯＬＣＴの船隊に、ＮＴ社の２万重量トン以下
の比較的小型の19隻が加わり、船隊は約85隻へと拡大

■MOL Chemical Tankersのサービスネットワーク

した。
　規模だけではない。ＮＴ社が運営していた大西洋航路
と米国ガルフ／コロンビア航路を獲得したことで、ＭＯＬ
ＣＴはケミカル船配船における空白地帯を埋めた。大西
洋水域への進出は、世界的な航路網の拡充を図ってきた
ＭＯＬＣＴにとって念願だった。
　航路網の拡充は効率配船にも寄与することとなった。
ＭＯＬＣＴの主要航路は太平洋航路、米国ガルフ／アジ
ア航路、中東／アジア航路、欧州／アジア航路、アジア近
海航路で、従来から一部の船は欧州や米国ガルフにも配
船されていたが、船隊の多くが集まるのはアジアと中東だっ
た。大西洋に基盤を持つＮＴ社の買収で、米国と欧州が
ハブとして加わった。これにより、事業環境の変化が激し
く、トレードレーンが大きく変化する可能性があるケミカ
ル船ビジネスにおいて、配船調整を機動的に行える体制
を整えた。
　ＮＴ社買収後の具体的な取り組みの一つとして、大西
洋航路の投入船を従来の２万重量トン型から２万5000
重量トン型に大型化した。これにより、従来から２万
5000重量トン型を配船する欧州／アジア、米国ガルフ／
アジアの各航路と柔軟に船を入れ替えることができ、最
適なスケジュールを組めるようになった。
　船隊整備と企業買収を通じてケミカル船事業の充実を
図ってきたＭＯＬＣＴ。同社の展開はケミカル船による海
上輸送だけにとどまらず、さらなる広がりを見せる。
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1972年7月 東京マリン株式会社設立

1973年7月 自社運航を開始

1990年5月 シンガポールにUnix Line Pte Ltdを設立
(設立当初はアジア近海エリアのケミカル船運航を行うJV会社、
現在は100％出資の船舶管理会社)

1996年4月 商船三井が過半出資、商船三井グループに参画

1999年4月 東京ケミカルタンカー(アジア近海のケミカル船社)の
全営業権を譲り受ける

2001年10月 英国ロンドンに駐在員事務所を設立
 (現MOL Chemical Tankers Europe Limited)

2005年9月 韓国・釜山にTM Shipmanagement Co., Ltd.（船舶管理会社）を設立

2006年12月 中東ドバイに駐在員事務所を設立
 (現MOL Chemical Tankers Middle East DMCC)

2011年4月 商船三井100％出資子会社となる

2012年4月 米国ヒューストンに駐在員事務所を設立
 (現MOL Chemical Tankers America, LLC)

2012年10月 本社機能を東京からシンガポールに移転

2017年1月 社名を「東京マリン」から「MOL Chemical Tankers 」へ変更

2019年1月 デンマークのケミカル船社Nordic Tankers A/S
（現MOL Chemical Tankers Europe A/S)の全株式を取得

2019年2月 Den Hartogh Holding BV（本社＝オランダ）の発行済み株式の
20％を取得し、戦略的提携を開始

2022年7月17日 創立50周年

MOL Chemical Tankers の軌跡
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　「ケミカル（液状化学品）総合物流企業へ」。ＭＯＬＣＴ
がこのコンセプトを打ち上げたのは2016年だった。その
年、翌17年１月１日付で当時の東京マリン・アジアが、ノ
ルウェー船社との合弁プール会社だったMilestone 
Chemical Tankersを吸収合併するとともに、現在の社
名に変更することを発表。商船三井グループとしてのブ
ランド力・営業力を強化するとともに、ケミカル船による
化学品・植物油の海上輸送の充実に加え、ケミカルタン
クターミナル、タンクコンテナといった近接するビジネス
へと進出することで、荷主に対して輸送のみならずチェー
ン型の物流ビジネスを展開するという将来像を示した。
　総合物流を目指すとした背景には、ケミカル船による
海上輸送サービスだけでは顧客ニーズに対応し切れない
との思いがあった。ケミカルなどの輸送、輸出や輸入に
あたってのタンクターミナルでの保管、タンクコンテナに
よる小口輸送や内陸輸送といったメニューをそろえるこ

とで、顧客に多面的なサービス、より効率的な輸送形態
を提案することができ、その結果、収益を積み増すことが
できる。輸送事業と重なる顧客も多く、タンクターミナル
やタンクコンテナに目を向けるのは自然なことだった。
　さまざまな輸送モードを持つことは、新規プロジェクト
の受注機会の拡大にもつながる。ケミカルプラント立ち
上げに際しては、プラントで製造されたケミカルを出荷し
た後にどの港で荷揚げをし、その先、最終目的地までど
のように内陸輸送を行うか、さまざまなパターンについて
検討が重ねられる。このようにして物流を構築していく時
に、タンクターミナルやタンクコンテナのメニューも備え
ていることで、プラント計画の初期段階から関与すること
ができ、その結果として、輸送ビジネスや関連するビジネ
スの受注機会も増える。「ある大型プロジェクトで、当社
も一部の貨物輸送を受注できたものの、他のメニューも
備えている船社と比べると、悔しい思いをしたこともあった。

「ケミカル総合物流」
成長戦略の柱に

LARGE LOT

SMALL LOT

Tank Terminal Chemical Tankers

Container ShipsISO Tank Containers ISO Tank Containers

Tank Terminal

■ケミカル総合物流の全体イメージ
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一度他社が受注した輸送を獲得することは容易ではなく、
プロジェクトの立ち上げ時から参画するためにも、総合
物流という旗を立てた」（鈴木義信ダイレクター兼エグゼ
クティブオフィサー）。
　総合物流の展開は、船舶の効率運航につなげることも
ねらいだった。小口貨物をさまざまな港で集荷したり荷
揚げしたりするケミカル船は、バルカーなど他の船種と
比べても航海日数に占める停泊時間の割合が大きい。複
数のターミナルに寄港しこまめに集荷をしながら常に満
船の状態に近づけるが、自営のターミナルを持つことで、
顧客との関係が強化され一度に積載する貨物量が増え
れば、寄港するターミナルの数を減らすことができ、運航
効率を高めることにつながる。

パートナー戦略でサービス網構築

　ケミカル総合物流企業に向け、既に具体化した事業も
ある。19年、タンクコンテナによるケミカルやガスの輸送
をグローバルに展開するオランダの物流大手Den 
Hartoghと資本業務提携し、発行済み株式の20％を取
得した。 米国・欧州などでのターミナル事業参入を検討

タンクコンテナ事業
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　Den Hartogh LogisticsとＭＯＬＣＴは
2019年に戦略的提携を行いました。ノウハウ
と長期ビジョンを共有し、新しい発想をもって、
パーセルケミカルタンカー、陸上のストレー
ジ拠点、インターモーダルタンクコンテナ、タ
ンクローリーを活用した、お客さまへのサプラ

イチェーン・ソリューション提供を目指すもの
です。
　エンド・ツー・エンドのサプライチェーン・ソ
リューションによって、グローバルに高い安全
性とコスト効率化を実現し、お客さまに最高
のサービスを提供していきます。両社のネット
ワークと知識を結集して、お客さまの物流課
題を解決したいと考えています。
　両社を結んでいるのは、起業家精神と長期
的な視点、文化と価値観、そして人材が成功
の基盤であるという信念です。
　ＭＯＬＣＴの50年間の歴史においては、ま
だ短い期間ではありますが、共に仕事ができ
たことをとてもうれしく思っています。今後とも、
ＭＯＬＣＴとともに互いのコンセプトをさらに
発展させ、お客さまのためのトータル・ロジス
ティクス・ソリューションを構築していきたい
と考えています。

　Happy 50th Anniversary!

Pieter den Hartogh
Managing Director, Royal Den Hartogh Logistics

Greeting Message

　タンクコンテナ事業への参入に当たりＭＯＬＣＴは、特
定の地域に特化するよりもグローバルな事業を展開する
タンクコンテナオペレーターにねらいを定めた。そして、
その企業の成長とともに、ネットワークを拡大していく。
そのねらいは当たった。Den Hartoghはこのほど、韓国・
タイ・マレーシアの事業に強みを持つ韓国のＭＵＴＯグ
ループと合併し、アジア太平洋地域の事業を拡大した。「ア
ジア地域はタンクコンテナの取扱量が急激に伸びている。

今後、大きく収益に貢献してくれるのではないか」（同）。
ＭＯＬＣＴは現時点で、タンクコンテナ事業でさらなる提
携先の拡大は考えておらず、投資や買収・出資に積極的
なDen Hartoghと共に事業拡大を図る方針だ。
　タンクターミナル事業でも着実に種をまく。欧州のＡＲ
Ａ（アントワープ・ロッテルダム・アムステルダム）地域、米
国ヒューストン周辺、シンガポール周辺、中国の玄関口と
なる地域をターゲットとして、事業化の検討を進めている。
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ＭＯＬＣＴは世界８都市（シンガポール、ドバイ、コペンハーゲン、ロンドン、ヒューストン、スタンフォード、ボゴタ、東京）
の営業拠点から成るグローバルなネットワークの下、最適なサービスを提供する体制を構築した。その主要地である
中東、欧州、米州拠点の幹部に50周年を迎えるにあたっての思いや各拠点の役割、取り組み課題などを聞いた。

主要拠点幹部に聞く
連携強化し、相乗効果目指す

―創立50周年を迎えるに当たっての所感をお聞かせ
ください。
Giertsen　ケミカル船運航のリーディングカンパニーと
して、50周年は大きな節目です。当社は「東京マリン」と
してアジアでのオペレーター業をスタートさせ、現在では
業界屈指のステンレス船オペレーターに成長しました。

Hannested　ケミカル船業界で50周年を迎えることは、
ごく少数の企業しか達成していません。当社のＯＢを含
む役職員たちが懸命に取り組み、業界の第一線に立ち続
ける努力をしてきたことで成し遂げることができました。
私たちはお客さまと一体となって、革新的なソリューショ
ンを提供し、今日まで競争の多いグローバルな業界、変
化する市場の最前線に立ち続けてきました。お客さまへ
の価値を生み出し、社会や当社を発展させながらビジネ
スを成長させ続けてきた結果だと感じています。

欧州／米州部門エグゼクティブオフィサー
(コーポレート担当)

Annette B Hasenberg 氏

米州部門エグゼクティブオフィサー
(コマーシャル担当)

Anders Hannested 氏

中東部門エグゼクティブオフィサー

韓鳳植(Bongsik Han) 氏

欧州部門エグゼクティブオフィサー
(コマーシャル担当)

Egil Giertsen 氏

誇るべき50年の節目
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韓　50周年という節目に当社のメンバーであることを誇
りに感じています。（私は当社より少し年上なので） “先輩”
として、「立派に成長してくれてありがとう。これからも共
に歩んでいくと約束するよ」というメッセージをＭＯＬＣ
Ｔに送りたいと思います（笑）。
Hasenberg　当社の誇るべき50周年記念に接すること
ができうれしく思います。ＭＯＬＣＴは2019年にNordic 
Tankers（ＮＴ社）を買収しました。旧ＮＴ社のメンバー
は現在、米国・欧州拠点に所属していますが、買収後は、
部門や機能の垣根を越えグローバルにビジネスを統合し
最適化していく取り組みの一翼を担っています。商船三
井グループはグループ共通の行動規範として「MOL 
CHARTS」（Challenge、Honesty、Accountability、
Reliability、Teamwork、Safety）を掲げています。高い
志と豊富なビジネスチャンスを持つ世界有数の海運グルー
プの一員になれたことは大きな喜びでした。
―各拠点・部門の役割や機能についてお聞かせくだ
さい。
韓　ドバイにある中東拠点は、当社最大のサービスルー
トの拠点として、収益と配船調整の両面で重要な役割を
担ってきました。余剰のスペースを吸収し、スペース不足
に直面している地域へとスペースを提供しています。5つ
の異なる国籍とバックグラウンドを持つ12人体制となっ
ています。
Giertsen　私は欧州のコマーシャル部門を担当していま
すが、欧州拠点は、欧州とアフリカを中心に、アジアから
の輸入も含めた営業活動を担っており、集荷業務だけで
なく、オペレーション、ポスト・フィクスチャー(債権債務

管理)を含む広範な業務をカバーしています。また、西半
球におけるＱＳＥ（品質・安全・環境）を担当する部門も置
いています。
Hannested　米国には40年以上取引のあるお客さまが
多数存在し、私たちのビジネスを支えてくださっています。
それは当社がヒューストンに拠点を構えた理由でもあり
ます。
Hasenberg　私が担当する米州・欧州拠点のコーポレー
ト部門では、各拠点とシンガポール本社との橋渡しを担い、
社内すべてのユニットにわたるプロセスの合理化を図っ
ています。当拠点から専門的な知識やリソースをグルー
プ全体に提供することに誇りを持ち、本社メンバーとも
密に連携しながらさまざまな革新的プロジェクトや最適
化タスクを進めています。

―ケミカル船社としてのＭＯＬＣＴの強みをどのよう
に認識していますか。
韓　お客さまとの信頼関係に基づく長期の戦略的パート
ナーシップは強みです。また、船齢が比較的若く、競争力
のある大型船を中心とした船隊構成で、高度な専門性を
備えた船舶管理スタッフや船員に支えられていることも
強みだと考えています。
Giertsen　船隊については、コスト競争力のある最新鋭
のステンレス船隊を運航していることは強みだと私も感
じています。

「顧客第一」と「船隊」が強み

19ＭＯＬ Chemical Tankers 創立50周年　海事プレス増刊号

主要拠点幹部に聞く



20 ＭＯＬ Chemical Tankers 創立50周年　海事プレス増刊号



Hannested　商船三井グループの一員であり、関連会
社と連携していることも当社ならではの強みだと思います。
海運業界で130年以上にわたって商船三井グループが蓄
積してきた経験やノウハウを生かして、世界中のお客さま
により良いサービスを提案することができます。
―社内やグループ内の連携が良いビジネスにつながっ
ているようです。
Hasenberg　世界で成功する組織を作り上げるには、
機能や場所、レベルに関係なく、社内の関係を強化する
ことが重要です。グローバルな組織の一員となることで、
異なる視点、アイデア、貴重な知識を持つさまざまな仲間
とともに働く機会を得ました。この人材の多様性は当社
にとって明らかな利点であり、さまざまなお客さまに最高
の形でサービスを提供するという成果を上げています。
当社には多くの専門的な知識を持った仲間がいて、皆が
いかに継続的に安全対策を向上させ、環境を保全してい
くのかということに注力しています。

―各拠点が重点的に取り組んでいる課題についてお
話しください。
Hannested　米州拠点として、お客さまの期待に応える
サービス向上を目指しています。私たちはさらなる事業
の拡大を目指していますが、それは当社とお客さまの双
方に付加価値を生みながら持続的に成長していくもので
なければなりません。

Hasenberg　 欧州においては2021年にロンドン事務所
の機能の大部分をコペンハーゲンに統合し、また米国に
おいてはスタンフォード事務所をヒューストンに統合する
取り組みも開始しました。このような包括的なプロセス
を成功させるためには、関係する全員の強い意志と努力
が不可欠です。グループ全体の連携をさらに強化するた
めに、ワークフローの最適化を行ってきました。拠点統合
には時間も労力もかかりますが、これを成功させること
で組織の最適化を達成し、それが当社全体、さらにはお
客さまに利益をもたらすことができると確信しています。
当社の信念である「One brand - One team」が必ず生
かされると思います。
Hannested　会社を成長させるためには、ビジネスを拡
大し管理する適切な人材と組織を確保することが必要で
す。そのために私たちは、人材への投資や育成を続けて
おり、持続可能なプラットフォームを構築することに力を
注いでいます。
―コマーシャル面の課題や取り組みはいかがですか。
Giertsen　情勢の変化に伴う市況動向を注視しています。
現在、欧州とアジアの輸出入のバランスが崩れ、欧州水
域の船腹が増加していることで、欧州からアジア向け運
賃に下落圧力がかかっています。環境や排出規制の強化、
燃料油価格の高騰により基本的なコストが上昇しており、
お客さまやエンドユーザーに転嫁に関する協力をお願い
する必要が生じています。
韓　中東からＡＲＡ（アントワープ、ロッテルダム、アムス
テルダム）やアフリカ、米国など、従来のトレードパターン
にとらわれない新規ルートの開拓にも努めています。

価値創造のために

21ＭＯＬ Chemical Tankers 創立50周年　海事プレス増刊号

主要拠点幹部に聞く



22 ＭＯＬ Chemical Tankers 創立50周年　海事プレス増刊号



　ケミカル船は複数の独立したタンクを備え、液状化学
品や動植物油脂の輸送を行うが、ＭＯＬＣＴが得意とす
るのはタンクが特に細分化され、多種多様な品目に対応
可能だが充実した営業網と高度な運航／船舶管理技術
を有するオペレーターでなければ、その利点を生かしき
れない小容量多数のステンレス製タンクを有する大型ケ
ミカル船だ。新鋭船をそろえた同社の船隊は、環境対応
の面でも強みを発揮する。
　ＭＯＬＣＴの船隊は約85隻。2017年から20年の４年
間に計28隻の新造船を整備したことで、船隊の平均船齢
が大幅に若返った。船隊の大半は、燃費性能の高さに定
評のある日本の造船所の建造船。船齢５年未満の船も多
く、新鋭船は燃料消費量を従来船と比べて約５%削減す
ることが可能で、その分、温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量
を低減できる。

　新鋭船への入れ替えとともに、船型の大型化を進めて
きた。近年整備したのは２万5000重量トン型と３万
5000重量トン型。従来の主力船型だった２万重量トン型
を、より大型の船でリプレースすることで、運航効率の向
上とこれに伴う環境負荷低減を図った。平均船型は
2010年に２万重量トン前後だったものが、22年には２万
6000重量トン前後まで大型化した。
　新鋭の大型船をそろえていることに加え、燃費改善の
ためさまざまな取り組みを実施している。その一つが、プ
ロペラ効率改善装置「ＰＢＣＦ（Propeller Boss Cap 
Fins）」の搭載だ。ＰＢＣＦは1987年に商船三井などによっ
て開発された省エネ装置で、プロペラに設置することで、
プロペラ後方に発生するハブ渦の損失エネルギーを回収
し、プロペラ効率を改善、最大５％の燃料節減効果を得
ることができる。ＭＯＬＣＴにおいては2003年に“GINGA 

大型新鋭船そろう
環境対応に強み

■船隊構成（2022年３月現在）

近 海 航 路

１万重量トン型６隻
18タンク（５隻）、
15タンク（１隻）

発 注 残

１万5000重量トン型２隻 28タンク

遠 洋 航 路
５万重量トン型１隻 20タンク

３万5000重量トン型22隻 28タンク（15隻）、18タンク（１隻）、16タンク（６隻）

２万5000重量トン型35隻 28タンク（14隻）、26タンク（１隻）、23タンク（６隻）、22タンク（５隻）、18タンク（９隻）

２万重量トン型13隻 36タンク（１隻）、28タンク（４隻）、26タンク（１隻）、22タンク（４隻）、20タンク（３隻）

１万5000重量トン型７隻 14タンク（２隻）、24タンク（３隻）、28タンク（２隻）

計86隻（発注残含む）
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SAKER”へ搭載したのを皮切りに、45隻にこれを搭載、
同様の効果を持つ他のプロペラ付加設備を加えれば、運
航船のほとんどにこれら燃料節減設備を搭載している。
　また、気象情報会社Weathernews Inc.が開発した最
適航路選定 シ ス テ ム「 ＯＳＲ（Optimum Ship 
Routeing）」を採用し、航海時間・コスト・燃費の面でバ
ランスに優れた最適な航路計画を追求している。

バイオ燃料の供給体制構築へ

　今後の船隊整備にあたっては、「2050
年ネットゼロ・エミッション達成」を目標
として掲げる商船三井グループの一員と
して、新たな環境対応船を模索する。「次
世代燃料をどう考えていくのかが船隊整
備のカギとなる。選択肢を広げあらゆる
可能性を追求しながら全体のバランスを
見ながら決めていきたい」（佐々明社長）。
　ケミカル船の将来の燃料はどうあるべ
きか。さまざまな港に高頻度で寄港する
特性から、新たな燃料の選択にあたり供
給体制が課題になる。また、一般的に小
型船に分類されるケミカル船は、重油タ
ンクより大型になるガス体燃料を採用す
るときに燃料タンクの設置スペース確保
の制約も出てくる。このため、燃料転換
のハードルは大型船と比べて高いが、Ｌ
ＮＧ、アンモニア、バイオ燃料などあらゆ

る選択肢を模索する方針だ。
　その一環として、バイオディーゼル燃料の検討を進める。
商船三井、大手資源商社のTrafigura、同社グループの
舶用燃料供給会社であるTFG Marineと、バイオディー
ゼル燃料の供給体制構築に関する覚書を締結し、ＭＯＬ
ＣＴの運航船に対する世界各地の補油港での本格的な
バイオディーゼル燃料の供給について共同検討を進める。

ＯＳＲ（Optimum Ship Routeing）

ＰＢＣＦ
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商船三井グループはネットゼロ・エミッション目標の実現
に向けて、クリーン代替燃料の導入を進める方針で、化
石燃料に代わる有効な代替燃料の一つと位置付けられ
ているのが、バイオディーゼル燃料だ。
　バイオ燃料とは、植物などの生物体を原料とする燃料。
原料となる生物体の成長過程で光合成により二酸化炭素
（ＣＯ2）を吸収しているため、燃焼時に排出するＣＯ2はゼ
ロとカウントされ、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰ
ＣＣ）のガイドラインではカーボンニュートラルとして扱
われている。バイオ燃料のうち、菜種油やパーム油、廃食
油などから製造されるバイオディーゼルは、既に陸上で
商用化されており、船舶でも実証運航が進められている。
ＭＯＬＣＴらは、船舶での実用化の課題の一つとなる供
給体制について検討を進めていく。
　共同検討の一環として、ＭＯＬＣＴが運航するケミカル
船“NISEKO GALAXY”（2020年建造、２万5289重量ト
ン型）で、TFG Marineが供給したバイオディーゼル燃料

を使用する試験航行を開始した。同船は22年３月上旬に
オランダ・ロッテルダム港で約200トンのバイオディーゼ
ル燃料を補油し、欧州を出港後、揚げ地の米ガルフまで
の大西洋上で試験航行に成功。この試験航行で使用した
バイオディーゼル燃料は既存のディーゼルエンジンの仕
様を変えずに使用することができ、従来の舶用重油に約
３割の比率で混合することで、25～30％のＣＯ2排出量
削減効果が期待できる。
　環境対応船の新造整備にも着手した。ＭＧＯ（マリン
ガスオイル）専焼エンジンを搭載した１万4900重量トン
型ケミカル船２隻を下ノ江造船で建造し、24年３月、同９
月に竣工する予定となっている。この新造船は、ジャパン
エンジンコーポレーションが開発した層状水噴射システ
ムを使用し、ＭＧＯ専焼とすることで燃焼を最適化させ、
窒素酸化物（ＮＯｘ）排出量を抑えつつ、ＣＯ2排出量の削
減を実現する。
　環境面以外のメリットもある。硫黄酸化物（ＳＯｘ）規
制適合油であるＶＬＳＦＯと比べて高品質の燃料である
ＭＧＯは、燃料として使用する際に加熱する必要がない
ため、燃料系統がシンプルな構成となる。これにより、燃
料補油・切り替え時の燃油混合トラブルのリスクの低減
が可能だ。また、重油加熱器の装備、機器メンテナンス
が不要。安定した燃料品質により、燃焼室部品のメンテ
ナンス間隔の延長もできる。スラッジによる汚損頻度減
少に伴い、燃料フィルターの開放整備頻度の減少も期待
される。
　ＭＯＬＣＴはこれらの取り組みを通じ、既存船、新造船
の両面で環境対応を進め、荷主から寄せられる環境対策
への期待に応えていく。

■「商船三井グループ 環境ビジョン2.1」の中長期目標と5つの戦略

中長期目標

１. 2020年代中にネットゼロ・
エミッション外航船の運航を開始します

2. 2035年までに輸送における
ＧＨＧ排出原単位を約45％削減します
（2019年比）

3. 2050年までにグループ全体での
ネットゼロ・エミッション達成を目指します

中長期目標達成に向けた5つの戦略

自社からのＧＨＧ排出削減に向けた取り組み
戦略１ クリーン代替燃料の導入
戦略2 さらなる省エネ技術の導入
戦略3 効率運航の深度化
戦略4  ネットゼロを可能にするビジネスモデル構築

社会のＧＨＧ排出削減に貢献する取り組み
戦略5  グループ総力を挙げた低・脱炭素事業拡大
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安全運航
「世界をリードする」船舶管理を実現

ＭＯＬＣＴの運航船の船舶管理の中心となるのが、インハウスの管理会社であるUnix Line。1990年にアジア地域
のケミカル輸送を目的として発足したUnixは98年４月にＭＯＬＣＴの完全子会社となり、その後は船舶管理を主業
務として活動している。ケミカル船は積載する数百の貨物特性とその取り扱いを熟知し、厳しい荷主の基準に対応で
きる船員と、ケミカル船の運航・荷役・タンク洗浄に精通した船員を養成し、船体を適切に保つ船舶管理監督（ＳＩ）な
ど海技者の存在が肝。「安全なくして経営なし（Where there is safety, there is prosperity）」―。
UnixはＭＯＬＣＴのこの企業理念を体現する。

―創立50周年を迎えての所感をお聞かせください。
　Unix LineはＭＯＬＣＴの子会社として船舶管理機能
を担うとともに、東南アジアにおける港湾代理店のハブ
機能を担っています。グループの成功に貢献できたことは、
当社の誇りでもあります。ＭＯＬＣＴが50周年という大き
な節目を迎えたことで、社員一人一人が次の50年に向け
てさらなる飛躍を遂げられるよう、改めて気持ちを引き締

めています。 
―船舶管理の特徴について教えてください。
　当社はＭＯＬＣＴのインハウス船舶管理会社としてケ
ミカル船の管理に特化し、現在シンガポールで42隻、同
様のインハウス船舶管理会社である韓国・釜山のＴＭ 
Shipmanagementで９隻を管理しています。東京マリン

（現：ＭＯＬＣＴ）はかつて運航と船舶管理を自社で行って
いましたが、99年に船舶管理機能がUnixに完全移管さ
れ、その後現在の２社体制となりました。子会社の経営
幹部にはＭＯＬＣＴからの出向者も含まれ、親会社と同じ

「安全なくして経営なし」という経営理念を受け継いでい
ます。当社は船舶管理の基準やプラクティスの策定を行っ
たうえ、これをＴＭ Shipmanagementにも適用してい
ます。私たちのビジョンはシンプルで、「業界における高
い基準を設定し、世界をリードする船舶管理会社になる
こと」です。
―シンガポールと釜山で船舶管理を行うことの利点
や課題を教えてください。
　最大の利点は、船舶管理に関するさまざまなサービス
を提供する海事関連企業が多数存在する海運の要衝に
拠点を置いていることです。そのため、最適なサービスを
競争力のあるコストで提供することができます。また、シ
ンガポールは主要なハブ空港もあり、出張にも便利です。
　どのようなビジネスにも課題はつきものですが、その
対策や影響を最小限に抑えるために、徹底した検証を行
い、必要な措置を講じることが不可欠です。この２年間、
最も困難だったのは、新型コロナウイルスの大流行でした。

Unix Line
Amit Jain社長

 INTERVIEW

50隻超を管理
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ロックダウン、船員の交代や移動の制限に対応するために、
私たち全員が学び、適応しなければなりませんでした。こ
のような厳しい状況下でもクルーはレジリエンスを発揮し、
状況は徐々に正常化しつつあるという希望の光も見えて
きました。
―Unixの人員構成は。
　代理店部門には、シンガポールに寄港する船舶のハズ
バンディングに対応するチームを配置しています。船舶
出入港手続きや乗組員乗下船のサポートなど、本船労力
を軽減するために多岐にわたるサービスを提供し、東南
アジア港湾の中核代理店としての役割を担っています。
　船舶管理部門は、工務監督（テクニカルＳＩ）４人、海
務監督（マリンＳＩ）３人、購買・アシスタント担当３人によ
る３チームがあり、船舶の日常的な保守・運航を管理して
います。当社のＳＩの多くは船員経験者です。効率的な船
舶管理を行うため、担当する隻数は、工務監督は１人あ
たり４隻、海務監督は同じく５隻を超えないようにしてい
ます。安全、船員などを担当する部門もあり、船舶の安全
かつ効率的な運航という中核的な機能に加えて、船員配
乗や保険手配も含めた総合的なサービスを提供していま
す。
―ケミカル船の船舶管理で特に気をつけることはあ
りますか。
　当社の管理船はパーセルタンカー（小口輸送のために
多タンクを備えた船）のため、可燃性、毒性のあるものも
含めてさまざまな化学品を輸送します。これに起因する
リスク要素は、第一線で活躍する船員の専門知識とＳＩ

のサポートにより、十分に、効果的に管理することが可能
です。また、当社の船員訓練は世界最高水準だと自負し
ており、ケミカル船を管理する同業他社とは一線を画し
ています。

―船員配乗の体制は。
　当社の船員は、バングラデシュ人845人、ミャンマー人
787人、韓国人464人、フィリピン人367人でこれらの国
籍の船員が多くなっています（船員数は2022年４月現在）。
インドネシア、インド、ウクライナも計65人の船員がおり、
この３カ国の船員は、当社の船員プールを強化するため
に増強の段階に入っています。１隻に乗り組む船員は、ほ

エンジンルームで油水分離機の点検中

荷役前の配管の点検作業 デッキのパイプラインを点検

１隻・１国籍が基本
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とんどの船で単一国籍。混乗が必要な場合も、最大３国
籍とする基準を設けています。
―船員訓練のスキームは。
　船員訓練は当社の強みの一つです。2007年以来、経
験豊富な一等航海士を船長に昇格させるためのＯＪＴ
（On the Job Training）プログラムを実施し、内部昇格
による人材育成を行っています。候補者は２カ月のＯＪＴ
期間中に訓練モジュールを受講し、より高いランクの責
任あるポジションで実地経験を積むために陸上の事務所
に配置されます。2015年以降は一等機関士についても
同様のＯＪＴプログラムを実施しています。
　また、2015年から開始したＯＢＴ（On the Business 
Training）プログラムでは、ジュニア職員（二等・三等航
海士／機関士）を対象に、通常の航海中に２週間の実地
研修を行っています。訓練に合格し、評価を受けた候補
者は、当社の標準的な昇進基準を満たした後、上位ラン
クへの昇進の対象になります。このプログラムのトレーナー
は、陸上勤務の経験が豊富な船長と機関長の中からロー
テーションで選んでいます。
　新型コロナの流行で、ＯＪＴとＯＢＴのプログラムに支
障が出ましたが、船員の育成や昇進への影響は及ぼして
いません。
　コロナ禍の影響としては、2020年３月から対面式の訓
練やセミナーを停止せざるを得ませんでした。そこでノル
ウェー船級協会（ＤＮＶ）と協力し、社内のトレーナーに
訓練を受けさせ、オンライン訓練を実施するための認定
を受けました。
　また、日本海事協会（ＮＫ）からコンピテンシー・マネジ
メント・システム（ＣＭＳ）とＥラーニング・システムの認定
を受けています。ＣＭＳはコンピューターベースのトレー
ニングソフトウエアを使用して能力を確認し、昇進を承認
するためのツールです。Ｅラーニングは、船員が休暇中に
受講するもので、各種規制の変更、事故情報、会社から
の回覧文書などがアップロードされ、乗船前に最新の情
報を入手できます。
―ＭＯＬＣＴが持続可能な企業グループとして発展し
ていくために、Unixの役割をどのように考えていますか。
　インハウスの船舶管理会社として、ＭＯＬＣＴの要求に
柔軟に対応できることが、当社が提供できる最大のメリッ
トでしょう。事務所が同じ場所にあるため、スタッフ間の
連携も密になっています。ケミカル船を安全かつ効率的
に運航するための最大の歯車は、経験豊富な船員とオフィ
ススタッフです。

着岸後、荷役準備中

“INTERMEZZO”の竣工式にて　

消防用ホースのテスト
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　ケミカル船の船舶管理の難易度の高さは、その
貨物の多様さによるところが大きい。操船自体は
他の船種と大きな違いはないが、可燃性や毒性を
持った数百種類もの貨物を扱うため、一つ一つの
特性を理解し、それぞれに適した取り扱いが必要
になる。毎回荷揚げ後に行われる貨物タンクの洗
浄も特別のノウハウが要る作業の一つだ。ＭＯＬＣ
Ｔは貨物タンクの洗浄状況の確認作業の安全性を
高める新しい手法の導入を進めている。
　ケミカル船は、貨物タンクの洗浄が完了した後、
次の貨物の積載に適した状態となっていることを
検査を行って確認する。従来はタンク壁面に試薬
を垂らしてサンプルを採取し、試薬内の残留物を検
査する「Wall Wash Test（ＷＷＴ）」が一般的な手
法だった。ただ、ＷＷＴ実施のためには、サンプル
採取のために検査員がタンク内に入る必要がある
ことに加え、船員も各タンクの洗浄状況の事前確
認のため複数回タンク内に立ち入る必要がある。
閉鎖空間への立ち入りは危険を伴う作業で、過去
には死亡事故も発生していた。このため、ケミカル
船業界では、より安全で環境にやさしいタンクの検
査に対する関心が高まっていた。
　作業の安全性を高めるための代替手段としてＭ

ＯＬＣＴが導入したのが、デッキ上でマニフォール
ドから採取する洗浄水の分析データを検査に用い
る「Washing Water Analysis（ＷＷＡ）」だ。紫外
線を利用した分光計を用いて、洗浄水の中の汚染
物質を測定し、タンクの洗浄状態を確認する。ＷＷ
Ａの導入によって、船員や検査員による閉鎖空間
への立ち入り回数を減らすことに成功した。
　ＷＷＴは壁面の一部から採取したサンプルを使
用するため部分的なデータの分析にとどまるが、Ｗ
ＷＡはマニフォールドから採取する洗浄水を分析
に用いるため、タンク全体とラインまでも含めたよ
り正確な洗浄状況の把握が可能となることも利点
だ。
　ＷＷＡはタンク洗浄作業の進行中にも実施でき
るため、洗浄状況をライブで確認することで過剰な
洗浄を減らすことができる。「従来は、ＷＷＴに合
格しなければならないということ自体が、タンクの
過剰洗浄につながり、ＣＯ2の排出、過剰な洗浄剤
や残滓の海洋への排出など環境負荷を増大させて
いた」（MOL Chemical Tankers Europe A/S・
Martin Hislop船長）。かねて持っていたこのよう
な課題もＷＷＡの導入によって解決した。
　また、洗浄水の分析データを着岸前に提供する
ことが可能であるため、荷主は事前にタンクの状況
を確認することができ、ターミナルの効率的な運営
にもつながっている。
　「荷主とオペレーターの双方が、第三者検査員に
よるＷＷＴ検査実施・ラボでの分析に要する時間
（時には８～12時間にもなる）をセーブすることが
でき、荷役所要時間を大幅に削減できる」（MOL 
Chemical Tankers Europe A/S・Dorte  
Creaven部長）。
　安全、環境、効率運航に寄与するＷＷＡは顧客
からも支持されている。

タンク洗浄検査、安全で環境にやさしく

1 2 3

1 マニフォールドから洗浄水サンプルを採取
2 船員はタンク内に入らず、コントロールルームでタンク洗浄を監視
3 従来のWall Wash Test
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MOL Chemical Tankers 主要拠点一覧

■ シンガポール（本社）
MOL CHEMICAL TANKERS PTE. LTD. (Head Office)
5 Shenton Way, #15-01 UIC Building, Singapore 
068808
 +65 6349 5800
 Asia to Middle East / Indian Ocean

  チャータリング: mid.cht@molchemtankers.com
  オペレーション: mid.ops@molchemtankers.com
 Asia to WC North Americas / US Gulf
  チャータリング: pac.cht@molchemtankers.com
  オペレーション: pac.ops@molchemtankers.com
 Intra South East Asia, Intra Far East Asia
  チャータリング: asia.cht@molchemtankers.com
  オペレーション: asia.ops@molchemtankers.com

■ 日本（東京）
MOL CHEMICAL TANKERS JAPAN CO., LTD.
Shosen Mitsui Building, 1-1, Toranomon 2-Chome, 
Minato-ku, Tokyo 105-8688, Japan
 +81 3 5549 6800
 jp.ga@molchemtankers.com

 
■ 中東（ドバイ）
MOL CHEMICAL TANKERS MIDDLE EAST DMCC
AU-30 F&G Gold Tower, Jumeirah Lakes Towers, 
P.O.Box 336545, Dubai, United Arab Emirates
 +971 4 4474723
 Middle East to Asia / Europe

  チャータリング: mid.cht@molchemtankers.com
  オペレーション: mid.ops@molchemtankers.com

■ 欧州（コペンハーゲン）
MOL CHEMICAL TANKERS EUROPE A/S
Tuborg Havnevej 15, DK 2900 Hellerup, Denmark
 +45 3910 9000
 Europe to US Gulf / EC Canada

  チャータリング: chart.europe@molchemtankers.com
  オペレーション: ops.europe@molchemtankers.com

■ 欧州（ロンドン）
MOL CHEMICAL TANKERS EUROPE LIMITED
3 Thomas More Square, London E1W 1WY, United 
Kingdom
 Asia to Europe, Europe to Asia / India

  チャータリング: chart.europe@molchemtankers.com
  オペレーション: ops.europe@molchemtankers.com

■ 欧州（ロッテルダム）
MOL CHEMICAL TANKERS EUROPE LIMITED 
ROTTERDAM BRANCH
Albert Plesmanweg 37E 3088 GA Rotterdam, The 
Netherlands
 +31 10 495 3075
 alexander.jones@molchemtankers.com

■ 米国（ヒューストン）
MOL CHEMICAL TANKERS AMERICA, LLC
1330 Post Oak Blvd, Suite 2925, Houston, TX 77056, 
USA
 +1 346 800 2183
 WC North Americas to Asia, US Gulf to Asia

  チャータリング: america.cht@molchemtankers.com
  オペレーション: america.ops@molchemtankers.com

■ 米国（スタンフォード）
1055 Washington Blvd, 3rd floor, Stamford, CT06901, 
USA
 +1 203 487 6868
  US Gulf to Europe / Colombia / Caribs / WC South 
Americas / EC Canada

 EC USA to Baltic
  Colombia / Caribs / WC South Americas / EC Canada 
to US Gulf

  チャータリング: america.cht@molchemtankers.com
  オペレーション: america.ops@molchemtankers.com

■ コロンビア（ボゴタ）
MOL CHEMICAL TANKERS COLOMBIA S.A.S.
Carrera 7 No.71-52, Oficina 503/Torre A, Edificio 
Carrera Septima, 110231, Bogotá D.C., Colombia
 +57 601 3120193 / +57 601 3120194
 america.cht@molchemtankers.com

■ 中国（上海）
MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. Shanghai Office 
c/o MOL (China) Co., Ltd.
29th Floor, BM Tower, 218 Wusong Road, Shanghai 
200080, China
 +86 21 5630 2265
 china@molchemtankers.com

グローバルオフィス

■ シンガポール
UNIX LINE PTE LTD
5 Shenton Way, #15-01 UIC Building, Singapore 
068808
 +65 6349 5800
 smd_unix@unixline.net

■ 韓国（釜山）
TM SHIPMANAGEMENT CO., LTD.
8F Korea Seafarer’s Center Bldg 66, Chungjang-Daero 9 
Beon-Gil, Jung-Gu, Korea, Busan 48934
 +82 51 466 6401
 smd_tms@tmshipman.co.kr

船舶管理会社
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