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1．はじめに
2017年11月23日から29日、一般社団法人みなと
総合研究財団クルーズ総合研究所開設記念「マイ
アミ船社訪問とカリブ海クルーズセミナー」に参
加する機会を得た（写真－1）。
本セミナーの目的は、米国マイアミのクルーズ
船社との意見交換と、世界最大のクルーズ市場で
あるカリブ海クルーズの実体験であったが、本稿
では後者について体験記的に報告する。
筆者はかつて、わが国の港湾は人流・物流・交

写真−1

セミナー参加者（ナッソーにて）

流の役割を担い、
「人」
・「物」
・
「コト（情報）」の
発信および集積地であると教わった。しかしなが
ら、高度経済成長期以降、人流は自動車・鉄道・
航空機が、交流はマスメディアやインターネット
等がその中心的役割を担い、港湾機能の主軸は物
流に置かれるようになった。そのような流れの中、
近年のクルーズブームは、人々に港湾の人流・交
流機能へ再び目を向けさせる大きな契機となって
いる。今回のクルーズ体験は、クルーズビジネス
が港湾の人流・交流にどのようなインパクトを持
つかを実体験するまたとない機会となった。

図−1 カリブ海クルーズのコース
（https://www.royalcaribbean.com/）

2．クルーズ1日目
今回のクルーズの旅程は、米国フロリダ州マイ
アミ港（Miami Port）を出発し、カリブ海のバハ
マ国ココケイ島（Cococay）および同国首都のナッ
ソー港（Nassou）を経てマイアミ港に戻る3泊4日
のコースである（図－1）
。アジアで例えるなら、
上海発の沖縄・奄美周遊ツアーのイメージである。
マイアミ港クルーズターミナルの特徴は、なん
と言っても中心市街地からのアクセスの良さにあ
る。マイアミ市は南フロリダ都市圏（人口約500万）

写真－2 世界的クルーズ船社
ロイヤル・カリビアン・インターナショナル本社
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写真－３ マイアミ港クルーズ船ターミナル（大型船が連続して停泊する）
By Marc Averette - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9402055

の中心都市で、ターミナルは市中心部から車であ

カウンターからシーパスと呼ばれるカードを受け

れば10分程度で到着できる。このアクセス性の良

とる（写真－4）。これは、乗下船の登録や、客室

さと、クルーズのメッカとも言えるカリブ海への

の開閉、ツアー料金に含まれない飲食や物品、イ

至近性ゆえに、世界を代表するクルーズ船社のほ

ベント参加時の支払いに必要となる大事なもの。

とんどがマイアミに本社を構えている（写真－2）。

船内では指定されたレストランとビュフェで食事

マイアミ港は、6隻の大型船が同時着岸できる連

を取るのであれば、その費用はクルーズツアー料金

続バースと、他に2バースを有する世界屈指のター

に含まれている。その他は全てシーパスで支払いが

ミナルであるが、現状に甘んずることなく、現在で

可能なため、船内ではほとんど現金は不要。ほとん

もさらなるバース拡張に取り組んでいる（写真－3）
。

どと言ったのは、船内のカジノだけは現金支払いと

11時30分いよいよチェクイン。冊子状のチケッ

なる（ようだ）
。シーパスでの支払いは後日登録し

ト、パスポートを手にチェクインインの列に並ぶ。

たクレジットカードから自動的に引き落とされる。

カウンターの職員から「何名か？」と聞かれ、グルー
プツアーであることを説明するのが面倒なので「1
名」と答えたら、一瞬怪訝な顔をされた。クルー
ズツアーは基本的には複数で参加するものらしい。

写真－4
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シーパス
（船内必携のカード）

写真－5

船体中央部にある吹き抜け

ターミナルビルからボーディングブリッジを通

してか、一様ににこやかだ。天気に恵まれたため、

じ、4階部から乗船する。最初に目に入るのは8階

カジュアルダイニングや、屋外プールのある9階と

までの吹き抜けロビー。雰囲気的には、大型ショッ

その上のアッパーデッキで過ごす客が多い（写真

ピングモールの吹抜け部に高級感を持たせた感じ

－7）。

だ（写真－5）
。
今回のクルーズ船は、ロイヤル・カリビアン・

クルーズ船の従業員の国籍は様々で、特にフィ
リピン、インド、インドネシアの若者が目立つ。

インターナショナル社のエンチャントメント・オ

社員教育が行き渡っているのか、十分なチップを

ブ・ ザ・ シ ー ズ（ENCHANTMENT OF THE

受け取っているのか、あるいは天性のものか、皆

SEAS）81,000トン（定員 2,252人）。20万トン超級

一様に明るく元気がよい。

の船が出てきている今日ではけして大きな船では

午後1時半にようやく3階にある客室に入ること

ない（ただし邦船最大級の飛鳥Ⅱを上回る）（写真

ができた。窓付きの部屋で日本のビジネスホテル

－6）
。

のような機能的な作りだ（写真－8）。

一般にクルーズ船は、上から「ラグジュアリー」

乗船後最初のイベントは避難訓練。これは船会

「プレミアム」
「カジュアル」という3つのクラスに
分類されるが、今回のクルーズは典型的なカジュ
アルクラスに相当し、普段着感覚で楽しむクルー
ズと言えよう。客層は、小さな子供を連れた家族
づれ、幅広い年齢層のカップル、若者のグループ
と多種多様。人種もアメリカ人、中南米、ヨーロッ
パ、アジア系とこれもまた多岐にわたる。プール
やカウンターバーがある屋上（9階）は常にポップ
ス、ロック、レゲエなどが流れていて、決してエ
レガントで落ち着いた雰囲気とは言えないが、乗
客の多くはこれから始まる非日常的な日々を期待

写真－6 エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ81,000トン

写真－7

クルーズ船9階屋上の様子

写真－8

クルーズ船客室
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社が独自に行うものではなく、法律に基づく訓練

て、ゆっくり港を離れて外洋に出て行く船はとて

であるため全員参加が義務付けられている。

も美しく、大勢の乗客は最上階のデッキから、す

車椅子の乗客や高齢の乗客も船内に緊急事態を

れ違う船に向かい互いに手を振りあっていた（写

示す警笛がなったら、各自指定されたデッキに集

真－11）。6時少し前に日没。船はゆっくりと最初

合しなくてはならない。みんな慣れたもので、黙々

の寄港地ココケイに向けて航行を開始した。

と避難用ボードのあるデッキに集合し、グループ

船内では乗客を飽きさせないように、いろいろ

に分かれて整列する。船員はそれまでとはうって

なイベントが用意されており、内容やスケジュー

変わり笑顔を一つみせずキビキビと乗客を誘導し、

ルは船内新聞で確認できる。船内の劇場では様々

スマートフォンをいじっている若者を見つけると

なショーが行われる（写真－12）。7時45分から45

厳しく注意をしていた。リーダー格の船員は各担当

分間のエンターテイメントショーを観ることにし

のグループに向かい、
「お前達の集合場所は、何階

た（もちろん無料）。客席は8割程度埋まっている。

の何番だ！大きい声で言って見ろ！」
「なんだ、そ

生バンド演奏、歌とダンス、トークがあって、メ

の声は！お前ら本当にわかっているのか、もう一度

インはコメディショーのようだ。当然、全編英語

でかい声で言ってみろ！」
（英語なので、たぶんそ
んな感じのことを言っていたと思われる）と、戦争
映画に出てくる鬼軍曹よろしく声を張り上げてい
た。スタッフは名簿と照らし合わせ欠席者を確認、
もちろん「あいつら罰として腕立て100回だ」とは
言いはしないが、なにやらブツブツ言いながら記
録用紙に書き込んでいた。そんな訓練も15分程度
で終わり、
すぐに賑やかな船内にもどる（写真－9）
。
4時頃になると、接岸中の各社クルーズ船が次々
に出航を開始（写真－10）
。マイアミの夕陽を浴び
写真－10

写真－9 避
 難訓練の様子
（緑のベストを着用しているのが
避難訓練を指揮する船員）
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写真－11

夕刻のマイアミ港からの出港ラッシュ

去り行くマイアミの街並みを眺める人たち

でほとんど理解できなかったが、どうやらアメリ

とる（写真－14）。気分を変えて9階のビュフェレ

カの典型的な家族のやりとりを、モノマネと観客

ストランでとっても構わない（写真－15）。こちら

を巻き込んだトークで笑いを取るという魂胆らし

は時間やテーブルの指定はないので、いつでも好

い。日本で言ったら、兄弟漫才コンビの中川家の

きな時に好きな物を食べられる。メインダイニン

シチュエーションモノマネと綾小路きみまろの辛

グの3回の夕食のうち、1回はフォーマルディナー

辣トークを合わせたようなものだが、これが意外

でドレスコードが指定される。とは言っても、そ

にも観客の爆笑を誘っていた。最後にコメディア

こはカジュアルクルーズ。短パンとタンクトップ、

ンが、アフガニスタン帰還兵への支援を訴えて幕

サンダル履きなどの過度なカジュアルでなければ

を閉じるところは、なんともアメリカらしい終わ

よいとのこと。メインダイニングは吹き抜け構造

り方だ。これ以外にも、船内イベントはさまざま

でとても広い。各テーブルには担当のウェイトレ

な場所で行われる（写真－13）。

ス、ウェイターがいるが、フィリピン人などのア

夕食は、基本的には4階・5階部にあるメインダ
イニングで決まった時間に指定されたテーブルで

写真－12

船内の劇場
（さまざなショーが行われる）

写真－13

スタッフ・船員によるエンターテイメント

ジア系が多いように思われる。客船のディナーと
いえば映画「タイタニック」のシーンを思い出すが、

写真－14

写真－15

メインダイニングの様子

9階のビュフェレストラン
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階級性が弱まった現在では船室クラス毎に食事の

人島で、人が住む島は30程しかない。産業の多く

場所が違うということはなく、カジュアル船であ

を観光業と金融業に依存するバハマは、国策とし

れば、主役のデカプリオが演じたように、優しい

て無人島を積極的に民間企業に売り出しており、

おばさんからタキシードを借りる必要はない。そ

ココケイ島もその一つである。ココケイ以外にも

れでも男性に比べて女性のフォーマル度が若干高

デイズニーが所有する島もあるという。クルーズ

いように感じた。和装をしたら（良い意味で）周

船が着岸できる係留施設が無いため、乗客は本船

囲の目を釘付けすることは間違いないだろう。

からテンダーボートを使う。テンダーボートは200
人乗りの2階建船で、9時から4時半まで約15分間隔

3．クルーズ2日目

でピストン輸送する。所要時間は10分もかからな

一つ目の寄港地はバハマ諸島ココケイ島。ここ

い（写真－16）。なお、ココケイ島はバハマ国であ

は、ロイヤルカリビアン社所有のプライベートア

るが、民間企業のプライベートアイランドのため

イランドで、同社の乗客のみが上陸できる。バハ

であろうか、パスポートのチェックはない。白い

マはおおよそ700の島からなる国だがほとんどが無

砂浜、青い空、椰子の木と、これぞ南の島。昼食

写真－16

写真－17

ココケイ島へのテンダーボート
（2階部）

ココケイ島のビーチ
（基本は日光浴）
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写真－18

写真－19

簡素なつくりの飲食施設

ココケイ島の海上バー

前には続々と乗客が上陸し、水着でビーチに横に

いる（写真－20、21）。4時半には最終のテンダー

なり、それぞれが思い思いの時間を過ごしている。

が戻り、次の寄港地バハマの首都ナッソーにむけ

泳ぐ人はほとんどおらず、海に入るだけというイ

て出航する。

メージ（写真－17）
。海水は抜群の透明度で、足元
を泳ぐ熱帯魚の群れが水の上からもよく見える。

4．
クルーズ3日目

島内の建物や施設は極めてシンプルな作りで、箱

ナッソーは、総人口約38万のうち約25万が暮ら

物で人を呼び込むのでなく、そこでの体験で観光

すバハマの首都である。クルーズ船はナッソーの

客を魅了させようとする戦略が伺える（写真－18、

ダウンタウンの目の前のプリンス・ジョージ埠頭

19）
。島内には、自由に出入りできるエリアのほか、

に着岸する（写真－22）。ここには最大6隻の大型

出入りが制限されるプライベートゾーンがあり、

クルーズ船が同時着岸できる。我々が訪れた日は2

他人に干渉されることなくゆったりと海辺の時間

隻のみであったが、ほぼ毎日クルーズが寄港し、

を楽しみたい人のために、プライベートカバナと

乗客はダウンタウンや少し離れたパラダイスアイ

いう半オープンの小屋のようなものも用意されて

ランドというリゾート島に向かう。上陸時はパス
ポートの提示は求められないが、帰船時に求めら
れる。米ドルが普通に使えるので換金の必要もな
い。ナッソーの魅力はとにかく港とダウンタウン
が近いことだ（写真－23、24、25、26、27、28）。
埠頭から出てすぐの所に、土産物屋やレストラ
ンやパステルカラーで色別された政府庁舎が立ち
並ぶ。ちなみに、ピンクが政府施設、緑が警察、
黄色が教育関連施設とのことである。ナッソーは
比較的治安がよく、ダウンタウンを気軽にそぞろ
歩きができる。観光に疲れたら船に戻って休み、

写真－20

ココケイ島のプライベートカバナ

写真－21

ココケイ島のプライベートエリア

写真－22 ナ
 ッソー港に停泊中のクルーズ船（6バース
すべて埋まることも）
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写真－23

高台からクルーズ船の眺め

写真－26

船上からのナッソー市街地の眺め①

写真－24 ナ
 ッソー港の至近の広場
（露店やレストラン、
お土産物屋がならぶ）

写真－27

船上からのナッソー市街地の眺め②

写真－25 ナ
 ッソーダウンタウンからのクルーズ船
（メ
インストリートのすぐ近くに停泊）

写真－28

港近くのビーチ（遠くにクルーズ船）
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元気であれば再度上陸することも可能。

リカへの再入国が予定より約2時間遅れるというア

日本人の感覚では、せっかく来たのだから街に

クシデントがあった。おおよそ10ある入国管理の

出かけて観光地を見なければ、と思いがちである

ブースが数箇所しか空いておらず、長蛇の列が発

が、乗客の中にはあえて外出せず、人が少なくな

生していた。どうやら感謝祭休暇の流れで、入国

り静かになった船内でゆったり過ごす人もいる。

管理担当者が十分でなかったのが原因のようだ。

そんな通（ツウ）な乗客のためにクルーズ船で

聞くところによると、日本でも同様の問題がある

は寄港中でも様々なイベントが行われている。ク

とのこと。もっとも日本の場合は、そもそも担当

ルーズ船の旅の魅力の一つは、団体旅行の便利さ

者の数が足りないのと、クルーズ船用のCIQ施設

と個人旅行の自由さを合わせ持つ点にある。寄港

の不足が原因らしい。今回はターミナル建屋内で

地ごとのオプショナルツアーに参加するのもよし、

の行列であったが、これが屋外や仮設テント内で

個人行動するもよし、1日中船内で過ごすのもよし

あったら、さらに一層イライラが高じたであろう。

と、集合時間や場所に拘束されることなく、乗客

※C IQ：（ 税 関（Customs） 出 入 国 管 理（Immigration） 検 疫
（Quarantine））

は自由に思い思いの時間を過ごすことができる。
また、クルーズの旅では、目的地に着くたびに大
きなスーツケースを移動させる必要がないという
のも大きな魅力である。
当初は早朝ナッソーに着岸の予定であったが、

6．
おわりに
クルーズ船は、観光客を出発港から寄港地を経
由して最終目的港まで運ぶという意味において人

船内で急病人が発生したため急遽前日の深夜に着

流であり、寄港地および船内でのさまざまな（異

岸することになった。急病人は着岸後すぐに救急

文化）体験や、現地の人達とコミュニケーション

車で運ばれたが、このような緊急事態が発生して

を楽しむという意味においてまさに交流である。

も船内に医者が乗船しているため、普通のツアー

そして、これら活動に対し居心地のよい場を提供

旅行より安心感が高いのも特徴の一つ。

するのが、港湾の人流・交流機能と言えよう。

ナッソーの寄港も午後4時で終わり、5時には大

わが国のクルーズ振興の目的は、訪日旅客数を

きな汽笛を鳴らし船はゆっくりナッソーの港を離

増やすこと、日本人のクルーズ人口を増加させる

れ、カリブ海に沈む美しい夕日を浴びながらマイ

ことの二つに大別されると考える。しかしながら、

アミへの帰路につく。

現在のわが国の動きをみると、前者の訪日クルー
ズ旅客数の増加（目標500万人）に軸足が置かれて

5．クルーズ最終日
黎明の頃マイアミ港に帰着。東雲とともにマイ
アミの街並みが姿を現す。下船の時間とそれまで

いるようである。一方で、日本人のクルーズ人口
を増やしたいという機運もクルーズ業界には根強
くある。

の待機場所が客室毎に指定される。朝食後しばら

訪日旅客数について、中国人観光客という大口

くすると客室担当が部屋の片付けを始めてしまう

需要を取り込めれば目標数値に向かって順調に推

ので、最終日はもうクルーズ気分は抜け、祭りの

移していくのであろうが、韓国のクルーズ業界が

後の寂しさが物悲しさを誘う。乗客は次々に下船

直面したような政治リスクという不測の事態への

し船内は閑散した雰囲気となる。

懸念もある。

最後にマイアミの入国管理のトラブルで、アメ

一方で、日本人のクルーズ人口の底上げには、
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今回参加したようなカジュアルクラスのクルーズ

のクルーズツアーは、失恋した若者が新しい恋人

が鍵となる。しかしながら、邦船による国内クルー

を探すために乗ることで有名だ」と教えられた。

ズの “敷居” と “価格” の高さ（先入観かもしれな

わが国の若者が気軽にクルーズを楽しむようにな

いが）が隘路となり、残念ながら日本人の幅広い

るのは、11歳の愛娘が大人になる頃だろうか？ま

世代が気軽にクルーズ旅行を楽しむという環境に

あ、クルーズ船に乗る理由は別のものであって欲

はなっていない。加えて、盆正月とゴールデン

しいものだが・・・。

ウィークに休暇が集中するわが国の労働環境（慣
習）も日本人のクルーズ普及の障害となっている

以上
（本稿は筆者の個人的な見解である）

と思われる。ただし、今回のような3泊4日程度の
カジュアルクルーズであれば、
「働き方改革」の成

【謝辞】

果により、いくぶんはハードルが下がるのではな

今回のセミナーでは、わが国のクルーズ振興に

いであろうか。それよりも最大のネックは、クルー

関心を持つさまざまな分野の方と、実際にクルー

ズの魅力に気づいている日本人がまだまだ少ない

ズ船に乗りながら意見交換をすることができまし

ことではないだろうか？ “卵が先か・・・” 的議

た。このような貴重な機会を与えていただき、ま

論になるが、しばらくの間は、海外のカジュアル

たセミナー全般にわたり終始きめ細かいご対応を

なクルーズツアーを体験した者が啓蒙者となり、

していただいた、一般社団法人みなと総合研究財

クルーズ旅行の良さを広めていかざるを得ないの

団クルーズ総合研究所様と、クルーズを通じて親

かもしれない。

交を深めさせていただいたセミナー参加者各位に

最後に、これは以前にアメリカ西海岸クルーズ
ツアーに参加した時のことだが、ある方から「こ
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あらためて感謝申し上げます。

