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シルバーシー・クルーズ
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シルバーシー・クルーズは、 1994年に、イタリアの海
事法学者で、弁護士、事業家でもあった、アントニオ・
ルフェーブル・ドヴィディオによって設立された。

彼のアイディアは、選ばれたお客様によりゆったりし
た空間を提供し、お客様それぞれに合ったパーソナ
ルサービスが提供できる、新しいコンセプトのクルー
ズ船を就航させることでした。ビジネスとしてカーゴや
フェリー会社を経営する中で、最終的に新しいタイプ
のクルーズ船を就航させることになった。

その息子であるマンフレディ・ルフェーブルは、シル
バーシーの運航管理に携わり、2001年に会長に就
任。当時4隻のクルーズ会社から、10隻の船隊に大
幅に拡大させた。
さらに2隻の新造船のオーダーが入っており、2023年
以降に就航する予定。
2018年からロイヤル・カリビアン・グループとなる。

Manfredi Lefebvre d’Ovidio – CHAIRMAN OF SILVERSEA CRUISES
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シルバーシー・クルーズのフリート

クラシックフリート
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シルバーシー・クルーズのフリート

エクスペディションフリート

新造船予定
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新造船 SILVER NOVA

2023年就航予定 2024年同型船就航
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JICC 日本国際クルーズ協議会

Japan International Cruise Committee
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2021年1月 準備委員会発足、活動開始
2021年4月9日 正式設立

JICC 日本国際クルーズ協議会

Japan International Cruise Committee

【 会 長 】
【 副 会 長 】
【会計監査】
【事務局長】

堀川 悟 カーニバルジャパン 代表取締役社長
糸川 雄介 シルバーシークルーズ 日本・韓国支社長
浅井 信一路 カーニバルジャパン キュナード・ライン コマーシャル・ディレクター
山本 三夫 みなと総合研究財団 クルーズ総合研究所 所長

正会員
コスタクルーズ、キュナード・ライン、MSCクルーズ、ノルウェージャンクルーズライン、オーシャニアクルーズ
リージェントセブンシーズクルーズ、ポナンクルーズ、プリンセスクルーズ、シルバーシークルーズ ＜8社9ブランド＞

準会員 販売総代理店（GSA）、旅行会社、船舶代理店、ランドオペレーター 29社

一般財団法人 みなと総合研究財団 クルーズ総合研究所事務局
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設立の目的と事業方針
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JICC
国際クルーズ船の日本発着・寄港を活発化し
日本におけるクルーズの振興、地方創生に寄与すること

① COVID-19の影響により運航が休止している日本での「国際クルーズ」の一日も早い再開のため、会員各社の
クルーズ船の感染予防対策の徹底とその感染予防対策を全国の港湾管理者を始めとする関係者、クルーズ
船利用者等へ安心・安全なクルーズを周知し理解を促す

② 日本周辺における新たなクルーズの開発等に取り組み、COVID-19の感染拡大以前のクルーズ船利用者数
を目指して、クルーズ関係者の結集により日本周辺を含むクルーズの魅力を世界に発信

目的

目標

事業方針

• 2022年日本発着国際クルーズの再開
• 2022年海外発着（フライ＆クルーズ）クルーズの再開
• その後、日本寄港国際クルーズ再開

• 2024年までにクルーズ人口を
2019年同等比（35万人）まで復活させる

※（1989年～2020年の数値）国土交通省海事局調
※ 試算は2023年に2019年の水準まで回復する事を前提とし、2024年以降は2017年～2019年の伸び率を参照

～ 日本のクルーズ人口～
2019年までの実績とポストコロナの目標
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各関係機関（政府及び港湾管理者）と綿密な連携を取り、運航再開に向けた共通の手順の整備

港湾管理者（全国クルーズ活性化会議）との意見交換会

プロモーション部会・オペレーション部会・広報委員会・その他ワーキンググループにて
正・副会員各社を含めた横断的な意見交換及び今後の方針案検討

海外での先進事例の情報共有

クルーズの安心・安全の発信に向けたPR活動（今後セミナー開催など）
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JICC 活動内容

クルーズ再開に向けた取り組み

関係する各業種連携のプラットフォームとして情報共有など相互連携の場を形成
世界のクルーズマーケット動向把握
魅力的なクルーズ商品造成のベースとなる寄港地及び周辺海域の魅力を探し
発信できるよう港湾・地域との有効な連携を図っていく

クルーズ回復に向けた取り組み
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プロモーション部会 船社・GSA・旅行会社
オペレーション部会 船社・船舶代理店・ランドオペレーター

JICC 委員会・専門部会・ワーキンググループについて

委員会

専門部会

ワーキンググループ クルーズ再開WG
海外再開事例WG

広報委員会

正会員・準会員の業種をもとに

（時限的）
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3.外国船社の状況

A.各社の運航状況と再開に向けた動き

-2020年3月全世界運航中止

-2020年夏から順次再開 イタリア・ドイツ・シンガポール・台湾など

-2021年5月以降、最大の再開ブーム

イギリス・ギリシャ・カリブ海・アラスカ ⇒ ワクチン接種義務

-限定地域でのスタート（国内もしくは隣国間）

-乗客定員の削減
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3.外国船社の状況

B.再開状況

-北米 アラスカ・カリブ海など 再開

-南米 ブラジル・アルゼンチン・チリ・南極 再開

-欧州 地中海・北欧・イギリス 再開

-中東 ドバイ・スエズ運河 再開

-アジア 日本（邦船）・台湾・香港・シンガポール・マレーシア 国内のみ

-オセアニア 22年4月から再開

⇒国境を跨ぐクルーズが再開出来ていないのは、アジアのみ

（今月からシンガポール/マレーシア間再開）
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3.外国船社の状況
C.日本での再開
外国船社によるクルーズにおける課題（コロナ禍）

• 外航クルーズガイドライン

• カボタージュ規制

• 水際対策

• 日数制限

日本籍船は国土交通省監修の下、JOPA作成の感染予防対策ガイドラインに従い運航再開を果たしてい
るが、外国船での運航を想定していないため新たなガイドラインの作成が必要。

外国籍船は日本国内港間の乗客の輸送が禁止されているため、外国港への寄港しなければならず、無
寄港クルーズや短期クルーズを実施することが難しい。現在の状況では、世界各国への渡航自粛が発
令されていることから、外国へ寄港するクルーズの実施は不可。

コロナ禍での水際対策により、外国から日本への入国者に隔離期間が設けられたり、入国者全員検査が
ある間は、クルーズ旅行は成り立たない。例えば、客船で外国領地へ入り、乗客・乗務員の上陸及び人
的接触が無い場合でも、現在の法制度では外国へ入国したとみなす為、通常の検疫が適用される。

既にJOPAによる制限はほぼ解除され、クリア。
14
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基本的には、JOPAと同様のプロセスを経ての再開を目指している
（まずは日本人のみ海外ワンタッチ（乗下船無）クルーズ）

・4つの課題の中の最大の課題 水際対策（厚生労働省検疫）
⇒ ①検疫法 ②国内感染症法に基づく分類

・現在交渉中のポイントとオプション
①感染症分類2類相当 ⇒ 特例措置を認めてもらいガイドラインに基づき再開

②感染症分類5類 ⇒ ガイドライン無しでの再開

⇒上記を経て各港湾管理者との協議

3.外国船社の状況
C.日本での再開
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あくまで日本の対策に合わせるものの乖離は大きい

3.外国船社の状況
C.日本での再開

日本と海外の運航条件の違い

ワクチン接種義務 陰性証明 乗船前検査 クルーズ中陽性者が出た場合

日本 不要 不要 PCR検査 中止

海外（一例） 必要 ワクチンの本数により2日前か3日前 欧州のみPCRか抗原 続行
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2021年と比較して世界は明らかに変わってしまっている

・世界の中でアジアのみ国を跨ぐクルーズが行えない
⇒各社アジア配船を欧米向けに変更
⇒残るは唯一北東アジアにほぼ通年で配船する会社（船）のみ

・集客
⇒欧米は大幅に改善されている
⇒日本では、販売も疑心暗鬼、且つ販売会社の衰退

・鎖国
⇒観光における国境オープンに時間がかかる
⇒現在進行中の交渉は、日本人のみの海外ワンタッチ（乗下船無）クルーズ

⇒ますます欧米各社はリスク回避マインド
⇒是が非でも、今夏外国船クルーズ再開を目指さなければ、また来年へ。。。

3.外国船社の状況
D.日本での再開の見込み
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4.運航に向けた感染対策

-各社地域別に発表

-日本は承認待ち （米国は、2021年6月CDCの承認）

-外国船各社の感染対策は、

基本的に

・事前のスクリーニング（持ち込まない）

・船内衛生管理と換気（拡大させない）

・緊急時対応（発生時の対応）

・寄港地管理

・乗組員のリスク管理
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4.運航に向けた感染対策

再開当初の米国船社の策定のポイント （ただし運航エリアに準ずる）

-ワクチン接種義務付け（会社により）

-スクリーニング

クルーの乗船前PCR検査及び毎日の健康管理、1週間ごとのPCR検査

乗客の乗船時、抗体検査とPCR検査

-寄港地管理

乗客は船社用意のエクスカーションのみ（フリー下船不可）

クルーも基本的に各港での下船不可

-下船時もPCR検査（状況に応じて）

-泊数制限

⇒既にかなり緩和されている（屋内マスクの義務付け解除や泊数制限の廃止など）
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ありがとうございました。

19


