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［基本理念］

日本郵船グループ企業理念

わたくしたちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして、安全・
確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支えます。

本レポートは、CSRと中期経営計画“More Than Shipping 2013”を両輪とする活動に重点
を置きながら、社会と環境に対する影響を報告しています。2012年度は、ISO26000で定め
られた「7つの中核主題」を表すアイコンを該当ページに示すことで、持続可能な社会への貢
献を表現しました。

当社グループは1885年の創業
から世界を舞台にモノ・ヒト・
文化を運んできました。今も
昔も変わらぬ事業推進への
想いを、古地図をイメージした
デザインで表現しました。

報告の範囲
▶ 対象期間… 2011年4月～2012年3月（ただし、一部2012年4月以降の情報を含みます）
▶ 対象範囲… 日本郵船（株）を中心とした国内外グループ会社の活動。活動分野ごとに主要な対象

会社が異なる場合は、対象範囲を記載しました。
対象読者
お客さまや株主・投資家の皆さま、お取引先、グループ社員、さらに地域社会やNPO・NGOの方々、
学生、評価機関、研究者、企業のCSRご担当者など、当社グループとかかわりのあるすべての方々を読
者として想定しています。
参照ガイドライン
▶ 環境省「環境報告ガイドライン ̶2007年版̶」
▶ GRI 「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン3.1」
▶ ISO26000
（GRIガイドラインと国連グローバル・コンパクト、およびISO26000の対照表はウェブサイトに掲
載しています）

発行時期
▶ 2012年6月（前回：2011年6月　次回予定：2013年6月）

［経営方針］

■ CSRレポート2012について（編集方針）

お客様とともに
お客様から選ばれ信頼されるパートナーであり続けるために、現場第一に徹し、創意工夫に努め、
新たな価値の創造を追求します。

株主・投資家の皆様とともに
公正かつ透明な経営を実践し、効率的な事業活動を通じて、企業価値の増大を目指します。

社会とともに
良き企業市民として積極的に社会の課題に取り組み、環境の保全をはじめとして、より良い地球
社会の実現に貢献します。

グループ社員とともに
グローバル企業として、社員の多様性と挑戦する気概を尊重し、人材育成に力を注ぎ、夢と誇り
を持って働ける日本郵船グループを目指します。

表紙について

Web CSR活動 ＞ CSRレポート 各種ガイドライン対照表

コミュニティ
への参画および
コミュニティ
の発展

消費者課題公正な
事業慣行

環　境労働慣行人　権組織統治



̶主なコミュニケーションツールのご紹介̶

社会に信頼される
安全性の高い企業を目指して

豊かな未来を見据えて
地球環境を守る
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／目次
事業紹介
トップコミットメント
安全の確保と環境対応を最優先に
「モノ運び」を通じて
持続可能な社会の実現に取組みます
日本郵船グループのCSRと経営
中期経営計画“More Than Shipping 2013”
  特集1

総合ソリューションで拓く、自動車物流の未来
2050年に向けて進化し続ける省エネルギー自動車専用船

グループ環境経営の推進
環境影響低減への取組み

お客さまとともに
株主・投資家の皆さまとともに
社会貢献活動
グループ社員とともに

  ステークホルダー・ダイアログ

東日本大震災復興支援から見える
社会貢献活動の方向性

環境データ

環境会計

人事データ（日本郵船）

人事データ（グループ会社）

第三者意見

2011年度 社会からの受賞・表彰

安  全

環  境

豊かな暮らしと
社会を支えるために

ステーク
ホルダー36

31

24

32
35

海での安全への取組み
陸・空での安全への取組み

●コーポレートホームページ
当社の事業案内、会社概要、IR情報、
採用情報、CSR活動などについて紹介
しています。各グループ会社ホーム
ページへも、簡単に接続できます。
http://www.nyk.com

●NYK Plus

企業活動全般

●アニュアルレポート
株主・投資家の皆さまに向けて、主に
事業概況および業績、今後の戦略など
の財務情報を報告しています。

●有価証券報告書
●FACT BOOK
●ウェブサイト
http://www.nyk.com/ir/

財務報告

●SEASCOPE
国内外の事業への取組みや現地での
働きぶりを紹介する英語版の月刊グ
ループ報です。ともに働くナショナル
スタッフの様子を伝え、全グループ会
社社員の士気を高めています。

●YUSEN
●安全情報誌
●CSRハンドブック

社内共有・啓発

●ウェブサイト
冊子に掲載されている取組みの詳細
な説明やデータ、冊子に掲載すること
ができなかった取組みなど、幅広い情
報を網羅的に掲載しています。
http://www.nyk.com/csr/

●レポート（本レポート）
当社グループのCSRに対する取組み
のなかでも、主に社会面、環境面など
の非財務情報を掲載しています。

CSR活動報告

日本郵船グループ

自動車物流

人材育成と人材活用

一貫した人材育成・活用システムで
安全と信頼を支える
日本郵船グループのCSR活動
健全で透明性の高い企業経営

2011年度 CSR活動の総括と次年度の目標

特集214

16
18
20
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事業紹介

■LNG（液化天然ガス）

■LNG船
　28隻／ 208万kt（DWT）

運んでいる貨物

LNG輸送7

■鉄鉱石　■石炭　■木材チップ
■穀物  など

■バルカー（ケープサイズ）
　112隻／ 2,104万kt（DWT）
■バルカー（パナマックス＆ハンディサイズ）
　242隻／ 1,432万kt（DWT）
■チップ船
　56隻／ 284万kt（DWT）

運んでいる貨物

ドライバルク輸送5

■ドリルシップ
■シャトルタンカー　
■FPSO（浮体式海洋石油・
　ガス生産貯蔵積出設備）

海洋事業10
■乗用車　■トラック　■工業用車両  など

■自動車専用船
　121隻／ 217万kt（DWT）

運んでいる貨物

自動車輸送2

■食料品　■日用品　■電化製品  など

■コンテナ船（セミコンテナ船等を含む）
　148隻／ 594万kt（DWT）

運んでいる貨物

コンテナ輸送1

■原油　■ケミカル　■石油製品　
■LPG（液化石油ガス）　■アンモニア
■ナフサ・軽油  など

■タンカー
　85隻／ 1,296万kt（DWT）

運んでいる貨物

原油、ケミカル・LPG輸送6

事業紹介
日本郵船グループは、国際的な海上運送業を中心とした総合物流事業および客船事業などを主要な
事業としています。世界中に広がる海・陸・空の輸送網を通じて、人々の生活を支えるとともに、一つ
一つの貨物に託された想いを運び、豊かな社会を創り出していきます。



    コンテナ輸送
私たちの生活に欠かせない食料品や日用品、電化製品など、
さまざまな貨物を輸送しています。効率的で競争力のある輸
送サービスを提供しています。

    自動車輸送
各国へ自動車を輸送しています。自動車の海外生産化に伴
う三国間輸送（積み地・揚げ地とも、日本以外の国である輸
送）への対応を進めるとともに、欧州、中国、東南アジアなど
にターミナルを建設・運営、内陸輸送網を構築し、他社に先駆
けたインフラ整備を進めています。

    物流事業
世界37カ国に454カ所の物流センターを運営。グローバル
化・多様化するニーズに対して、世界中に展開するネットワー
クを活用し、最適な輸送手段の提供を行っています。

    ターミナル関連事業
海・陸一貫輸送の中継基地であるターミナルの効率的な運営
を通して、スピード化・複雑化する物流ニーズに対応。CO2排
出量削減などの環境対策にも取組んでいます。

    ドライバルク輸送
世界の経済活動に不可欠な鉄鉱石、石炭、穀物、木材チップ
などのバルク貨物の安全輸送に取組んでいます。貨物の特
性に応じた輸送技術の導入や船隊整備を推進しています。

    原油、ケミカル・LPG輸送
長年の経験を活かした高品質な安全輸送サービスを提供し
ています。早くからダブルハル化に着手するなど、安全・環境
に配慮した姿勢を評価され、国内、海外の大手石油会社と定
期傭船契約を締結。安定した事業活動を行っています。

    LNG輸送
クリーンエネルギーとして世界的に注目されるLNG輸送にも
積極的に対応。フランス、ナイジェリア、ロシア、台湾における
LNG輸送プロジェクトにも参画しています。

    客船事業
世界最高クラスの船旅を欧米と日本で提供する客船クルー
ズを展開。これからもトップブランドを維持・強化しつつ船旅
の魅力を広めていきます。

    航空運送事業
日本貨物航空（株）は、自立化した運航・整備体制で、安全運
航を堅持しています。また、貨物専業航空会社として、定時性
をはじめとした最高の輸送品質で、お客さまに国際航空貨物
輸送サービスを提供していきます。

    海洋事業
2008年に海洋事業グループを設立し、深海油田・ガス田開発
ビジネスへの新たな挑戦を始めました。現在、大水深鉱区掘
削船（ドリルシップ）事業・シャトルタンカー事業・FPSO事業
に参画しています。

    その他の事業
オフィス、住宅、店舗等の賃貸、所有地の有効活用を行う不動
産業、運輸付帯サービス業など各種事業を行っています。

■ 運航船腹量

2012年3月末現在

運んでいる貨物

■自動車関連部品
■電子部品・電気機器関連  など

■B747- 400F　8機

航空運送事業9

■海上フォワーディング
■航空フォワーディング
■保管・配送業務
■トラック・鉄道輸送　■通関業務

■物流センター
　世界37カ国、454事業所
■倉庫面積
　204万m2

2011年9月現在

主な業務内容

物流事業3

■荷役　■曳船　
■機器・コンテナの管理・補修  など

■コンテナターミナル　23カ所
■完成車専用ターミナル　14カ所
■その他ターミナル　6カ所

主な業務内容

ターミナル関連事業4

■客船
　3隻／ 2万kt（DWT）
　総乗客数（3隻合計）
　2,864名

客船事業8

その他の事業11
主な業務内容

■不動産業　■商事業　
■製造加工業　■レストラン事業
■船舶代理店業　
■運輸付帯サービス業
■人材派遣業  など
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事業紹介
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バルカー
（パナマックス＆
ハンディサイズ）

242隻
チップ船56隻

自動車専用船
121隻

タンカー 85隻

LNG船28隻
客船3隻 その他43隻

コンテナ船
（セミコンテナ船等

を含む）
148隻

バルカー
（ケープサイズ）

112隻

連結 838隻
6,193万kt（DWT）

2012年3月現在
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トップコミットメント

安全の確保と環境対応を最優先に
「モノ運び」を通じて
持続可能な社会の実現に取組みます
日本郵船グループは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして、「モノ運び」を
通じ、人々の生活を支えることを基本理念としています。果たすべき責任の大きさを十分に認識し、
よりグローバルな視野で中期経営計画“More Than Shipping 2013”の基盤となるCSR活動を
強化していきます。



Yasumi Kudo
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トップコミットメント

東日本大震災復興支援の継続

CSR経営はグローバルな成長戦略の基盤

安全の確保・環境の保全は最重要課題

CSRのさらなる推進

日本郵船株式会社  
代表取締役社長

　2011年3月11日に発生した東日本大震災は我が国未曾有
の大災害となりました。被災された皆さまには心よりお見舞
い申し上げるとともに、一日も早い復興を願ってやみません。
　日本郵船グループでは、モジュール船“YAMATAI”やコン
テナトレーラーでの救援物資輸送にいち早く取組んだほか、
グループ社員の募金による義援金・支援金の寄付や被災
地での漁業・漁港復興支援を目的とした「希望の烽火プロ
ジェクト」の活動として冷凍コンテナ100本を現地に提供
するなどいろいろなかたちで被災地を支援しています。
私自身も当社グループの被災地ボランティア活動に参加して、
側溝の泥かきなどの作業に従事しましたが、なかなか復興
が進まない現地の状況を目の当たりにし、息の長い支援を
続ける必要性を実感しました。今後も当社グループ全体で
復興支援を継続してまいります。

　今回の震災やタイの洪水被害では、「物資の輸送」という
当社グループの事業が、人々の毎日の生活を支え、社会に
とって重要な役割を担っていることが改めて確認されま
した。またグローバル経済の発展とともに物流に対する
関心は従来にも増して高まっており、まさに当社グループ
の真価が問われています。
　2012年度が2年目となる中期経営計画“More Than 
Shipping 2013”では｢アジアの成長を世界へ繋ぐ｣を
テーマに①物流事業を活かして、アジア域内・発着輸送に
対応 ②自動車物流・ターミナルを活かして、アジアでの
完成車輸送に対応 ③技術力を活かして、より高度なエネ
ルギー輸送に対応 ④世界ネットワークを活かして、海外
資源エネルギー輸送に対応という4つの基本戦略のもと、 
グループの総力を結集して計画の実現を目指す覚悟です。
その成長戦略を支える基盤がCSRであり、当社グループ
はNYKグループ・バリュー「誠意・創意・熱意」（Integrity、
Innovation、Intensity：3I’s）を実践しつつ、果たすべき
責任の大きさを十分に認識し、より一層グローバルな視野
を持ってCSRを強化していきます。

　「物資の輸送」を通じて世界の経済成長をサポートする
一方で、安全の確保と環境対応は当社グループにとっての
最重要課題です。安全の確保のためには、優秀な船員の育成

が不可欠であり、フィリピンでは商船大学を運営し、当社
グループの船員育成のノウハウに基づいた一貫した人材
育成・活用システムを確立しています。また、環境対応では、
太陽エネルギー発電システムやバラスト水処理装置を搭載
した船舶など先進技術の採用や運航効率の向上を推進
することにより、2013年までに2006年度比原単位で最低
10％削減を目標にCO2排出量削減に取組んでいます。

　さらに、企業が社会とともに持
続的に発展するために、内部統制
の整備・強化をはじめコンプライ
アンスの遵守、人権、労働基準への
対応などにより透明性・効率性の
高い経営管理体制の維持・構築
が必要です。当社グループは、
2006年5月に国連グローバル・コンパクト（以下GC）に
賛同、支持を表明し、人権、労働基準、環境、腐敗防止に関
する10原則をCSRのガイドラインとして取組んでいます。
約5万人の従業員を有する当社グループが世界的に事業
を展開するうえで、人権、労働基準への対応は非常に重要
です。そのため、GC推進委員会を設置し、国内外グループ
会社に対して人権、労働基準に関するGCの原則の周知、
研修による人権侵害の防止に努めています。またフェア
トレード推進グループを設置しグローバルに独禁法遵守
を推進していきます。

　2010年に社会的責任のガイドラインとして発効した
ISO26000では企業による社会的課題の解決が大きな
テーマになっていますが、私たちは、当社グループに期待
される役割を考え、さまざまなステークホルダーの皆さま
との対話・協働のもと、世界各地において社会的課題の
解決に向けて取組み、持続可能な社会の実現に向けて行動
してまいります。今後とも全世界のステークホルダーの
皆さまのご支援を賜りますよう、また忌憚のないご意見・
ご提案を頂戴できますよう、よろしくお願い申し上げます。

のろし



企業行動憲章・行動規準とは、日々の行動の指針であり、
業務活動において当社グループ役員・社員が遵守すべきもの
です。毎年の「コンプライアンス総点検月間」では、コンプライ
アンス意識の浸透を評価するアンケートを実施しています。
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日本郵船グループのCSRと経営

経済責任
環境責任

社会責任経済責任
環境責任

社会責任

基本理念：わたくしたちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして
安全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支えます。

流たくしたちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グ
安全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支えます。

誇りを持って働ける
職場づくり

安全の確保と
環境活動

健全で透明性の高い
企業経営 職場づくり環境活動企業経営

メディア 行 政
NPO・NGO

地域社会

グループ社員

株主・投資家
金融機関

お取引先

お客さま 社会・さまざまなステークホルダーへの責任

企業理念

企業行動憲章・行動規準

CSR活動 ３つの柱

各事業部門年度方針

グルーさま まなスま社会・ささまざざま社 ホルルステ クテー の責ーへのルダー 任

各事業部門日常業務CSR活動プログラム

PDCA※サイクル

［誠 意］
［創 意］
［熱 意］

NYK
グループ・バリュー

業部門日常業務CSR活動プログ

PDCA※サイクル

各事業部門年年度方針

誇りを持って働ける
職場づくり

安全の確保と
環境活動

健全で透明性の高い
企業経営

各事業部門年度方針

中期経営計画“More Than Shipping 2013”

企業行動憲章・行動規準

企業理念を実現していく心構えとして、2007年1月にNYK
グループ・バリューを策定しました。グループ社員一人一人
が日々の業務を通じて実践していくものであり、また、当社
グループの良さを時代を超えて受け継いでいくものです。

NYKグループ・バリュー

日本郵船グループでは、CSRの根幹に「経済責任」「環境責任」「社会責任」を置いています。中期経営
計画“More Than Shipping 2013”遂行を目指し、グループ社員一人一人が経済・環境・社会的
視点を持ちつつ、日常業務を遂行することが企業価値向上につながると考えています。

※ PDCA
Plan, Do, Check, Act

日本郵船グループのC SRと経営
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中期経営計画“More Than Shipping 2013”

2011年度実績 2012年度計画 2013年度計画 2016年度目標
売上高 18,078 20,000 21,300

売上高2.6兆円超
経常利益1,500億円超を目指す経常利益 △332 400 750

当期純利益 △728 230 650

（億円）

※為替の2011年度実績は¥78.90／ $。2012年度以降は¥80.00 ／ $を前提に計画しています。
　また、バンカーの2011年度実績は$666.22 ／ MT。2012年度以降は$730.00／ MTを前提に計画しています。

（業績目標）

実績および計画

“More Than Shipping 2013”の業績見直し

海外展開の加速化に対応した組織強化・人材育成

目指す組織 国籍・職域をまたぎ活発な議論ができる組織

全体方針 ナショナルマネジメントの比率増大

目指す人材像 各領域にてお客さまから選ばれるエキスパート人材

お客さまの近くへ
目指す組織 培ってきたNYK海技力を高め続けられる組織

目指す人材像 高まる品質要求に対応できる人材

世界最高水準の海技力で事業拡大を支援

人材育成

一般貨物

自動車

資源
エネルギー

貨物

中期経営計画の重点戦略
“More Than Shipping 2013”では、4つの重点戦略を策定しています。

戦略 2
複数の国から輸出された完成車を効率良く消費地に輸送するため、中継地点を活用したハブ＆スポーク※2により 効率的
な配船オペレーションを追求。

海上輸送を核としつつ、陸上輸送やPDI※3など陸上での完成車関連事業を含めた総合的なサービスを提供。

自動車物流・ターミナルを活かして  ～アジアでの完成車輸送に対応

● 完成車一貫輸送 

● ハブ＆スポーク

戦略 1 物流事業を活かして  ～アジア域内・発着輸送に対応
コンテナ事業の成長・安定の両立を目指すため、ライトアセット化を進め、フォワーディング※1拡大。

お客さまのニーズに合わせ、海上、航空、陸上輸送・保管等の各サービスを有機的に結びつけて提供。● 営業力の強化
● 市況変動からの脱却

船舶運航や危険物荷役、船舶管理などにおいて、専門性の高い安全作業能力を蓄積。 
また、フィリピンの商船大学NTMA※4など、優秀な船員の育成・確保にも着手し、安全運航のコアとなる人材育成に注力。

戦略 3 技術力を活かして ～より高度なエネルギー輸送に対応
● 技術・安全・信頼

これまで以上に、現地に根付いた営業活動ができるような体制の強化。

戦略 4 世界ネットワークを活かして ～海外資源エネルギー輸送に対応
● 現地拠点の強化

“More Than Shipping 2013”（従来海運業＋αの戦略）

※1 フォワーディング　船社や航空会社からスペースを調達してお客さまの貨物を輸送する事業、およびその輸送に関連した通関などの手配を行うサービス
※2 ハブ&スポーク　中継拠点となる港に荷物を集結させてから販売国へと輸送する体制。従来の生産国ー販売国間の単線的な輸送に比べ、効率良く輸送することができる
※3 PDI　Pre Delivery Inspection   完成車の納車前点検
※4 NTMA　NYK-TDG Maritime Academy   当社がTransnational Diversified Groupと共同経営する商船大学

日本郵船グループは、中期経営計画“More Than Shipping 2013”～アジアの成長を世界
へ繋ぐ～ を2011年4月にスタートさせました。成長著しいアジアを重点地域と位置付け、従来の海
運業の枠組みにとらわれず、当社グループの特長を最大限に活かした差別化戦略を図ります。

中期経営計画
“More Than Shipping 2013”



総合ソリューションで拓く、

　完成車輸送の物流管理は、従来、バーコード
付紙伝票によって行われてきました。（株）
MTI※3では、この紙伝票の代わりに電波を利
用したRFID※4（非接触型認識タグ）を開発し
ました。これにより、人の手による伝票の張り替
えや対象完成車の探索などの工数を大幅に削
減するとともに、低コストで確実性の高い輸送
の実現を目指しています。

完成車工場

陸上輸送
海上輸送

RFIDによる完成車管理

ROROターミナル

キャリアカー＆鉄道輸送

海上輸送
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自動車メーカーのグローバル化により、自動車の生産拠点は世界規模に拡大しています。複数の国
でつくられた完成車を効率良く輸送するために、自動車物流にも工夫と変革が必要です。日本郵船
グループの特長である自動車ターミナルや付加価値サービスを強化し、お客さまの要望の実現と、
安全で環境に優しい輸送の両立を進めています。

自動車物流の流れ

　世界的に自動車の生産台数が増加する中、完成車の海
外輸送のニーズはますます高まり、その輸送ルートも多
様化しています。日本郵船グループでは、いち早くアジア
域内で、シンガポールに完成車を集結させニーズに応じ
て出荷する、ハブ&スポーク体制※1を構築し、効率的な配
船で輸送期間の短縮を図るとともに、輸送にかかる環境
負荷の低減に努めています。
　また、自動車輸送は海上だけでなく、工場から港へ、港

ハブ＆スポークと一貫輸送で
輸送品質を高める

特集 1

※3 MTI　当社グループの研究機関
※4 RFID　Radio Frequency Identification

自動車物流

自動車物流グループ
グループ長

曽我 貴也
Takaya Soga



配送管理センター

VDC

PDI

自動車物流の未来

修復作業部品取り付け作業水密テスト

販売店

　荷揚げから販売店へ輸送する間に実施する、水密テストやカーナ
ビゲーションシステムの取り付けやシートの変更、小さな傷の修復
などの作業を請け負うPDI事業を世界各地で展開しています。さら
にVDC※5（配送管理センター）と陸上輸送部門が、お客さまのニーズ
に合わせ、必要な量を必要な場所へお届けしています。

自動車輸送の最終工程を担うPDI・VDC

シンガポール

ハブ港
生産地
自動車ターミナル・PDI拠点

オーストラリア

インドネシア

フィリピン

日本
中国

タイ

マレーシア
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な自動車輸送を世界のどの地域でも同じクオリティで行
えるよう、2011年からグループ会社全体で作業に対する
行動基準を定めました。世界中の人に自動車を持つ便利
さや喜びを感じていただくために、今後も当社グループの
高い輸送技術を発揮してお客さまの販売戦略をアシストし、
新興国の経済発展に貢献していきます。

ハブ＆スポーク体制図

から販売店へといった陸上輸送や港湾でのPDI※2作業な
ど、各サービスを別の会社が請け負うことで発生するタイ
ムラグも大きな課題でした。当社グループでは、この課題
を解決するべく、生産国の工場から販売国の販売店まで
輸送の全工程を請け負う取組みを進めています。

　輸送の全工程をワンストップで請け負うことで、期間の
短縮や在庫管理の一括化といった自動車輸送の課題を
クリアしています。さらに、高度な積荷技術と管理が必要

※1 ハブ&スポーク体制
中継拠点となる港に荷物を集結させてから販売国へと輸送する体制。従来の生
産国ー販売国間の単線的な輸送に比べ、効率良く輸送することができる

※2 PDI
Pre Delivery Inspection   完成車の納車前点検

高品質の輸送で世界中に自動車を

インド

※5  VDC   Vehicle Distribution Center



（
発
電
量
）

（時間）0

※蓄電池がピンク部分で充電、ブルー部分で放電する

太陽光発電出力の平滑化イメージ

平滑化した出力

太陽光発電出力
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バラスト水処理装置で生物多様性にも配慮
　空荷時に船体を安定させるために取り入れるバラスト水は、排水
時にその中に含まれる海洋生物が本来の生息域以外で繁殖すると
いった問題を引き起こしています。“AURIGA LEADER”では、
バラスト水管理条約※1の発効に先立ち、注水時のフィルターでの
除去（機械的処理）と薬剤による殺菌と中和（化学的処理）を行い、
バラスト水による生物多様性の侵害を防いでいます。

混ぜる 

殺菌 

注水 クリーンな
水を排水海に戻す

中和 
薬1 薬2 

フィルター

タンク

バラスト水処理イメージ図

　2008年12月に40kW級の太
陽光パネル328枚を搭載して竣
工した“AURIGA LEADER”。
しかし、雨天時や夜間に出力が
大きく下がることが課題でし
た。そこで、2011年6月に大型
ニッケル水素電池（蓄電池）を
取り付け、電力供給の安定化
を図っています。低出力時で
も、電力の安定供給が可能と
なり、安全に太陽エネルギーを
活用できるとともに、CO2排出
量の削減にも寄与しています。

2050年に向けて進化し続ける進化 続 る

※1  バラスト水管理条約   環境や人の健康、経済活動に対して有害な水生生物および病原体の移動を防止することを目的として、船舶のバラスト水および沈殿物に関する規制および
管理を行うための国際条約。正式名称は「船舶のバラスト水および沈殿物の規制および管理のための国際条約」で、2004年にIMO（国際海事機関）で採択されたが、現時点では未発効

地球に優しい
太陽光発電と
蓄電池の活用で
安定給電

特 集 1 自動車物流

太陽光発電やバラスト水処理など、常に進化を続ける自動車専用船。“AURIGA LEADER”から
始まった、環境負荷を低減する取組みは、2050年のゼロエミッション船に向けて確実に歩みを進
めています。
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“AURIGA LEADER”から始まる、環境に優しい船への取組み

2050年ゼロエミッションに向けた
「NYKスーパーエコシップ2030」

　「国際貿易の拡大による世界経済の発展と、省エネルギーを両立させる」ことは国際海運の命題です。
当社グループの環境姿勢を打ち出した“AURIGA LEADER”は、お客さまの支持や社員の誇りを新たに
生み出し、国際海運全体の省エネルギー船の開発に一石を投じたものと自負しています。これからの海上
輸送は、安全、環境、成長を追い求めなければなりません。今後も小さな技術を一つ一つ積み重ね、
2050年に向けて描いた技術ロードマップの実現を目指します。

です。
たに
上

64

2010 2020 2030 2040 2050

（MW）（%）
100

31

0

40

（年）

重油 メタノール LNG 水素

燃料電池ディーゼルエンジン

太陽光、風力など自然エネルギー利用
（2～5MW）

推進に必要なエネルギー

現在、船舶は化石燃料を使用して運航していますが、消費エネル
ギーを節約するだけでなく、エネルギー源をクリーンなものに変
えていく一案として、燃料電池に注目しています。

必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

C
O

2
排
出
量

　日本郵船グループでは、2030年の「NYK
スーパーエコシップ2030」を中間点とし、2050
年までにCO2の排出量を限りなくゼロにする
「ゼロエミッション船」の開発を目指して、エネ
ルギー転換のロードマップを描いています。
2011年10月には燃料プロジェクトチームが発
足し、CO2排出量の少ないLNG燃料への転換
を軸に、技術開発を進めています。

低硫黄燃料油でクリーンな空気を保つ
　大気汚染を引き起こすSOx（硫黄酸化物）の排出量を
低減するため、船舶では硫黄分の少ない燃料油を使用する
よう、国際的に規制が強化されています。低硫黄燃料油
はサラサラとした低粘度性から、そのまま使用するとエン
ジンにトラブルが起きる可能性があります。このため、
低硫黄燃料油を適切な粘度に調整し、安全に使用できる
よう燃料油冷却装置が搭載されています。船舶の安全性
を保ちながら、よりクリーンな排気を実現しています。

エネルギー転換ロードマップ

省エネルギー自動車専用船省 ネ ギ 自動車専

NYKスーパーエコシップ2030

環境グループ 環境プロジェクトチーム チーム長　小杉 桂子  Keiko Kosugi
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一貫した人材育成・活用システムで

　商船大学NTMA※1は、日本郵船グループの船舶職員の多くを
占めるフィリピンで、高い水準の船舶職員を育成することを目
的に2007年6月に開校しました。座学3年、海上実習1年の4年
プログラムで基礎学力の向上および、質の高い技術の取得を目
指します。同校は、2011年9月に国土交通省が創設した「機関承
認制度※2」における船員教育機関として、日本で初めての認定
を受け、商船学校として高い信頼を得ています。2012年1月に
は、航海科および機関科の第一期生116名が、当社グループの
職員として着任しました。

　NTMAは、「フィリピンの次代を担う若者
を育成する」というTDG（Transnational 
Diversified Group）の情熱と、30年とい
う長きにわたって多くの船舶職員を輩出し、
当社を支えてくれたフィリピン社会に対する
当社のコミットメントが結実したものです。
第一期生の卒業は、私たちの長い挑戦の
マイルストーンであり、今後の当社の船員
政策を左右するものだと認識しています。

卒業生116名全員が、三等航海士および三
等機関士として当社グループの運航船に配
乗されます。今後は、当社グループの育成
プログラムを経て、船長／機関長を目指し
てもらうことになります。
　NTMAの育成の手法には、当社グループ
が日本で行ってきた船員育成の経験や工
夫が活かされています。さらに、基礎学力
を向上させるための独自プログラムの採用

など、フィリピンの状況に合わせたカリキ
ュラムを制定し、将来の当社船員の中核と
なる最先端の技術を身につけるプログラム
をつくりました。安全運航と環境の保護
は、当社グループの経営の根幹ですが、そ
れを達成するのは、システムやマニュアル
だけではなく、それを実行する「人」が何よ
りも重要です。技術だけでなく当社グルー
プの考え方も身につけてもらうことで、当
社社員と同じく「安全・安心」に対する意識
を高め、質の高い海上輸送に貢献してもら

フィリピン人職員の
地位向上を図るNTMA

　当社グループでは、航海中のOJT※3や世界各地のトレー
ニングセンターでの研修などを通して船員全体の技術向上を
図っています。当社船員の一つの核となるフィリピン人船員
のさらなる育成強化を目指し、2013年にマニラ市内の船員
教育施設をNTMAの隣に移設します。マニラ郊外の広大な
敷地に移設し、新規研修機器の導入、研修生用宿泊施設も
新設します。これにより、商船学生と海技資格を有する船員
に対する一貫性、相関性を持った教育が可能となり、効率的
なトレーニングの実施にもつながります。

一貫した教育体制で
継続的な育成を行う

実習風景

DADAS（Dos and Don't at Sea Program）    
知識・技能の習得度合いについて、自己確認するためのツール

NYK統一Requirementに基づき、
効率的技能向上のための、各種訓練プログラムを整備

船上訓練
独自開発した

教育ソフトSTARSを導入

陸上訓練
各種シミュレーターを

利用した高度な訓練を実施

NYK統一Requirement
職位ごとに必要とされる知識・技能を定めた要項

独自の教育制度「NYKマリタイムカレッジ」概念図

※3 OJT
On the Job Training　職場での実務を通じて行う社員の教育訓練

※1 NTMA
NYK-TDG Maritime Academy
マニラ郊外のカンルーバン市で当社がTransnational Diversified Groupと
共同経営する商船大学

※2 機関承認制度
国土交通省から認定を受けた船員教育機関の卒業者であれば、個々の能力確
認試験を行わずとも、日本船籍の船舶職員として乗り込むことを認めるもの

「日本で培った経験をフィリピンで活かす」

人材育成

“More Than Shipping 2013”、従来の船社の枠組みを超えてステークホルダーの皆さまに貢献
すること̶それには、これまで以上の徹底した安全運航や、海洋事業でのより高度な技術が必要
です。特集2では、船員教育から船舶管理までの一貫体制と、技術の向上を追求するとともに地域社
会に貢献できる仕組みを構築したフィリピンでの取組みを紹介します。

特 集 2 人材育成と人材活用
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いたいと思っています。
　一方で、フィリピン国内に船舶管理会社
を設立したことは、今後のフィリピン船員
がキャリアデザインを描くために、非常に
重要なポイントだと考えています。現在の
フィリピン人船員は期間雇用がほとんどで
すが、当社グループ会社に長く勤務して研
修を重ねながら卓越した技術を身につけ、
将来的には陸上で船舶管理の監督を行う
という道筋を理想としています。これによ
りフィリピンでの雇用創出とともに、フィリ

ピン人船員のボトムアップにもつながるの
ではと期待しています。
　現在の海運業界では、安全性、特殊性、
専門性を持つ船員の育成がより強く求めら
れるようになってきています。NTMA、
NYKフィル・シップマネージメント社、そし
てNYKシップマネージメント社でのこれま
での経験を活かし、引き続き信頼や期待に
応えるモノ運びを行います。

　船舶管理会社のNYKシップマネージメント社※4は、2012
年4月にフィリピン支店を設立しました。これにより、自営の
商船大学NTMAおよび船員の研修・配乗を行うNYKフィル・
シップマネージメント社※5と連携し、船員の育成、配乗から
船舶管理までをフィリピンで一貫して行うことが可能になり
ました。
　今後は、フィリピン国内での円滑なコミュニケーションに
よりスムーズな連携を達成し、当社グループを支える安全運
航をより確実なものにします。

　船舶管理会社のスタッフは、船舶に関する高いレベルの
知識や技術が求められます。フィリピンでの船舶管理会社
の設立は、船上で培われる豊富な知識や技術を有した当社
グループのフィリピン人船員に対して「船舶管理の監督」と
いう新たな職域の雇用を生み出すだけでなく、地域のコミ
ュニティとの連携も生まれます。2010年にはNYKフィル・
シップマネージメント社が「プレジデンシャルアワード※6」を
受賞するなど、フィリピンの雇用創出に貢献してきた当社グ
ループ。今後はさらに多くの職域を創出し、地域社会への
貢献も高めていきます。

船舶管理会社の設置で育成から
配乗／船舶管理までをスムーズに

雇用創出による
コミュニティへの参画

「プレジデンシャルアワード」表彰式の様子

※6 プレジデンシャルアワード
フィリピン海外雇用庁から高く評価された企業に授与する「エクセレン
スアワード」を、過去5年間連続して受賞した企業に贈られる

※4 NYKシップマネージメント社

※5 NYKフィル・シップマネージメント社
1989年にフィリピンに設立した当社グループ会社。ビジネスパートナーで
あるTransnational Diversified Groupと合弁で設立。当社グループ運
航船に乗務するフィリピン人船員の教育、配乗を行っている

2001年にシンガポールに設立した当社グループ会社。当社グループ運航
船の船舶管理、船員配乗を行っている

配乗手配／船舶管理 地域貢献

フィリピンにおける人材活用組織

船舶管理

NYK
シップマネージメント
（フィリピン支店）

船舶職員の育成

船員教育・船員配乗

NTMA

フィリピン国内

船員教育船員教育 船員配・船員配乗乗

NYKフィル・
シップマネージメント

常務経営委員　赤峯 浩一  Koichi Akamine

安全と信頼を支える



日本郵船グループのCSR活動

　本社に総務CSR本部を設置し、国内グループ会社、海外
の6拠点※1には担当者を任命して活動を進めています。
CSR推進グループは、日本郵船グループ全体のCSR活動の
取りまとめや、活動推進・サポートにあたっています。またCSR
レポートの作成、CSR研修、SRI調査※2の対応など、ステーク
ホルダーからの要請を把握し、社会の期待と信頼に応えられ
る企業グループとなるため、社内変革と社内外への情報発
信に努めています。
　また、世界各地からのCSR活動報告を取りまとめ『Global 
CSR Newsletter』を発行し情報共有を図るとともに、東京
本社に担当者が集まり、各地域の活動の報告や本社から
の提案事項に関して意見交換を行っています。

CSR活動の推進体制

　CSRの基本的な知識や、当社グループの考えるCSRを
理解し、実践につなげられるよう、新入社員研修や、ディス
カッションを含めた集合研修などさまざまな研修を開催し
ています。2006年度には、個人のペースに応じて学習する
ことができるe-ラーニングを開始しました。2011年11月か
ら始まった新しいプログラムでは、ISO26000※3やCSR調
達など最近のCSR関連の動向も盛り込み、国内2,000名あ
まりのグループ社員が受講しました。

総務CSR本部長

総務CSR本部

担当役員

本　社

CSRタスクフォース
メンバー
［40部署］

国内グループ会社

CSR担当者
［54社］

海外グループ会社

地域を統括する
CSRコーディネーター
［6拠点］

CSR推進グループ

グローバル・
コンパクト
推進委員会
人事グループと
共同設置

CSR活動推進体制図（2012年4月1日現在）

国内では、主要グループ会社54社にCSR担当者を設置。海外では、世界6拠点にCSR
コーディネーターを配置し、各地域の特性や取組むべき課題に沿ったCSR活動を推進
しています。CSR担当者・CSRコーディネーターは、本社総務CSR本部や、ほかの担当
者と情報を共有しながら、活動を展開しています。

※1 6拠点
東アジア、南アジア、オセアニア、欧州、北米、中南米

※2 SRI調査
Socially Responsible Investment （社会的責任投資）の観点から見た調査

※3 ISO26000
あらゆる組織を対象とした社会的責任に関する世界初の国際規格

Global CSR Newsletter

CSR研修

e-ラーニングの画面
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日本郵船グループでは、海運業を中心として海・陸・空におけるさまざまな輸送ネットワークをグロー
バルに展開しています。企業として利益を求めるだけでなく、環境、人権などに関する社会的課題の
解決に向けて取組み、持続可能な社会の実現に貢献していくことが、当社グループのCSRです。

日本郵船グループのCSR活動
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日本郵船グループのCSR活動

　当社グループにおける国連グローバル・コンパクト（以下、
GC）の推進と人権侵害の調査・対応を目的として、2010年
9月にGC推進委員会を本社内に設置しました。本委員会
は、総務CSR本部長管轄のもと、人事グループおよびCSR
推進グループで構成され、「人権」および「労働基準」に関す
るGC原則1から6に対する取組みを推進します。2011年度
には、国内、海外合わせて134社を対象にセルフチェックを
実施し、この分野での理解促進を図りました。なお、GCの
「環境」への取組みは環境グループ、「腐敗防止」への取組み
はコンプライアンス室およびフェアトレード推進グループ
が中心になって推進しています。

グローバル・コンパクト推進委員会

　安全・確実な「モノ運び」を通じて、お客さまのサプライチ
ェーンの一端を担う当社は、「取引先に対するCSRガイドラ
イン」を2010年4月に策定しました。サプライチェーンにお
ける法令遵守、公正な取引、信頼構築、安全・安心、環境、人

権、労働、腐敗防止に関する当社の指針を記載しています。
2011年度には国内グループ会社に対して説明を行い、研修
を通じて本CSRガイドラインの普及に努めました。

1. 法令遵守
企業は社会の一員であることを自覚し、正義と公正を旨と
して、法令遵守はもとより、地域の善良な文化や慣習を尊
重し、善良なる社会倫理規範にもとることのない企業活動
を遂行する。
2. 公正な取引
すべての地域において公正、透明、自由な競争ならびに適
正な企業活動を行い、より良い地球社会の実現に貢献す
る。
3. 信頼構築
公平かつ透明な取引と法令及び社会規範の遵守により、
相互信頼関係を構築する。
4. 安全・安心
サービスの安全・安心は最優先事項のひとつとして認識
し、継続的な活動を通じて、その確保に努める。

5. 環境
地球環境の保全に努め、環境の破壊と汚染を防止する。
6. 人権
個人の尊厳を大切にし、性別、年齢、国籍、民族、人種、信
条、宗教、社会的身分等の理由による差別的取扱いをしな
い。
7. 労働
安全で衛生的かつ健康的な労働環境を確保する。非人道
的な雇用、強制労働は認めない。
8. 腐敗防止
強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止する。

グローバルに総合物流事業を展開する日本郵船グループは、多くのステークホルダーの皆さまに支えられ、
安全・確実な「モノ運び」を通じて、お客さまのサプライチェーンの一翼を担っています。
サプライチェーンにおける法令遵守、公正な取引、信頼構築、安全・安心、環境、人権、労働、腐敗防止に
関する課題を把握し解決をはかるため、以下に掲げる取引先に対するCSRガイドラインを策定し、理解と
実践を取引先へ働きかけてまいります。

取引先に対するC SRガイドライン

グローバル・コンパクト推進プロセス

取引先に対するCSRガイドライン

グ
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1. 法令遵守
企業は社会の一員であることを自覚し、正義と公正を旨と
して、法令遵守はもとより、地域の善良な文化や慣習を尊
重し、善良なる社会倫理規範にもとることのない企業活動
を遂行する。
2. 公正な取引
すべての地域において公正、透明、自由な競争ならびに適
正な企業活動を行い、より良い地球社会の実現に貢献す
る。
3. 信頼構築
公平かつ透明な取引と法令及び社会規範の遵守により、
相互信頼関係を構築する。
4. 安全・安心
サービスの安全・安心は最優先事項のひとつとして認識
し、継続的な活動を通じて、その確保に努める。

5. 環境
地球環境の保全に努め、環境の破壊と汚染を防止する。
6. 人権
個人の尊厳を大切にし、性別、年齢、国籍、民族、人種、信
条、宗教、社会的身分等の理由による差別的取扱いをしな
い。
7. 労働
安全で衛生的かつ健康的な労働環境を確保する。非人道
的な雇用、強制労働は認めない。
8. 腐敗防止
強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止する。

グローバルに総合物流事業を展開する日本郵船グループは、多くのステークホルダーの皆さまに支えられ、
安全・確実な「モノ運び」を通じて、お客さまのサプライチェーンの一翼を担っています。
サプライチェーンにおける法令遵守、公正な取引、信頼構築、安全・安心、環境、人権、労働、腐敗防止に
関する課題を把握し解決をはかるため、以下に掲げる取引先に対するCSRガイドラインを策定し、理解と
実践を取引先へ働きかけてまいります。

Web CSR活動 ＞ 日本郵船グループのCSRの取組み 国連グローバル・コンパクト

国連グローバル・コンパクト http://www.ungcjn.org/
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健全で透明性の高い企業経営

健全で透明性の高い企業経営

　日本郵船は、お客さま、株主・投資家の皆さま、お取引先、
地域社会、グループ社員等のステークホルダーの期待に応
えるべく、経営の透明性と効率性を追求し、適切な経営体
制の維持・構築に努めています。監査役による監査機能の
実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役を中
心とする経営が最も適切であると判断し、監査役会設置会
社の形態を採用しています。併せて、経営に対する監督実
効性向上のため、社外取締役を2名選任し、取締役会にお
いて重要事項の決定に参加いただいています。また当社
は、経営の透明性向上のため取締役の任期を1年としてい
ます。監査役は社内・社外監査役各2名としており、取締役
会への出席のほか、重要事項に関する書類の閲覧などの監
査業務を実施しています。監査役の専任補佐組織として監
査役室（専任者2名）も設置しています。

コーポレート・ガバナンス

　2011年度のコンプライアンス活動としては、まず4月に企
業行動憲章を改正しました。すなわち中期経営計画“More 
Than Shipping 2013”を遂行するにあたり、これまで以上
に安全の確保や環境に配慮した活動に取組み、グローバル

コンプライアンス
※1 郵船しゃべり場
社外弁護士を含む6名を｢聞き役｣とし、コンプライアンスに係わる相談・通報を幅広
く受け付ける。利用対象は当社および国内グループ会社55社で、グループ全体への
拡大を図っている

な視野を持って贈収賄等の腐敗防止、各国の競争法の遵
守、公正・自由な競争、人権や国際規範の尊重、情報管理の
徹底、および反社会的勢力の排除等の課題にグループ全体
で対応していくことを明確にしました。毎年9月に実施する
コンプライアンス総点検活動では、改正された企業行動憲
章に関して社員一人一人が理解度をチェックする機会を
つくりました。さらに、英国贈収賄法施行に対するポリシー
および注意喚起、ソーシャルメディアガイドライン等を作成し、
国内外グループ会社にも周知徹底のうえ、e-ラーニングや
階層別研修等、コンプライアンス教育を充実させました。
各地域の事情に応じてヘルプライン（｢郵船しゃべり場※1｣
など）を充実させ、匿名通報を可能とし、不正防止につな
がる情報の迅速な収集を行うとともに、透明性の高い企業
風土を醸成するよう努めています。

※2   集合研修は2002年度以降延べ　303回、7,257名

NYK-Point

コンプライアンス研修受講状況

2011年度
集合研修※2

e-ラーニング研修

実施回数 受講者数
12回

1回
462名

4,821名

監査役会   4名
（社内2名、社外2名）

会計監査人

経営委員会    32名

本社各部門

グループ各社

取締役会   13名（うち社外取締役2名）　
（経営意思決定・業務執行監督）

経営戦略会議（重要案件の審議） グループ会社社長会（グループ経営戦略の審議）

選任・解任 選任・解任

監査

選任・解任・監督

報告

内部監査

株　主　総　会

内部監査室

日本郵船グループは透明性・効率性の高い経営管理体制の維持・構築に努めています。また、企業理
念のもとで具体的な行動規準を明示し、法令を遵守するよう、すべての社員に責任ある行動を求めて
います。

ガバナンス体制図（2012年4月1日現在）
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健全で透明性の高い企業経営

　当社では、情報システムセキュリティ対策機関として、「情
報セキュリティ管理委員会」およびその下部組織である「情
報システム・セキュリティ委員会」を設置し、その時々の情報
セキュリティの状況に対応した施策を両委員会の承認を経
て毎年の活動計画として作成・実施しています。被害者にも
加害者にもならないように、コンピューターのウイルス対
策・ネットワークセキュリティ対策などの各種施策、グルー
プ会社全体の情報セキュリティ体制の強化などに取組んで
います。さらに、グループ社員を対象にしたセキュリティ啓
発活動の一環として、情報セキュリティのe-ラーニングを開
講しています。

情報セキュリティ対策

　災害や事故などで被害を受けた際に、重要な機能を
可能な限り中断させず、また中断した場合にもできる
だけ早急に復旧できるように、グループ会社を含む主要な
事業ごとに「事業継続計画（BCP）※4」を策定しています。
2011年度は、2011年3月に発生した東日本大震災を受け、
在宅勤務におけるBCPの策定およびその際に必要な
情報インフラの整備を実施するとともに、災害備蓄品の
補充・見直しを行うなど、より実践的なBCPを作成し、訓練
を行っています。

危機対応（BCP）

　企業が持続的に成長するためには、業務が適正に行われ
る体制を確保することが前提になります。そのために、継
続的な内部統制システムの整備および強化をグループ全体
で進めています。具体的には、社長を委員長とする「内部統
制委員会」で定期的に内部統制システムの全体状況を確認
し、その結果を改善につなげています。内部統制システム
の各機能は、情報開示委員会、財務戦略会議、安全環境推
進委員会等の専門委員会の活動およびグループ各社、各部
署の業務を通じて実施しています。
　なお、会社法に対応する内部統制システムの整備に関す
る基本方針は、取締役会で決議しています。
　さらに、「金融商品取引法」に基づく財務報告の信頼性を
確保するために必要な内部統制システムを構築し、整備・運
用状況の有効性評価を実施しています。

内部統制
　企業を取り巻くリスクは多様であり、絶えず変化しています。
そのため、当社グループは、リスクを全社的な観点で総合的に
評価し、適切な対応が取れるような組織運営を目指してい
ます。具体的には、リスク管理方針およびリスク管理規程
に基づき、各部門が定期的に担当業務で考えられるリスク
を洗い出し、経営がそれを全社的に評価することで、リスク
に対して適切な対応を行うための体制を整備しています。
また、グループ社員に対するリスク管理についての教育・啓
発活動により、各自が業務の中で主体的にリスク管理活動
に取組む意識を育んでいます。※3

リスクマネジメント

※4 事業継続計画（BCP）
Business Continuity Plan

独占禁止法への対応

独占禁止法研修受講状況

集合研修（国内）
集合研修（国外）

109回
28回

2,929名（延べ人数）
1,310名（延べ人数）

実施回数 受講者数

　当社は、近年の世界的な独占禁止法（以下、独禁法）の急
速な広がりと適用の厳格化、また遺憾ながらグループ会社
が独禁法に抵触したと指摘された事実に鑑み、2008年7月
に独禁法タスクフォースを設置しました。2011年4月には、
同プロジェクトをさらに発展させ、フェアトレード推進グル
ープを設立し、日々の業務で知らぬ間に独禁法に抵触する
ことがないよう、当社のみならずグループ会社社員に対して
正しい知識を伝えるとともに、独禁法に関する質問・相談へ
の対応を行っています。2011年度は、引き続き、国内外で多
くのグループ会社社員に対して研修を行い、世界中の200
社以上のグループ会社に任命された独禁法担当者と連絡
を取りながら、各社での独禁法コンプライアンスの浸透を
確認し、独禁法に対するグループ社員一人一人の意識改革
を図っています。

※3 リスク項目
当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響をおよぼす可能性のある
リスク（有価証券報告書「事業等のリスク」記載）
❶重大な事故等  ❷一般的な海運市況・荷動き等  ❸競合他社との競争  ❹為替レー
トの変動  ❺燃料油価格の変動  ❻グローバルな事業展開における各地域の経済状
況等  ❼システム開発・運用における事故等  ❽環境保全、安全・保安対策に係る規
制強化等  ❾航空運送事業  10取引先との関係  11事業再編等  12中期経営計画  13
投資計画  14金利動向  15船舶等の売却等  16投資有価証券における評価損  17退
職給付制度  18繰延税金資産の回収可能性の評価  19重要な訴訟事件等
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2011年度CSR活動の総括と次年度の目標

● 社内説明会、国内グループ会社連絡会、海外6極CSRコー
ディネーター会議を開催

● 社内外へのCSR情報発信

● 投資家へのわかりやすい説明と開示
の促進

● 投資家向け説明会開催頻度強化継続、施設見学会の実施、
社員向け説明会・海外赴任者向け説明会など社内フィード
バック継続と促進

● 関係部署との連携によるCSRレポート発行、ウェブサイト
の充実。有識者講演会開催等による情報発信

CSRマネジメントの
強化

ステークホルダーとの
対話

● グループ内CSR推進体制の強化

組織統治

労働慣行

人　権

公正な
事業慣行

● 次世代育成支援対策推進法の第3次行動計画（2011～2014
年度）の実行
　❶ 男性の育児休業取得者を4年間で5名以上とする
　❷ ワークライフバランスに関する社内セミナーを開催する
　❸ 当社社員の子供に対し社員の職場に対する理解の増進 
　 を図る

● ワークライフバランスに向けた対応多様な働き方の
支援

● ISMSベースのセキュリティー基準を関係会社に展開し、
グループ全体の情報セキュリティーの水準を向上

● NYKグループ情報セキュリティー管
理体制構築プロジェクトの推進情報の保護・管理

● 企業行動憲章の改正と周知、贈収賄防止およびソーシャ
ルメディアに関するポリシー等の作成

● NBC階層別  人権研修の実施

● 本社・海外／国内グループ会社を対象に国連グローバル・
コンパクトセルフチェックを実施

● 人権意識の啓発

● 人権擁護の取組み
人権の尊重・差別の
禁止

● 研修内容の充実● NBC・NMCを通じた人材育成

● グローバル・コンパクト推進委員会を設置し、グループ
内へ浸透● 国連グローバル・コンパクトの浸透

● 海外・国内グループ会社を対象にHRサーベイを実施● グループ会社の現状把握

● 新たなコンプライアンスニーズへの
対応

● 国内外での公正取引関係の法律や罰
則規定などの周知徹底のための継続
活動

公正な競争・取引の
推進

● 新入社員研修、チーム長研修、一般社員向け研修、部門別
研修、関係会社研修、地域研修、海外研修、e-ラーニング
の実施

コンプライアンスの
徹底

人材育成

ダイバーシティの
推進

● CS向上委員会による徹底した品質管理（飛鳥   ）● 品質管理お客さま満足の
向上・サービスの改善

● SEMC＜安全・環境対策推進委員会＞ベースの活動推
進（SEMC体制の拡充、運航船増加に向けての対策など
（環境変化への対応））

● 船舶安全管理推進安全推進
消費者課題

● 国内自営ターミナルの各作業会社に対しターミナル安全基
準を遵守した作業の徹底● ターミナル安全対策の徹底

● 社会貢献活動方針に則った社員・グルー
プ社員の寄付、ボランティア活動の推進

安全対策の進化

地域社会の発展への寄与

● 絵本シール貼り、家族参加イベント、NPO報告会等のイ
ベント実施やハートフル募金実施など

● 輸送支援（絵本、ランドセル、自転車等）● 輸送協力など本業を活かした災害支
援、国際協力の推進社会貢献活動

東日本大震災被災地支援

● イベントの開催、近隣施設との連携、外国人対応● 日本郵船博物館・日本郵船氷川丸入
館者増への取組み

● ボランティアを岩手県陸前高田市に継続的に派遣● グループ社員による支援活動

● 高水準の船舶職員の育成を目的に運営● フィリピンで商船大学を運営

取組むテーマ 2011年度の目標ページ 実施項目ISO26000中核主題

P.14-15

P.39

P.35

P.32-34

P.37

P.19

P.18-19

P.18

P.17

P.17
P.41

P.40

P.41

P.38

P.16-17

P.39
P.42-45

コミュニティ
への参画および
コミュニティ
の発展

日本郵船グループは、CSR活動の継続的な改善を図るために、各事業部門が年度ごとの目標を設定し、
PDCAサイクルで取組んでいます。本レポートでは、2011年度の達成状況と2012年度の目標を、
2010年11月に発行されたISO26000の「7つの中核主題」に対応させ、まとめています。

CSR活動の総括と次年度の目標
2011年度
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2011年度CSR活動の総括と次年度の目標

● CSRタスクフォースメンバー・グループ会社CSR担当者連
絡会実施

● 継続実施

● 広報・IRグループと連携した統合レポート検討（ESG情報
開示義務化対応）

● 個人投資家向け説明会開催頻度昨年度レベル維持、機関投
資家向け説明会・施設見学会の実施、海外事務所での機関
投資家対応継続、格付機関への関係部署と連携した対応

● 次世代育成支援対策推進法の第3次行動計画
　❶ 男性の育児休業取得者の2011年度実績は2名
　❷ 職場見学会について検討。2012年に実施予定

● 各種研修を国内外で実施。
　計40回（海外8回、国内32回）開催、計1,289名（海外298名、国内991名）参加

● 顧客アンケート、クルーズレポートから選出した案件40件を協議
  （終了案件16件、中長期継続案件24件）

● 関係者で定期的に安全会議を実施。毎朝の作業ミーティングにおいて安全作
業遵守への確認実施。作業時に発生したトラブルのレビュー実施

● 新3カ年計画実施中

● 4月にSEMCを開催し、昨年度のレビューと2011年度の活動方針を討議

● キッズイベント（パン教室2回）、絵本シール貼り（4回）など実施

● 輸送実績：絵本13,967冊、ランドセル16,362個、自転車1,480台

● イベント多数開催、日本郵船氷川丸　船内放送の4カ国語化

● 2011年10 ～ 12月に計120人派遣

● 2012年1月 第1期生116名が当社グループの職員として着任

● 引き続き、次世代育成対策推進法の第3次行動計画と
ワークライフバランス推進委員会による活動を実行

● 継続して推進

● コンプライアンス活動・教育の継続実施

● NBC 人権研修の実施● NBC、新入社員研修、新任チーム長研修、海外赴任者研修等、予定通り実施

● 各項目を実施済み。また社員の理解を深めるため、e-ラーニングを実施。
4,821名受講済み

● 国内外グループ社員約9,000名を対象に実施

● 研修、CSRレポート、グループ報などを通じ周知

● 6月に実施。結果を集計後、問題のあった会社に対しては改善を依頼

● 陸上・海上とも多種多様な研修を実施 ● 継続実施

● グローバル・コンパクト推進委員会によるグループ内へのさ
らなる浸透

● HRサーベイの実施、分析とそれに基づく改善指導

● 継続実施

● 継続実施

● 全グループ社員への安全活動の展開

● 安全対策の深化による事故発生予防

● 継続実施

● 継続実施

● 横浜市および近隣施設との連携

● ボランティアを岩手県陸前高田市に継続的に派遣

● 教育水準のさらなる向上

2012年度の目標

● 各会議とも実施済み

● CSRレポート2011は環境省主催の「環境コミュニケーション大賞」で持続可能
性報告大賞を受賞。有識者講演会を実施

● 個人投資家への説明会を13回実施
● 郵船ロジスティクス（株）と共同で、上海で施設見学会実施
● 社内への月報配信を10回実施。IR報告会や海外赴任者向け説明会実施

2012年3月末の達成状況 評価

［自己評価の基準］ 達成 ほぼ達成
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2011年度CSR活動の総括と次年度の目標

● 地域・事業に合った適切な活動の維持、および顧客要望
に応じた認証の拡大

● 条約、法律、規制を把握し、NAV9000 監査（会社・本船）
で遵守を徹底

● 業界団体を通じて国際ルールづくりに積極的に関与

● 日本郵船グループ環境認証の維持・拡
大（世界6拠点の各地域統括会社での
展開確立）

● 船舶に関連する条約、法律、規制の
把握、および遵守徹底

● オゾン層破壊物質ゼロ冷媒の冷凍コンテナへ完全移行
● オゾン層破壊物質ゼロ冷媒の使用率
向上

● 温室効果ガス、大気汚染物質、解撤
に関する持続可能な社会のための国
際ルールづくりへの貢献

ISO14001認証を
利用した環境活動の
推進

内外の法律･規制の遵守、
業界基準・自社基準の
制定･遵守

運航船の事故削減

CO2排出量の削減

オゾン層保護

● 運航船遅延時間　10時間／年・隻

緊急対応ネットワーク
の構築・運用

省資源、リサイクル、
および有害物質等の
排出量削減

● 緊急事態への準備、および対応

● 環境経営指標の把握、精度向上

● 連結グループ全体でのCO2排出総量
を把握

● NOx（窒素酸化物）およびSOx（硫黄
酸化物）の排出量の削減

● 環境に優しい解撤の実施 ● シップリサイクルのNYKスタンダード遵守

NOxおよびSOxの
排出量の削減

環　境

● 運航船遅延時間

● 6月ドックの自動車専用船にて二次電池を搭載し、実海域
における運用データの収集、発電機などの船内電源設備
を含めた総合的な性能評価の実施

● 空気潤滑システムの実海域でのデータ収集と分析● 空気潤滑モジュール船の省エネ効果
検証

● 海上試運転での省エネ効果などの性能確認の実施、実
航海での性能確認･機器の信頼性確認を実施

● SPASから環境経営指標算出用データを抽出し、正確に把握

● ニアミス3000活動の促進（対象会社の拡大）

● 安全推進・保安キャンペーンの実施

● 機関事故ミニマイズ活動の継続

● 電子制御エンジンの採用率向上

● カリフォルニア減速プログラムへの協力

● SCR実船実験へ協力

● EU、およびカリフォルニアでの低硫黄燃料使用方針の徹底

● 環境負荷データ集計システムの運用

● 紙・水・電気の使用量を2010年度比1％
以上削減

オフィスでの
環境負荷削減

新技術の研究
および開発

大気・海洋汚染を抑制、
生物多様性を
保全する設備の採用
または運用

環境保全活動への
意識高揚

環境情報の開示

● 水・電力・紙の使用量削減に努める

● 陸上電源対応設備の運用

● 搭載船の拡大

● 米国NPO（BSR）のCCWGに参画、データ提供等の対応

● バラスト水処理装置の搭載推進

● 顧客要望に基づくCO 2排出量情報
開示

● e-calculatorの開発とウェブサイトでの公開● NYK GROUP CO2 e-calculator 
の開発

● 環境研修等の実施

● 運用の拡大

● 環境「e-ラーニング」の実施 ● コンテンツの作成、および受講者数向上

● NYKトータルビルジシステムの採用
推進

● NYK標準が採用可能な造船所において新造船に採用

● 事故対応訓練およびレビューの実施

● メディア対応訓練およびレビューの実施

● NENSETSU2011の推進
● 運航船隊のCO2排出原単位を❶ 2013
年度までに2006年度比10％の削減と
❷ 2015年度までに2010年度比10％
削減

● ハイブリットターボチャージャーの
開発

● 大容量・ニッケル水素電池の研究開発

P.24
P.26

P.30

P.28

P.30

P.29

P.29

P.29

P.26-28
P.30

P.32

P.32-33

P.25

P.25

P.28-29
P.12-13

取組むテーマ 2011年度の目標ページ 実施項目ISO26000中核主題

● 研修、勉強会、EMI通信簿・ECO Channelの実施 
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2011年度CSR活動の総括と次年度の目標

● 日本郵船グループ環境認証の維持・拡大（世界全6拠点で
の認証維持と新たにチリと中国の現地法人と日本の関係
会社で取得予定）

● 船舶に関連する条約、法律、規制の把握、および遵守徹底

● 持続可能な社会のための国際ルールづくりへの貢献

● 運航船遅延時間の短縮（目標10時間／年・隻）

● 緊急事態への準備、および対応

● 環境経営指標の把握、精度向上

● 運航船隊のCO2排出原単位を❶ 2013年度までに2006
年度比10％の削減と❷ 2015年度までに2010年度比10
％削減

● 海外と国内を対象とする日本郵船グループ会社全体での
NYK ECOMによるCO2排出総量を把握

● NOxおよびSOxの排出量の削減と低硫黄燃料未使用船
の撲滅

● 環境に優しい解撤の実施

● 達成されたため、2012年度の目標から外す

● 紙・水の使用量を2011年度比1％以上の削減、電気の使用
量を2011年度比3％以上の削減

● ハイブリッドターボチャージャーの船舶実用化技術の開発

● 空気潤滑法を適用したモジュール船の実船データ解析

● 大容量・新型ニッケル水素電池を用いた外洋航海船向け二
次電池の利用技術の研究開発

● NYKトータルビルジシステムの採用推進

● 陸上電源対応設備の運用

● バラスト水処理装置の搭載推進

● 日本郵船グループ全体のさらなる環境保全活動の参画

● 日本郵船グループ全体の環境情報の開示とスコープ3へ
の対応

● 5社17サイト拡大  現状49社・122サイトで取得。（世界全6拠点での地域統轄
会社で認証取得完了）

● 業界団体幹事会、IMO MEPC（国際海事機関  海洋環境保護委員会）へ参加

● 298隻／37社、改善提案3,524件

● 100%

● 2011年度5隻

● 19.6時間／年・隻

● 対象784隻、報告6,665件

● 改善率
❶ 13.8％（2006年度比）、 ❷ 4.4％（2010年度比）燃料削減実績  288,891t

● 海上試運転で性能確認や安全性にも問題ないことを確認。また就航中の性能モ
ニタリングでも計画通りの性能を確認、省エネ効果についてもデータを収集した

● 最適運航モードを決定。そのモードにおける省エネ効果は6.0％と評価

● 自動車専用船に二次電池を搭載し、作動確認実施済み。二次電池の耐環境性
（振動、動揺影響など）や本船発電機との並列運転について問題ないことを確認

● 対象40社、報告件数54,917件

● 475隻、756名を対象に実施

● 5.9時間／年・隻

● NYK ECOM対象114社（海外）、ECODATANET対象69社（国内）

● 8隻（累計37隻）

● ロサンゼルス：99％ （20mile）、ロングビーチ：98％ （40mile）

● 環境規制値はクリア。具体的な数値は後日、国土交通省から発表

● 2隻（傭船）が低硫黄燃料未使用船として指摘あり

● 紙:11.4％、水:11.5％、電気:27.6％の使用量を削減

● 陸上電源対応設備搭載船6隻、陸上電源利用実施回数8回（通期）

● 6隻の自動車船に搭載

● 8月にライン豪州社にて研修実施、EMI通信簿5回、ECO Channel 4回 実施

● 11月CCWGの会合に北米の現地管理責任者が参加。本年2月に提出する環境
負荷データを第三者認証機関で検証

● “NYK GROUP CO2 e-calculator”を開発、10月17日にウェブサイトにリリース済み

● 国内 1,789名   海外 2,078名

● 6隻（累計150隻）に採用

● 8回実施

● 7月にメディア対応訓練実施

［自己評価の基準］ 達成 ほぼ達成 一部達成

2012年度の目標2012年3月末の達成状況 評価



　日本郵船グループは、BSR※1のクリーンカーゴ・ワーキンググループ（以下、
CCWG※2）が設立された2003年からCCWGに参加しています。参加船社は、
船から排出されるCO2、SOx、NOx、廃棄物、水、化学物質などのデータや、環境
マネジメントシステム、企業活動の透明性について詳細なレポートを提出すること
になっています。まとめられたデータは参加企業同士で共有されるだけでなく、
業界の環境影響分析にも活用されます。日本郵船グループを含む数社は、提出
データの正確性について第三者認証を取得しているので、とても信頼できます。
BSRは、毎年継続して報告している日本郵船グループに大変感謝しています。

「正確な環境データの報告に感謝しています」

　海運業界はCO2排出量規制や燃料価格の高騰などにより、厳しい状況に置かれ
ていますが、当社グループは環境への影響を低減するために新技術の開発を
続けています。また、お客さまと協力して正確な環境負荷データを把握し、より
環境に配慮したマネジメントを実現するために、環境パフォーマンスを監視・
測定するツールや指標の開発にも注力しています。当社グループは今後もお客さま
や社外関係者と協力し環境負荷低減へ取組んでいきます。

「お客さまと協力しながら環境負荷低減に取組んでいます」

C o o p e r a t o r ' s  m e s s a g e

N Y K ' s  c o m m e n t
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環境

豊かな未来を見据えて
地球環境を守る
日本郵船グループでは、事業活動に伴い発生する環境負荷を考慮して地球
環境の保全・影響の低減に取組んでいます。地球の未来を見据えて日々技
術革新に挑戦し、環境先進企業を目指します。

海上輸送の環境保全を推進するCCWG
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Business for Social Responsibility
1992年に米国で発足したCSRに関する国際的な企業会員組織。CSRにかかわるさまざまな情報提供や倫理的
価値、環境問題、人権や地域社会に関連した取組みの支援を行っている

※2 CCWG
Clean Cargo Working Group
世界の主要なコンテナ貨物の荷主と船社が参加し、海上輸送における
環境パフォーマンスを測る統一的な基準となるエンバイロメンタル・
パフォーマンス・サーベイおよび、CO2などの排出ガス量を算出し評価
するエンバイロメンタル・パフォーマンス・メトリックスを策定し、環境に
対する取組みを評価している

※1 BSR



　環境方針のもと世界全6拠点と日本で約
120サイトおよび傭船※2を含む約800隻の運
航船を対象にISO14001認証を取得し、同業

他社では類を見ないグローバルな体制を構築
しています。またグリーン経営認証※3を取得し
ている国内グループ会社※4もあります。

環 境 グループ環境経営の推進
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東アジア地域
4サイト

日本
24サイト
（本社含む）

南アジア地域
17サイト

オセアニア地域
2サイト

グループ環境経営連絡会
国内主要グループ会社  51社船種別SEMC： コンテナ船、自動車専用船、タンカー、ドライバルカー、ハンディー、ガス船、重量貨物船、客船

事業別環境対策委員会： 港湾、物流

新造船搭載機器評価・推奨選定委員会

燃費節減対策委員会

オフィス環境対策推進委員会

中南米地域 
5サイト

北米地域
15サイト

グローバルな環境活動推進体制とマルチサイトシステム※5

ISO14001認証取得サイト
ISO14001認証取得予定サイト （2012年4月1日現在）

環境リスクを管理し、環境と経済のベストバランスを目指しながら、地球環境と持続可能な社会に貢献します。

 

（2005年3月制定） 

日本郵船グループ 環境経営ビジョンと3つの戦略

環境方針

戦略　 温暖化ガス排出削減の実践
戦略　 地球環境保全活動による社会貢献の推進
戦略　 グループ環境経営の強化

環境リスクを管理し、環境と経済のベストバランスを目指しながら、地球環境と持続可能な社会に貢献します。

（2005年3月制定） 

日本郵船グループ 環境経営ビジョンと3つの戦略

環境方針

戦略　 温暖化ガス排出削減の実践
戦略　 地球環境保全活動による社会貢献の推進
戦略　 グループ環境経営の強化

1

2

3

①企業活動が地球環境に与える影響を考慮し、必要な目的･
目標を定め、これらを定期的に見直し、継続的な改善を図
ることにより、海洋・地球環境の保全に努めます。

②安全・環境に関する法律・規制等の遵守はもとより、積極
的な自主基準の制定・運用に努めます。

③運航船隊の安全確保をはじめ、内陸・内水及び航空輸送
を含む全ての輸送モード、並びにターミナル、倉庫など
海・陸・空に広がる輸送サービスの安全確保に努めます。

④省資源、省エネルギー、廃棄物削減、リサイクル等に取組
み、特に温室効果ガス、オゾン層破壊物質、有害物質等の
排出を抑制・防止します。

⑤船舶・航空機をはじめとする輸送機器、荷役機器、資材など
の調達による環境負荷を出来る限り小さくすることに努め、
環境にやさしい技術等の採用を推進します。

⑥社内広報活動・環境セミナー等を通じて、社員一人ひとりの
環境意識を高め、会社の環境方針を浸透させます。

⑦社会との対話を密にし、積極的な環境情報開示、環境保
全活動への助成･支援に努めることで、広く社会に貢献し
ます。

グループ環境経営の推進

代表取締役社長
2001年9月1日制定
2009年4月1日改訂

欧州地域
55サイト

※3 グリーン経営認証

※4 グリーン経営認証取得会社

環境経営について
CSR活動 ＞ 環境活動Web

2050年に向けて進化し続ける
省エネルギー自動車専用船

P.12 ～13

特集もご覧ください

CSR

SEMC本社（日本）

!

認証機関である交通エコロジー・モビリ
ティ財団がグリーン経営推進マニュア
ルに基づいて、エコドライブの実践、低
公害車の導入など、一定のレベル以上
の自主的な取組みを行っている輸送事
業者を認証・登録するもの

※2 傭船
船主が備品や乗組員を手配し、安全に
航行できる能力を確保した状態で貸
し出す船舶

※1 EMS
Environmental Management 
System

日本コンテナ輸送（株）、苫小牧海運
（株）、郵船港運（株）、（株）ユニエツク
ス、郵船海陸運輸（株）、旭運輸（株）、海
洋興業（株）、横浜共立倉庫（株）、郵船
ロジテック（株）成田営業所

※5 マルチサイトシステム
企業の各事業所を一括して認証を取得
する認証形態。世界統一のグループ環
境経営ビジョン、環境方針、EMSマニュ
アルのもと、グローバルな企業活動が
展開できる

※6 SEMC
Safety＆Environmental Management 
Committee
安全・環境対策推進委員会
日本郵船本社では社長を委員長とし、
グループ全体の環境活動方針の策定や
EMSのレビューを毎年実施。その下
部組織として、船種・事業、案件ごとの
小委員会を設置し、個別に具体的な環
境活動を実践。また、世界6拠点にも
同対策推進委員会を設置。それぞれ
の地域に即した活動を実施している

SEMC※6の委員会

グローバルな環境管理システム（EMS）※1体制

NYK-Point



（海上輸送によるCO2排出量）

（IMO※2ガイドラインに準拠）

環境負荷
環境経営指標

（海上輸送重量トン・キロメートル）
事業付加価値

　当社は、2003年からCCWG（P.24※2参照）に
参加し、コンテナ船の環境データを算出してい
ます。お客さまに正確で信頼できるデータを
提供するために、CCWGに提出した2011年の
環境データのCO2とSOxに関して、第三者認
証機関であるLRQA※5から、適切な方法に基
づいて正確な数値を提出・開示しているとの
認証を取得しました。

　2011年10月、日本の船社で初めて、貨物の
輸送中に生じるCO2の排出量を算出できるツー
ルをグループ各社のホームページにて公開しま
した。カーボンフットプリント※6の概念の普及や、
お客さまから輸送中のCO2排出量に関する
お問合せが増加していることを受け、グループ
会社の郵船ロジスティクス（株）と協働し、コン
テナ船貨物と航空貨物の輸送に対応させました。
これにより、ユーザーから「国際物流のCO2

排出量の集計は以前からの課題であり、大変
助かっています」などの声をいただきました。

環境影響低減への取組み

CO2排出量の削減

※2 IMO
International Maritime Organization
国際海事機関。海運・造船に関する技
術的問題や法律的問題について、政
府間の協力の促進や条約の策定など
を行っている国連の専門機関

※1 EEOI
Energy Efficiency 
Operational Indicator
就航船の運航時における燃料消費量、
貨物の輸送量および航行距離から単
位輸送量あたりのCO2排出量を算出
したもの。運航時に達成した船舶のエ
ネルギー効率を表す

　日本郵船は、2006年から船舶の運航効
率を把握するために、環境経営指標を算出
しています。「2013年度までに2006年度
比CO2排出原単位を最低10％削減」「2015
年度までに2010年度比10％燃料消費効率
向上」という2つの目標を定め、燃費節減活
動を通じて、改善を進めています。また、こ
の指標に関係するデータは信頼性向上のた
めに日本海事協会の「EEOI※1鑑定書」を取
得しました。

　当社グループは、2005年10月から船舶の燃
料消費量とCO2排出量を削減する燃費節減活
動「Save Bunkerキャンペーン」に取組んでい
ます。2011年度は「NENSETSU2011」とし
て、各グループに「燃節伝道者」を任命し、エコ
スピード※3の徹底などさまざまな活動を実施
しました。

　気象・海象や本船の運航計画、運航状態な
どの情報を本船側と陸上の運航担当者がリア
ルタイムに共有し、最適運航を追求すること
で、航海中のCO2排出量を削減しています。天
候や寄港地の状況など航海における環境が
刻一刻と変化する中、海上ブロードバンドの導
入や陸上での運航状況のモニタリング強化に
より迅速に最適な対応を取ることができます。
コンテナ船で先行して実施している「IBISプロ
ジェクト※4」で確実な成果をあげ、この取組み
をほかの船種にも順次展開していきます。

環境経営指標

最適運航（IBISプロジェクト）

コンテナ船の環境データが
LRQAより認証を取得

Save Bunkerキャンペーン

環 境 環境影響低減への取組み
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船種
環境経営指標

（g-CO2／トン・キロメートル）
改善率

2006年度 2006年度比 2010年度比2011年度2010年度
原油
タンカー 3.4

56.98

14.66

3.11

47.55

11.17

2.95

45.2

10.9

13.2％

20.7％

25.6％

5.1%

4.9%

2.4%

自動車
専用船
コンテナ
船

環境経営指標データ

日本郵船の指標改善率

数値が減少するとトン・キロメートルあたり
のCO2排出量が改善したことになります。
2010年度から、コンテナ船はグループ会社
の合併により対象範囲が増えました

NYK GROUP 
CO2 e-calculatorを公開

※3 エコスピード
スケジュールを維持しながらエンジン
回転数を下げ、低速で航行する運航方
法。本船到着時間に影響を与えること
なく燃料消費量とCO2排出量を抑える
ことができる

※4 IBISプロジェクト
Innovative Bunker &
Idle-Time Saving Project
当社がコンテナ船で進めている船陸
間で情報をリアルタイムに共有し最適
運航の実現を目指す、最適経済運航
プロジェクト

NYK GROUP 「CO2 e-calculator」画面

CSR活動 ＞ 環境活動Web

2050年に向けて進化し続ける
省エネルギー自動車専用船

P.12 ～13

特集もご覧ください

CSR

!

海での取組み
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高所作業の削減にもなり、昆虫が集まりにくく
なるなどの衛生面の効果もありました。

　本社ビルではCO2排出量削減に向け、2008
年度から各年度初めに具体的な目標値とアク
ションプランを策定しています。例として、ブラ
インドを活用し空調運転の負荷を和らげてい
ます。また、2011年10月には、ビル内の74％
の蛍光灯をLED蛍光灯に替えたうえ、間引き
や消灯を実施したことにより、照明の電力使
用量を、例年比で約60％削減することができ
ました。

　2011年4月1日より、スタッカー方式※13とし
ては世界初のコンテナ立体格納庫が日本郵
船東京コンテナターミナルで完成し稼動を開
始しました。格納庫はコンテナ7段積みが可
能で敷地を有効利用できるだけでなく、従来
のクレーンで荷吊する荷役方式と比較する
と、作業効率が改善されます。
　さらに、格納庫屋上に1,107枚の太陽光パ
ネルを設置し、稼動電力の4.1％（メーカー試
算値）を再生可能エネルギーでまかなうこと
で環境負荷低減に取組んでいます。

※5 LRQA
Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited

※6 カーボンフットプリント
「炭素の足跡」を意味する言葉。「人間
活動が温室効果ガスの排出によって
地球環境を踏みつけた足跡」ととら
え、一般的に製品が製造・加工⇒販売
⇒使用・廃棄されるまでの温室効果ガ
ス排出量で表示される

※10 省エネ法
「エネルギー使用の合理化に関する法
律」（燃料資源の有効利用と工場・事業
場・輸送等でのエネルギー使用の合理
化を 進 めるため1979年 に制 定）。
2010年に改正され、工場・事業場単位
から企業単位でのエネルギー管理に規
制体系が変更。これにより、年間のエネ
ルギー使用量（原油換算）が1,500kl以
上の企業は国に使用量の報告を行わ
なければならない

※11 40％
2011年5月～8月の実績値と前年同期
間の比較

※12 25％
2011年2月の実績値と2012年3月の
比較

※13 スタッカー方式
フォーキングによる出し入れ、昇降、走
行を行う荷役方式

※9 シンガポール環境宣言
Mar i t ime S ingap or e Gr e en 
Pledge。シンガポール海事港湾庁主
導で、シンガポール海運界の環境負荷
低減取組みへの参画を宣言するもの

※8 EEDI
Energy Efficiency Design Index
船舶の設計・建造段階で仕様に基づく
原単位（トン・マイル）あたりのCO2排
出量を評価するための指標

※7 グリーン・シップ・プログラム
優れたEEDIを持つシンガポール籍船
に対して船舶登録料等の優遇を行っ
ているプログラム

省エネルギーへの取組み

　2011年12月に、当社グループ会社のNYK 
Bulkship（Asia）社保有のシンガポール籍石油
製品タンカー3隻が、シンガポール海事港湾庁が
実施する環境インセンティブ制度「グリーン・
シップ・プログラム※7」で、優れたエネルギー効
率設計指標（EEDI※8）を持つ船としてアジア
船社で初めて認定されました。また同社は
2012年1月にシンガポール環境宣言※9に署名
しています。

　郵船ロジスティクス（株）が所有する成田ロ
ジスティクスセンターでは、2011年6月から8
月にかけて、1階倉庫部分の水銀灯に代えて、
合計226個のLED照明を導入しました。本来
は、改正省エネ法※10に準拠するための導入計
画でしたが、2011年夏期の電気使用制限にも
対応するため、急遽、設置区画を広げました。
LED照明の導入部分だけで40％※11、ほかの節

電努力もあり、
施 設全体でも
25％※12の 省 電
力効果が得られ
ました。また、長
寿命効果で交換
コストや危険な

シンガポールの
グリーン・シップに認定

日本郵船東京コンテナターミナル
コンテナ立体格納庫

LED照明の導入

本社オフィスでの取組み

環 境 環境影響低減への取組み
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「グリーン・シップ・プログラム」に認定された
“CHALLENGE PARAGON”

LED照明を導入した倉庫 コンテナ立体格納庫

CSR活動 ＞ 環境活動
Web 海での取組み

陸・空での取組み



Selective Catalytic Reduction
選択式触媒還元

紫外線を使ったバラスト水処理装置

生物多様性の保全

※7 バラスト水処理システム
バラスト水（船舶がバランスを保つため
保持する海水であり、通常荷揚港で船
底のタンクに注水し、荷積港で排出さ
れる）とともに運ばれた海洋生物を処
理し、生態系を乱すことのないようにす
るシステム。バラスト水管理条約が発
効されれば、本条約に定める処理基準
を満たすため、すべての外航商船にバ
ラスト水処理システムの設置が義務付
けられる。また、新造船・既存船の順に
2017年1月にかけて順次規制対象が
拡大される

※1 経団連生物多様性宣言（要約）
1． 自然の恵みに感謝し、自然循環と事
業活動との調和を志す 

2． 生物多様性の危機に対してグローバ
ルな視点を持ち行動する 

3． 生物多様性に資する行動に自発的
かつ着実に取り組む 

4． 資源循環型経営を推進する 
5． 生物多様性に学ぶ産業、暮らし、文化
の創造を目指す 

6． 国内外の関係組織との連携、協力に
努める 

7． 生物多様性を育む社会づくりに向け
率先して行動する 

※2 SPAS
Ship Performance Analyzing 
System

※3 SIMS
Ship Information Management 
System

※6 BRIDGE
最新の気象・海象予測情報を船舶へ
配信するシステム

　当社は、事業と生物多様性の関係性を示す
マップを作成し、船の調達、運航、処分の各
段階で生物多様性に与えうる影響を把握し
ています。また、当社は「経団連生物多様性
宣言※1」の趣旨に賛同し、2009年12月に「経

団連生物多様性宣言」推進パートナーズ、お
よび2010年10月に発足した「生物多様性民
間参画パートナーシップ」へ参加しています。
これからも生物多様性宣言および行動指針
に則った事業活動を行っていきます。

生物多様性保全への取組み

　バラスト水管理条約の発効に先駆けて、当社
では2010年9月に自動車専用船“EMERALD 
LEADER”に国土交通省の型式承認を受けた
バラスト水処理システム※7を当社運航船とし

て初めて搭載しました。システム搭載には当
社グループ会社の（株）MTIが承認取得のため
の実証試験段階から携わっています。2012
年3月末現在、自動車専用船6隻への搭載が完
了しており、今後もばら積み船等、保有・管理す
る船舶への搭載を進めていきます。

　当社は、1982年から約30年間、温室効果ガ
スの分布と循環を地球規模で調べる東北大学
の研究に当社運航船を提供し協力していま
す。この研究で、CO2濃度の急速な増加や季
節変化などが明らかになりました。今後も東
北大学への協力を続けていきます。

バラスト水処理装置

東北大学への研究調査協力

環 境 環境影響低減への取組み
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日本郵船グループと生物多様性の関係性マップ

水域への化学物質排出

大気への化学物質排出

土壌への化学物質排出

● バラスト水の適正管理
● バラスト水処理装置設置
● 安全運航（NAV9000）
● ビルジシステム
● シリコン塗料（スズフリー）
● 耐腐食鋼板

● SCR※5脱硝装置
● 陸上電力の使用
● 船底空気潤滑システム
● BRIDGE※6
● 水エマルジョン燃料装置
● 船体・プロペラ清掃
● 排ガスエコノマイザー
● 太陽光発電利用

● 環境に配慮した
　ヤードでの解体

土壌への化学物質排出

大気への化学物質排出

リサイクル

売る

水域への化学物質排出

● 環境経営指標
● 低硫黄燃料油使用
● Save Bunker
　キャンペーン
● SPAS※2
● SIMS※3
● NYK e-missions’
● IBISプロジェクト

日本郵船
グループ

船を
調達する

エネルギー資源利用

船を
処分する

船を
運航する

大気への化学物質
排出

CO2、NOx、SOxなど

エネルギー資源・
自然資源利用

海、燃料油、潤滑油など
水域への化学物質・
汚染物質排出
スズ、バラスト水など 

● スーパーエコシップ
   （省エネ船の設計）
● ダブルハル化
   （タンカー）
● 電子制御エンジン
　搭載
● 太陽光発電
● MT-FAST※4

造る

企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）開発の「企業と生物多様性の関係性マップ」を参考に作図
は日本郵船グループの取組み

INPUT
OUTPUT

※4 MT-FAST
プロペラ前方に複数の翼を取り付ける
ことで、プロペラの回転から生まれる
旋回流による損失エネルギーを回収
する省エネ装置

※5 SCR

2050年に向けて進化し続ける
省エネルギー自動車専用船

P.12 ～13

特集もご覧ください

CSR

!

CSR活動 ＞ 環境活動
Web 海での取組み

環境コミュニケーション



CA AP Awards授賞式の様子

※10 CAAP Awards
ロサンゼルス港とロングビーチ港内の
大気質を改善するため、積極的に取組ん
でいる事業者（テナントやオペレーター）
の功績を毎年、両港が表彰するもの。
Clean Air Action Plan Air Quality 
Awardsは4分野（会社レベルでの積極
的な大気質改善、先進的な大気質改善
技術、先進的な大気質改善運用取組み、
大気汚染物質削減への早期積極的取
組み）ある

※11 陸上電源
船の接岸中に船内の発電機を止めて、
陸上電源から必要な電力の供給を受け
ることで、大気汚染物質の排出量を削
減できる

※12 約24％
カリフォルニア州大気資源局による
計算値

※9 NOx（窒素酸化物）
光化学スモッグや酸性雨などの原因
の一つといわれている有害物質

※8 SOx（硫黄酸化物）
大気汚染や酸性雨などの原因の一つ
といわれている有害物質

　船舶解体時に発生する有害物質による環境
への影響が問題になっており、条約発効が急
がれています。当社は解撤方針を定め、有害
物質を適切に処理する設備を有し、労働安全・

環境に配慮し、国際的環境基準に合致した
ヤードのみで解体を行っています。また、条約
を先取りした船の有害物質をリストアップする
取組みも進めています。

　硫黄分を含む燃料油を燃焼させるとSOx（硫
黄酸化物）※8が発生します。船舶から排出され
るSOxの低減を目的として、2012年1月より一
般海域における燃料油の硫黄分濃度が4.5％
から3.5％に減量され、よりいっそう厳しいもの
となりました。当社では、これらの規制を遵守
することはもとより、就航船の搭載機器の改造
や新造船の建造仕様の変更など、必要な対策
を検討するタスクフォースでの活動により、安
全運航と環境保全の両立に取組んでいます。

くなる規制に対応するために、現在当社運航
船に試験搭載して実証実験を行っています。

船舶の解体

環 境 環境影響低減への取組み
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大気汚染防止

low-sulfur（低硫黄）燃料油

　当社は、カリフォルニア州ロサンゼルス港より
CAAP Awards※10において大気汚染物質削減
対策への積極的な取組みが評価され、表彰を
受けました。当社運航のコンテナ船は、ロサン
ゼルス港停泊中には陸上電源※11を利用するこ
となどで2010年度は大気汚染物質である
NOxおよび微粒子の排出量を、対策をしなか
った場合に比べて約24％※12削減するなど、
カリフォルニア州の大気汚染防止規制を先取り
して遵守していることが高く評価されました。
また、当社自営のコンテナターミナルである
Yusen Terminals社も、大気質を改善する
先進的な取組みが評価され受賞しました。
Yusen Terminals社では、ゲートの自動化や
交通の流れを整備するなど、環境負荷低減へ
向けた取組みを推進しており、2008年には先
進的な大気質改善技術、2009年は会社レベ
ルでの積極的な大気質改善への取組みが評
価され受賞しています。

米国ロサンゼルス港から
大気汚染物質削減で表彰

　船のエンジンが燃料を燃やす際、NOx（窒
素酸化物）※9が生成されます。IMOでは、船舶
から発生するNOxを低減させるための規制を
発効しており、当社は対策の一環として、NOx
の発生を軽減できる電子制御エンジンの搭載
を推進しています。電子制御エンジンは、燃料
噴射と排気弁の開閉を電子制御にて最適化す
ることで、NOxの発生を軽減できます。2011
年度は10隻の電子制御エンジン搭載船が就
航し、2012年3月末現在48隻、当社所有船の
17.9％に搭載しています。
　またNOx低減のための新技術としてSCR脱
硝装置の研究も進めています。この装置は事
後処理的方法として大いに期待されている技
術です。NOxを含む排気ガスにアンモニアを
混合し、触媒層を通過させ、NOxを窒素と水に
分解し無害化させることで、排出量を90％以
上も削減することができます。今後さらに厳し

電子制御エンジン、SCR脱硝装置

海難による漏洩
機器等故障による漏洩
作業手順ミスによる漏洩

1件
4件
2件

上記7件は、適切に報告・処理されてい
ます

2011年度海洋汚染事故

SOx、NOxの排出量

CSR活動 ＞ 環境活動Web
海での取組み
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社内での取組み

※4 川柳コンテスト
エコをテーマにした環境川柳を募集
し、135点の応募があった

※1 環境の日
ストックホルムで1972年6月5日から
開催された「国連人間環境会議」を記
念して定められたもの。日本では「環
境基本法」により「環境の日」が定めら
れている。環境保全についての関心と
理解を深め、環境保全に関する活動へ
の意欲を高めることが目的

※2 オリジナル扇子の配布
主に夏の節電対策のため、国内外グル
ープ会社へ配布

※3 CO2ダイエット宣言
省エネルギーに関する10個の宣言項
目に対して、個人がその時点から6カ
月間の行動を宣言することによって推
定CO2削減量および節約金額を把握
することができる

　国内主要グループ会社51社とともに環境経
営を推進しています。その取組みとして、2011
年11月には「第5回グループ環境経営連絡会」
を開催しました。今回は各社の夏期節電の取
組みについて情報共有を図り、取組みが評価
された会社に対し報奨を行いました。2011年
度は、千葉海運産業（株）、郵船不動産（株）、
郵船ロジスティクス（株）、（株）ユニエツクス、
横浜貿易建物（株）の5社でした。
　また、バラスト水管理条約等の環境規制の
動向について情報共有を図る目的で関連6社
が参加した「第1回NYKフリート環境戦略
会議」を新たに開催しました。今後もグループ
全体の環境活動推進に取組んでいきます。

グループ環境経営の強化 環境e-ラーニング、オリジナル扇子の配布※2、
CO2ダイエット宣言※3、川柳コンテスト※4などに
取組みました。7月から8月に実施したCO2ダイ
エット宣言への参加者は5,949名となり、その
推定CO2削減量は314,918kgとなりました。

　毎年「環境の日※1」である6月5日に合わせ
て、環境保全キャンペーン「The Earth Is 
Our Home」を実施しています。2011年度は、
環境意識高揚のため当社グループ全体で、

環境保全キャンペーン

環 境 環境影響低減への取組み
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　グループ全体の環境負荷の把握と、グルー
プ各社の環境への取組みを促すため、全世界
にわたるグループ会社から環境負荷データの
収集を行っています。国内は69社（251事業
所）から15項目、海外は114社から7項目の
データを収集し、環境負荷の「見える化」に取
組んでいます。

環境負荷データの収集

環境e-ラーニング受講者数

2006
0

2009 2010 2011（年度）

（人数）

1,667

2,442

3,551
3,867

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

NYK-Point

NYK-Point

環境負荷データを収集するシステム「NYK ECOM」画面

出展ブースの様子出展ブースの様子

日本最大級の環境展示会に出展

　2011年12月15日から17日の3日間、当社は東京ビッグサイト
にて開催された国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ
2011」にブースを出展しました。模型やバナーを使い、太陽光
パネルや二次電池、空気潤滑のシステムを搭載した省エネル
ギー船の紹介、さらには未来のコンセプトシップである「NYK
スーパーエコシップ2030」の紹介も行い、来場した皆さまに
「海での環境活動」を知っていただくことができました。

「第5回グループ環境経営連絡会」授賞式の様子

CSR活動 ＞ 環境活動

Web
環境経営について
海での取組み
環境コミュニケーション
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　日本郵船は、安全運航・海洋環境の保全を達成するため、同社の安全文化が反映さ
れた安全管理システムを構築し、全社をあげて取組まれています。2011年4月には、
同社グループ会社の安全管理システムも統合改正され、継続的な改善により、常に
高いレベルでマネジメントシステムが維持されています。
　業界のトップランナーとして、今後もシステムの運用による高いパフォーマンスを期待して
います。

「業界を牽引するパフォーマンスを期待しています」

　今まで独自に改定・運用していた今まで独自に インハウス船舶管理会社※1の安全管理システ
2011年4月に統合し、7月から運用を開始しました。これにより、インハウス船舶2011年4月に統合
会社の安全に関する基準が統一されたことになります。安全で安定した船舶運会社の安全に関す
いう社会の期待に応えるべく、今後も高いレベルの安全基準を維持するとという社会の期待に応
各社間での調整を図りつつ、統合システムをさらに進化させていきます。各社間での調整を図りつ

「統一基準を設けて高い安全レベルを維持しています」

社会に信頼される
安全性の高い企業を目指して

Cooperator's message

NYK's comment

安全

統一された安全管理システム「NYK SMS MANUAL」

※1 インハウス船舶管理会社
NYK Shipmanagement Pte Ltd.、NYK LNGシップマネージメント（株）、
NYK LNG Shipmanagement (UK) Ltd.の3社（日本郵船の100%子会社）

日本郵船グループは安全・確実な輸送技術により、社会に信頼され、社会と
ともに成長し続ける企業を目指しています。継続的な安全性の追求を通じ
て、これからの未来を支えます。

海務グループ
グループ長代理

樋本 洋己
Hiromi Himoto

　
れ
同
高
　
い

「

テムを
舶管理
運航と
もに、

」 海務グループ
グループ長代理

樋本 洋己
Hiromi Himoto

一般財団法人
日本海事協会
認証サービス事業部
主管

木村 信孝 さん
Nobutaka Kimura

統一された安全管理システム「NYK SMS MANUAAL」



Emergency Response Network
万が一、世界のどこかの海域で事故・ト
ラブルが発生した場合に迅速に対応し、
被害を最小限に抑えられるよう、世界6
拠点体制で構築・整備している緊急対
応のためのネットワーク

CSR活動 ＞ 安全活動

　船舶の安全運航の確保は、日本郵船グループの事業活動の基盤であり、環境保護とともに、
最重要課題と位置付けています。この安全運航の達成のため、地道な活動を通じて継続的な改善に
取組んでいます。

継続的改善の実施

安 全 海での安全への取組み

海での取組み
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海での安全への取組み

継続的改善

安全運航
達成のために

サプライチェーンの
一翼を担う

安全キャンペーン
事故対応訓練
ニアミス3000活動
海賊防止対策

NAV9000

PLAN （計画）

PLAN

DO （実行）

安全推進体制
遅延時間で安全を計る
緊急対応ネットワーク

トラブルの原因究明と
目標達成に向けた改善
大地震・津波対応マニュアル
の策定

ACT （改善）

CHECK （点検）

＞P.32

＞P.34

＞P.33

＞P.34

安全・環境対策推進委員会（SEMC）
委員長［社長］

安全対策推進本部長
 ［海務担当役員1名］

安全対策推進本部（運営委員会）
事務局

［海務グループ長］［企画グループ長］

上級環境管理責任者（ECEM）
 ［環境担当役員1名］

環境対策推進本部（運営委員会）
事務局

［環境グループ長］［企画グループ長］

安全推進体制図（2012年4月1日現在）

安全および環境活動方針、目標の決定など

　社長を委員長とする安全・環境対策推進委
員会において、毎年、前年度の活動レビューを
行い、年間目標や活動方針を決定しています。
当委員会で決定された活動方針は、船種別等
に設けられた小委員会で具体化し、安全活動
として実行に移しています。

安全推進体制
　当社では、船舶の安全運航の達成度を計る
ため、事故・トラブルによって運航が止まった時
間を指標として取り入れ、遅延時間の“ゼロ”
化を目指し、海・陸一丸となって目標達成に取
組んでいます。

遅延時間で安全を計る

　世界中のあらゆる海域で発生する事故・
トラブルに備え、緊急対応のためのネットワーク
ERN※1を構築しています。

緊急対応ネットワーク

北米

東アジアロンドン

ニューヨーク
ロサンゼルス

東京
上海

香港

サンパウロ
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オセアニア欧州・アフリカ 中南米
シドニー
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遅延時間の推移

※1 ERN

NYK-Point

12.1

19.6

Web



※2「リメンバー中ノ瀬」キャンペーン
1997年東京湾中ノ瀬で起きたVLCC（大
型原油タンカー）“DIAMOND GRACE”
の油漏事故の教訓を風化させないため、
事故があった7月に毎年実施

※3

※4

「SAIL ON SAFETY」キャンペーン
冬季荒天対策を主目的とし、毎年12
月、1月の2カ月間実施

ハインリッヒの法則
1件の重大事故の背景には、29件の軽
微な事故と300件のニアミス体験が
存在するという労災事故に関する法則

※5 DEVIL Hunting!
DEVILは、Dangerous Events and 
Irregular Looks（不安全行動や不
安全状態）の略。重大事故に至らない
ように、前兆や要因などを初期の段階
で排除することを目的とした活動

安 全 海での安全への取組み

CSR活動 ＞ 安全活動
海での取組み
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DO 本船、現場、会社が一体となった安全活動の実施

　夏季・冬季にそれぞれ「リメンバー中ノ瀬※2」、
「SAIL ON SAFETY※3」と称する安全キャン
ペーンを実施しています。営業・運航・技術の
担当者が一組となって訪船し、本船と陸上ス
タッフの相互理解を深めるとともに関係者全
員の安全意識の向上に取組んでいます。また、
安全運航の達成に欠かせないパートナーであ
る船主および船舶管理会社を対象に安全推
進会議や安全セミナーなどを開催し、情報共
有を図ることにより、当社グループ全体で安全
運航に取組んでいます。

安全キャンペーン
た本船主体の活動です。当社では、ヒヤリハッ
トのレベルから、さらに裾野を広げ、見過ごし
がちな事故の予兆である事象まで対象とし、
初期の段階で事故の芽を摘み取る「DEVIL 
Hunting！※5」活動として、2006年から当社
グループの枠を超え、パートナーである船主や
船舶管理会社にも展開しています。

　ニアミス3000活動は、ハインリッヒの法則※4

に基づいて、事故を未然に防ぐことを目的とし

ニアミス3000活動

　ソマリア沖、インド洋で発生している海賊
の脅威に対し、2011年4月1日より海務グルー
プに「テロ・海賊対策チーム」を設置し、社内
組織体制の強化を図りました。また当社船長
2名をそれぞれ3カ月間、軍民連絡調整官とし
て英国にあるEU軍海賊対策本部へ派遣する
など、国内外の関係機関との綿密な情報・意
見交換を継続的に実施しています。さらに、
香港、豪州の海難救助機関の要請により、当
社運航船を利用して海賊の襲撃を想定した
訓練を実施しました。
　当社グループ全運航船の動静状況や気象
情報を監視するシステム「NYK e-missions'」
に海賊情報データベースの機能を追加しまし
た。システム上に海賊発生状況を表示するこ
とにより、運航船との位置関係を瞬時に把握
して、危険度の判定を行い、付近航行船への
注意喚起のツールとして活用しています。
　海賊危険海域を通過する運航船に対し、
万が一襲撃を受けた場合でも被害を最小限
に止めるため、防弾ヘルメット・ベストの支給、
船橋の窓ガラスへの防弾フィルムの貼付、
高圧放水銃、有刺鉄線の設置などの対策を
実施しています。

海賊防止対策

　社員の事故対応能力を高めるために、定期
的に訓練を実施しています。より現実的な訓
練にするため、船の種類や船型、事故、トラブル
の内容は毎回変えて行います。また、訓練には
本船や船舶管理会社に加え、官公庁や荷主の
方々など多くの関係者にも参加していただいて
います。2011年7月には、第三管区海上保安本
部と合同で、LNG船での衝突・燃料油流出を想
定した事故対応訓練を実施しました。訓練のレ
ビューにも重点を置き、そこで得られた意見を
もとに事故対応体制の強化を図っています。

事故対応訓練

36,489

47,811 50,908
52,241 54,917

NYK-Point

NYK-Point

NYK-Point

重大事故
事故・トラブル

ハインリッヒの法則

ニアミス

不安全状態
不安全行動 DEVIL
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CHECK 実施された安全活動の効果・確認など

　運航船舶の安全確保と環境保護の責任を
果たすため、1998年から当社グループ独自の
安全運航管理システム「NAV9000」を導入し
ています。自社船・傭船にかかわらず、船舶や
船主、船舶管理会社に安全運航に関する事項
を開示し、遵守を求めています。これは国際

条約で要求される事項、過去に発生した重大
事故の再発防止策、およびお客さまからの要
求事項を網羅しています。専門知識を持つ
Auditor※1が定期的に船舶や会社へ訪問し、
継続的な改善活動をサポートしています。

NAV9000

ACT トラブルの原因究明と目標達成に向けた改善

　事故情報を再発防止につなげるため、事故発
生直後に速報を運航船に周知し、原因究明の後
に再発防止策を決定、「Safety Bulletin※2」等で
運航船へ防止策の実施指示を行っています。
また、改善活動の一つとして、機関事故から
得た教訓をチェックリスト形式で取りまとめた

「NYK's Checklist of “Engine Essentials”」
を運航船に配布し主要機器を定期的に点検す
ることで、機関事故による遅延の削減につなげ
ています。さらに、毎月の遅延時間、発生した事
故概要、ニアミス3000活動の例、「NAV9000」
検船結果、事故の教訓および環境対策等を紹
介する安全情報誌「Calm Sea」を毎月発行し
船主・船舶管理会社･運航船との情報共有を
図っています。

トラブルの原因究明と
目標達成に向けた改善

　2011年3月11日に発生した東日本大震災に
よる津波来襲の教訓から、船舶入港中におけ
る津波来襲時の対応ガイドラインを作成しま
した。東南海・南海地震の津波予報のモデル
により、係留シミュレーションおよび操船
シミュレーションを実施し、津波に対する係留
限界や、岸壁からの緊急避難の可否および
その時の操船方法などの検討を行い、津波
警報が発令された場合の判断基準を盛り込
みました。

津波来襲時の
対応ガイドラインの策定

NYK-Point

※1 Auditor
専門的な知識を持つ、会社監査およ
び検船を実施する監査員

※2

NYK-Point

Safety Bulletin
海賊・テロに関する情報や航行関連情
報のほか、発生した事故・トラブルの原
因と再発防止策を全運航船に周知・指
示するための安全情報誌

※3 Casualty Report
事故・トラブルが発生した場合に、速報
として事故内容などを全運航船に周
知して事故情報の共有と注意喚起を
行うための安全情報誌

「NYK's Checklist of 
“Engine Essentials”」

安全情報誌「Calm Sea」

安 全

CSR活動 ＞ 安全活動
海での取組み

2009年度 2010年度 2011年度

319 306 298

35 38 37

2,946 2,783 3,524

本船
監査数（隻）
会社
監査数（社）
改善件数
（件）

NAV9000改善（要求）件数の内訳

Web
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2011年度はさらなる報告の徹底により、
疾病報告件数が増加しました

安全情報誌「Safety Bulletin」と
「Casualty Report※3」



※2 4つの安全文化
● 気付き、正しく報告する文化
● 情報が共有され、議論できる文化
● 学習し、育てる文化
● 積極的に評価する文化

※3 ADS
Accident Disclosure System
事故・トラブルが発生した際、事故内
容に応じてカテゴリーに分け、概要・対
策を明示、即時に情報共有を可能にす
るシステム

陸・空での安全への取組み
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陸・空での安全への取組み

　国内の自営ターミナル（東京・横浜・神戸）に
おいて、事故を未然に防ぐことを安全対策の基
本に緊急連絡体制の強化、事故原因の解析や
情報の共有を継続的に行っています。ターミナ
ルからの報告や情報をもとに各ターミナル安
全担当者との合同安全推進会議を定期的に開
催して、事故防止策の共有化・標準化を進めて
います。またターミナルに関係のある他業界各
社とも情報交換を行いながら、より安全な体制
を構築して、安全な荷役を実施していきます。

港湾・ターミナルでの安全への取組み 航空部門での安全への取組み

　郵船ロジスティクス（株）では、万が一事故が
発生した場合、独自のADS※3により、関係者
に迅速に情報を伝達して共有し、対策を明示
しています。さらに、同システムにより抽出した
データを分析し、類似事故防止に向けた取組み
を行っています。また、事故ゼロ・品質向上を
主眼とした輸送監査を継続実施しています。
監査で設定された目標の達成に向けて、各現
場とRHQ※4、GHQ※5が三位一体となって活動
しています。

物流部門での安全への取組み

安全集会の様子

※4 RHQ
Regional Headquarters

※5 GHQ
Global Headquarters

年間安全表彰 授賞式の様子

安 全

　日本貨物航空（株）（NCA）では、NCA企業
理念の最重要課題である安全運航の絶対堅
持に向けた活動を行っています。
　2011年度は、「NCA安全文化の4つの基盤
を築こう！」を全社的安全目標とし、4つの安
全文化※2の定着に取組みました。
　具体的には、以前から実施している安全リス
クマネジメント勉強会、安全講演会、年間安全
表彰等に加え、安全性向上に貢献した社員を
より積極的に評価するための月間安全表彰制
度、現場職員との社長ダイレクトトークの開
催、リスク評価員の集合教育等を行いました。
また、これらの活動は毎年実施している安全
意識調査にて効果を確認し、次年度の対策に
結びつけるPDCAサイクルにより、確実に管理
しています。

自動車専用船の安全荷役を推進する「RORO船※1安全ポスター」

※1 RORO船
Roll-on Roll-off Ship
フェリーのように、ランプウェイと車両
を収納する車両甲板を持ち、自走で荷
役ができる構造の船。クレーンを使わ
ず直接荷役を行うことができる

CSR活動 ＞ 安全活動
陸・空での取組み

Web
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豊かな暮らしと
社会を支えるために

「日本郵船氷川丸はヨコハマのシンボルです」

　日本郵船氷川丸は山下公園前に係留されて以来、半世紀以上にわたり横浜の観光
を支えてきました。2007年から改修工事を行い、2008年4月25日にリニューアルオー
プンして、毎年20万名を超える入場者に恵まれています。2012年5月には100万名を
迎えました。これもひとえにお客さまと横浜市のご支援の賜物と感謝しています。
海に面した横浜市を代表するシンボルシップとして、これからも横浜市民に愛される
ような日本郵船氷川丸でありたいと願っています。

「横浜市民に愛されるシンボルシップでありたい」

Cooperator's message

NYK's comment

ステークホルダー

　みなとヨコハマの顔ともいうべき山下公園に優美な姿を浮かべている日本郵船
氷川丸は、市民はもとより、横浜を訪れる多くのお客さまに、シンボルとして親しまれ
ています。まだ企業の社会貢献活動が一般的でなかった1961年、横浜開港100周年
記念事業の一環として係留していただいた、その先見性と横浜を愛する気持ち、そして、
日本郵船氷川丸を活用したみなとの賑わいづくりに貢献いただいていることに、心から
感謝しています。2012年は、日米桜交流100周年です。私も、ワシントンのポトマック
河畔で開催された記念行事に出席しました。友好の苗木は、横浜港から船賃無料を
買って出てくださった日本郵船グループの貨物船で運ばれました。どうぞ、今後とも
横浜の魅力向上にお力添えいただきますよう、よろしくお願いいたします。

日本郵船氷川丸（横浜市指定有形文化財）

日本郵船グループは事業活動を通じて、人々の豊かな暮らしと社会を支えて
います。これからも社会とともに発展していく企業であるために、社員一人一人
が社会の期待を自覚し、より良い社会の構築に貢献します。

林 文子 横浜市長
Fumiko Hayashi

日本郵船氷川丸 船長

金谷 範夫
Norio Kanaya
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　SmartWayは米国の商業輸送における燃料消費効率の向上と温室効果ガスや大気汚染物質の排出削減
を目的として、米国環境庁によって設けられたプログラムです。Yusen Logistics (Americas)社は、2005年
からSmartway Transport Partnershipに参加しており、荷主、輸送業者やロ
ジスティクス会社がオペレーションや燃費効率の改善度を自主的に数値化する取
組みでは、最優秀スコアを獲得し続けています。高いスコアの獲得は、当社の環
境分野に対する意識の高さを市場に示すだけでなく、大手荷主が業者を選定
する際の指標にもなっています。

ステークホルダー お客さまとともに

CSR活動 ＞ 
ステークホルダーとともに
お客さまとともに
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お客さまとともに

　日本郵船グループは2010年10月、海上フォ
ワーディングおよび陸送・倉庫保管・配送事業
を主体とするNYKロジスティクス事業と、航空
フォワーディングを中心とする郵船航空サー
ビス（株）の事業統合を行い、郵船ロジスティク
ス（株）を設立しました。段階的に進んでいた
世界各地の2事業の統合も、2012年4月の中
国、インドネシアをもって、ほぼ完了しました。
事業と組織の運営をグローバルレベルで統一
したことにより、海上・陸上・航空の事業ネット
ワークの連携や、アセットの効率化、経営資源
である人的リソースの活用を、名実ともに一つ
になったマネジメントのもとで強力に推進し
ていきます。

物流サービス

　コンテナ・ターミナルは国際物流において、
海と陸をつなぐ結節点であると同時に、貨物
を媒体としたお客さまとの接点でもあります。
そこで、お客さまからどのように評価されてい
るのかを把握するため、2008年度より神戸タ
ーミナルを利用するほぼすべてのお客さまを対
象として満足度調査を行っています。各社へ直
接訪問して調査の趣旨を説明し、調査後には
結果と今後の取組みについて報告しています。

神戸ターミナルの
お客さま満足度調査

お客さまからいただいたご意見やご指摘は真
摯に受け止め、改善に努めています。その結果、
コミュニケーションが良好になり、徐々に高い
評価をいただいています。今後もさらなる満足
度向上に向けて、取組みを進めていきます。

　当社グループは、「船旅を通じてお客さまに
人生の幸福を感じていただくこと」を何よりも
大切に考え、船舶の安全運航とお客さまの安
全確保を常に念頭に置き、お客さまに満足い
ただけるようなクルーズを企画・提供していま
す。これらの蓄積があって初めて、世界中のさ
まざまな港や街、美しい自然や世界遺産、船内
で豊かな時を過ごすための多彩な演出、洗練
された料理、健康増進のためのスパ施設など、
ハード・ソフトのサービスをバランス良く盛り
込んだ商品、サービスの提供が可能になると
確信しています。

客船事業

客船“Crystal Serenity”

米国環境庁の高い評価がお客さまの信頼につながっています
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大変満足・満足
やや満足・どちらともいえない
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神戸ターミナル
お客さま満足度調査結果
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V O I C E お客さまと協力して環境対応に取組むグループ社員の声

1回目 3回目 4回目 5回目

Yusen Logistics (Americas ) Inc. Business Development & Marketing Analyst

オータム・ヒューストン  Autumn Houston
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株主・投資家の皆さまとともに

　株主・投資家をはじめとするステークホルダ
ーの皆さまに、適時に公平かつ適切な情報を開
示するとともに、双方向のコミュニケーションを
積み重ねることが、日本郵船の企業価値の公正
な評価につながると考えています。社長を筆頭
に経営陣自らが率先して、事業環境や経営戦略
をわかりやすく積極的に説明します。集中日を
避けた株主総会の開催、四半期決算説明会や
社長スモールミーティング、個人投資家を対象
とした会社説明会など、より多くの説明機会の
提供にも努めています。今期は2011年3月に発
表した中期経営計画“More Than Shipping 
2013”の理解浸透を目指し活動しました。事業
環境は刻々と変化していますが、積極的なIR活
動を継続し、当社の永続的成長への信頼醸成
に努めていきます。

IR活動の考え方

　個人株主・投資
家の皆さまに当社
をより身近に感じ
ていただくために、
海・陸・空における
事業活動の最前線
である現場や、社
会貢献活動への取
組みなど幅広く企
業活動を紹介して
いる小冊子「NYK 
Plus※1」を年2回
（春・秋）発行してい
ます。また、情報提
供の重要なツール
であるウェブサイトでは、個人投資家を対象と
した説明会※2の開催予定や、毎月のコンテナ
船の運賃市況やばら積み船・タンカー市況※3

の掲載などを行っています。

IR情報の発信

　2011年10月、当社と郵船ロジスティクス
（株）は、中国（上海およびその周辺）にて日本
の機関投資家・アナリスト向けのIRツアーを
開催しました。当社グループの取組みをご覧
いただくため、蘇州工業園区の倉庫、上海・西
北物流センターや、外高橋のRORO船やター
ミナルを見学したほか、当社サービスをご利用
いただいているお客さまである鉄鋼会社、製
紙会社も訪問し、事業の説明や工場の案内を
受けました。各訪問先では活発な質疑応答・
意見交換がなされ、参加者が当社グループの
中国におけるさらなる成長を期待できるツアー
となりました。

施設見学会の実施

vol.10 2011 秋号

ステークホルダー 株主・投資家の皆さまとともに

参加社数 参加者数
554社

（52社）※
613名
（52名）

海外IRツアー 263社
（25社）

330名
（31名）

施設見学会・事業説明会
国内（3回） 82社 83名
海外（1回） 12社 12名
個人IR
国内（13回） 1,069名―

※（　）は社長IR

国内での投資
家との面談

2011年度IR活動実績

※1 NYK Plus（株主通信）
ホーム＞IR情報＞
個人投資家の皆さまへ＞
NYK Plus（株主通信）
http://www.nyk.com/
ir/investors/plus/

※2 個人投資家向け説明会
ホーム＞IR情報＞
個人投資家の皆さまへ＞
個人投資家向け説明会
http://www.nyk.com/release/
IR_Seminar.html

※3 海運市況
ホーム＞IR情報＞
業績・財務情報＞海運市況
http://www.nyk.com/
ir/financial/shipping/

上海・西北物流センター見学の様子

外高橋のROROターミナル

CSR活動 ＞ 
ステークホルダーとともに
株主・投資家の皆さまとともに
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子供たちへのメッセージが
書かれた社旗

再建された教室  ©プラン・ジャパン

授業の様子  ©プラン・ジャパン

ステークホルダー 社会貢献活動
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社会貢献活動

　日本郵船は客船事業再開20周年を記念し、
郵船クルーズ（株）運航の客船“飛鳥  ”で、
2011年10月5日から横浜港発着、清水港寄港
（2泊3日）のチャリティークルーズを実施しま
した。これは公益財団法人プラン・ジャパン※1

の協力のもと、フィリピンの子供たちへの教育
支援を目的に実施したもので、売り上げのうち
10万ドル（約767万円）を同財団に寄付しま
した。船内では当社の社会貢献活動紹介パネル
を展示。また、“飛鳥  ”乗組員から子供たちへ
のメッセージが書かれた当社の二引の社旗は、
船内展示後に現地へ贈られました。
　フィリピンでは教室の不足や老朽化、遠距
離通学等の教育環境の整備不足のほか、貧困
などの理由により、中途退学せざるを得ない
子供たちがたくさんいます。本支援は、教室の
再建、学用品や交通費など補助金の支給、教師

トレーニングに活用されます。当社はこれらの
活動を通じてミレニアム開発目標（MDGs）「普
遍的初等教育の達成」に貢献します。

❶輸送協力
国際協力NGOジョイセフ／自転車・ランドセル輸送
（公社）シャンティ国際ボランティア会／絵本輸送

❷災害支援活動
タイ洪水等災害被災地への本業を活かした輸送協力、
支援金寄付、グループ役員・社員による募金活動

❸東日本大震災
モジュール船“YAMATAI”をはじめコンテナ船やコンテ
ナトレーラーによる救援物資の輸送協力、漁業支援とし
て冷凍コンテナを被災地漁港に提供
岩手県陸前高田市へのグループ社員ボランティア派遣
▶P.42～45参照

❹日本郵船ネイチャーフェローシップ
学生、グループ社員を海洋環境調査に派遣

❺施設開放
日本郵船歴史博物館、日本郵船氷川丸

❻社内での取組み
TABLE FOR TWOプログラムへの参加、
フェアトレード品販売、寄付付き自動販売機の設置、
スワンベーカリー※社内販売

※障がい者の方々の自立と社会参加を支援するために、ヤマト
財団が1998年6月に設立したベーカリーで、全国で店舗を展開
しています。

“飛鳥   ”でチャリティークルーズを実施

 2011年度輸送協力実績

2011年度および東日本大震災支援実績

「再生自転車の海外譲与活動」
輸送先 輸送台数

タンザニアなど
60カ国以上 1,480台

※2000年度以降延べ　29,314台

国際協力NGOジョイセフ

「想い出のランドセルギフト」
輸送先 輸送個数

アフガニスタン 16,362個

災害名・支援内容 金額・輸送量
2011年3月
東日本大震災
●モジュール船
“YAMATAI”による
輸送協力
●海上輸送協力
（食料品、乳児用品、
衛生用品等）
●陸上輸送協力
（電化製品、衣類、
介護用品等）

2011年7月
タイ洪水  支援金
●海上輸送協力
（飲料水、生理食塩水）

3,750,000円※1

2011年12月
フィリピン台風  支援金 3,542,113円※1

33TEU※2

146トン

89,221,026円※1

113TEU※2

13TEU※2

※2004年度以降延べ　89,447個

※2004年度以降延べ　143,383冊

「絵本を届ける運動」
輸送先 輸送冊数

カンボジア、ラオス、
ミャンマー
難民キャンプ

13,967冊

（公社）シャンティ国際ボランティア会

※1 プラン・ジャパン
途上国50カ国の子供たちとともに、地
域開発を進める国際NGOプランの一
員として、1983年に設立。子どもたち
が持つ能力や可能性を十分に発揮で
きる地域づくりを目指し、世界20カ国
の支援国と共通の目標・使命のもとで
途上国開発を推進している

※1  会社寄付、グループ社員募金の
合計金額。グループ会社からも別途支
援金送金実績あり
※2  20フィートコンテナ1本分の積載
能力を表す単位

社会貢献活動 基本理念・活動方針（抜粋）

［活動方針］ 社員のボランティア活動の推進
未来の地球社会への「投資」
地域社会との共生

日本郵船は、地球社会とともに生きる「良き企業市民」として主体的に社会の課題に取組み、
その活動を通してすべてのステークホルダーにとっての企業価値の向上を目指します。

❶輸送協力
国際協力NGOジョイセフ／自転車・ランドセル輸送
（公社）シャンティ国際ボランティア会／絵本輸送

❷災害支援活動
タイ洪水等災害被災地への本業を活かした輸送協力、
支援金寄付、グループ役員・社員による募金活動

❸東日本大震災
モジュール船“YAMATAI”をはじめコンテナ船やコンテ
ナトレーラーによる救援物資の輸送協力、漁業支援とし
て冷凍コンテナを被災地漁港に提供
岩手県陸前高田市へのグループ社員ボランティア派遣
▶P.42～45参照

❹日本郵船ネイチャーフェローシップ
学生、グループ社員を海洋環境調査に派遣

❺施設開放
日本郵船歴史博物館、日本郵船氷川丸

❻社内での取組み
TABLE FOR TWOプログラムへの参加、
フェアトレード品販売、寄付付き自動販売機の設置、
スワンベーカリー※社内販売

※障がい者の方々の自立と社会参加を支援するために、ヤマト
財団が1998年6月に設立したベーカリーで、全国で店舗を展開
しています。

主な社会貢献活動

ダイアログもご覧ください!

1

2

3

CSR活動 ＞ 
社会貢献活動
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グループ社員とともに

　日本郵船グループでは、陸上で働く社員の
総合力強化を目指した研修体系「NYKビジネ
スカレッジ」を毎年充実させています。2011
年度は70種類を超える研修を実施し、3,000
名以上のグループ社員が参加しました。ます
ます加速するグローバル化に対応するため、
シニア層に対しては海外事業運営力をつける
ために「経営戦略」「投資評価・企業価値評価」
「自己現状理解・ビジョン策定」研修を実施。
また、若手層に対しては英語以外に中国語や
ポルトガル語研修を実施しました。2012年度
も引き続き、ステークホルダーの皆さまが当社
グループ社員に求める資質を念頭に置きなが
ら、さらに内容を高めていきます。

研修制度の充実 加し、当社グループの企業活動や環境問題へ
の取組みについて学びました。その経験を子
供たちに伝え、学校運営に活かしてもらいたい
と考えています。
　座学だけでなく、大型コンテナ船の訪船、日
本郵船歴史博物館や日本郵船氷川丸の見学、
懇親会を通じて、経済界と教育界の対話促進
に努 め、海 運、物
流の最先端と、そ
の歴史について理
解を深めていただ
きました。

　当社グループでは、本社の海外勤務員だけ
でなく、現地のナショナルスタッフとその家族
も含めた社員の安全管理を目指して、安全管
理の基本方針、および平時・有事の基準行動
をまとめたマニュアル「従業員危機管理システ
ム（EMPMS※2）」を作成、海外グループ会社に
配布しました。また、2011年10月には安否確
認ドリルを実施し、海外グループ会社およびそ
の支店計103拠点の参加のもと、災害発生を
想定した緊急連絡網の運用テストを行いまし
た。今後も、緊急時の人的状況の早期把握、安
全対策の速やかな実施に向け、安全管理体制
の維持に努めていきます。

社員の安全管理

　当社グループは（財）経済広報センターに
協力しており、通算17年目となる2011年度は
「教員の民間企業研修」を受け入れました。
8月23日から3日間、行われた研修には、日野
市教育委員会より11名の小、中学校教諭が参

教員の民間企業研修

ステークホルダー グループ社員とともに

※1 NCA
Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.
日本貨物航空（株）

幅広い事業分野で、さまざまな国籍を持つ日本郵船グループの社員に向けて、一人ひとりが、その持て
る能力を最大限に発揮できるようにと、HR（Human Resources）理念を2005年に定めました。次代
を担う人材の育成を目指して、

「国内外グループ各社の多様な人材を、グローバルなフィールドでたゆみなく育成する」

 

の育成に力を注いでいます。

HR理念

異文化や異質な考え方に対する包容力と柔軟性
明確な目標を自ら設定し、周囲を引っ張っていくことができるリーダーシップ
専門分野に止まらず広い視野を持って全般的な管理業務もこなせるマネジメント能力

幅広い事業分野で、さまざまな国籍を持つ日本郵船グループの社員に向けて、一人ひとりが、その持て
る能力を最大限に発揮できるようにと、HR（Human Resources）理念を2005年に定めました。次代
を担う人材の育成を目指して、

「国内外グループ各社の多様な人材を、グローバルなフィールドでたゆみなく育成する」

の育成に力を注いでいます。

HR理念

異文化や異質な考え方に対する包容力と柔軟性
明確な目標を自ら設定し、周囲を引っ張っていくことができるリーダーシップ
専門分野に止まらず広い視野を持って全般的な管理業務もこなせるマネジメント能力

1

2

3

研修の様子

日本郵船氷川丸の見学の様子

NCA※1 
2名

オセアニア
 21名

欧州 
73名

南アジア 
62名

北米
75名

中南米 
14名

東アジア 
65名

累計 
312名

Global NYK Weekの実施状況

企業理念や「NYKグループ・バリュー」、
事業戦略を浸透させることを目的とし
た、海外グループ会社で活躍する中堅
社員向けの研修。
社長との直接対話や、グループワークを
実施。2002年に開始し、延べ300名
以上の社員が参加。2011年度（第15
回）は震災の影響により中止になった
が、2012年度は内容も新たに、郵船ロ
ジスティクス（株）と合同開催予定

CSR活動 ＞ 
ステークホルダーとともに ＞ 
グループ社員とともに
陸上で働く

Web
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　当社では仕事と私生活のバランスをとり
ながら、社員一人一人が持てる力を最大限に
発揮できるような仕組みづくりを進めています。
ワークライフバランス推進委員会※3では、時間
外労働と休暇取得日数の全社／部署ごとの数
値目標設定および実績モニタリングのほか、
残業が多い部署の社員／上長へのヒアリング
や、期間限定の月1回定時退社、早帰り放送、
会議のスリム化の実施など、社内制度の理解・
利用促進に取組んでいます。

育児休業
最長で子が2歳2カ月になるまで取得可能

介護休業
通算1年間まで取得可能。休業開始日から2年
以内であれば2分割が可能

育児・介護フレックスタイム・短時間勤務制度
①フレックスタイム制度：妊娠中・小学6年まで
の子を育てる社員、介護に従事する社員 ②最
大1日2時間までの短時間勤務：小学1年までの
子を育てる社員、介護に従事する社員

配偶者転勤休業
配偶者が海外転勤の際、最長2年間まで取得
可能。（国内転勤については、2010年より3カ
年限定）

郵船チャイルドケア（企業内保育所）
2002年4月開設。法定基準を上回る保育士を
配置

●

●

●

●

●

ワークライフバランスの推進

　当社グループは、普遍的な価値観の一つ
である「人権の尊重」は、企業として社会的責
任を果たすための第一歩であると認識して
います。毎年、新入社員研修や新任チーム長
研修、海外赴任者研修、CSR研修において
「人権研修」を実施し、過去8年間で計20回、
延べ531名が受講しました。さまざまな人権
問題や障がい者の人権、ハラスメントをテーマ
に取り上げることで、誰もが働きやすい職場
づくりと、社員の人権に対する意識の向上に
努めています。

人権の尊重

　当社は、2011年に次世代育成支援対策推進
法に基づき「第2次行動計画※4」の目標を達成し
たことから、「第1次行動計画※5」に続き基準適合
一般事業主として認定され、この度東京労働局
より2度目の次世代認定マーク「くるみん」を
取得しました。現在は、2011年4月から2015年
3月までの4年間とする、
「第3次行動計画※6」を
策定のうえ、社員一人
一人の「仕事と家庭の
両立」への支援の拡充
等に取組んでいます。

次世代育成支援プログラムの実行

ワークライフバランス推進委員会
1968年に時間外労働削減を目的に労
使で設置した特別委員会を2001年に
「時間の達人委員会」と名称変更のう
え、ワークライフバランスの推進に向
けた取組みを強化。さらに2008年4
月より労使および第三者委員としてグ
ループ長クラスの社員数名からなるワ
ークライフバランス推進委員会とした

※4 第2次行動計画
（2007年4月～2011年3月）

❶両立支援窓口の設置 ❷妊娠中のフ
レックスタイム制度導入 ❸男性の育
児休業者を5名以上とする

※5 第1次行動計画
（2005年4月～2007年3月）

❶育児支援措置について周知する為
に、育児関連データーベースを開設す
る ❷育児休業中の社員の職業能力
開発及び向上の為に、サポートシステ
ムを導入する ❸出産・育児を理由に
退職した社員の再雇用制度を導入す
る ❹時間外を削減する為に、早帰り
日を本格導入する ❺働き方の見直し
を促進する為に、ワークライフバラン
スメニューを新任チーム長研修に盛
り込む ❻地域貢献活動として日本郵
船歴史博物館の入場料を小学生に限
り常時無料とする

※6 第3次行動計画
（2011年4月～2015年3月）

❶男性の育児休業取得者を4年間で
5名以上とする ❷ワークライフバラン
スに関する社内セミナーを開催する 
❸当社社員の子供に対し社員の職場
に対する理解の増進を図る

※7 縦割り保育
さまざまな年齢の子供を同じ環境に
置くこと

　育児は母親の負担が大きくなってしまいがちですが、チャイルドケア
は育児負担軽減に加えて、待機児童問題においてもとても意義がある
と感じています。また、縦割り保育※7のため、子供にとっても良い教育
になると思います。そして、制度利用者は自動車出勤が許可されてい
るので、満員電車を回避できるだけでなく、セキュリティ面も安心で
す。会社が社員本人だけでなく家族もサポートすることで、社員自身
がより良い仕事ができるようになることを実感しています。

チャイルドケアはとても意義があると実感しました

V O I C E 郵船チャイルドケア利用者の声

次世代認定マーク「くるみん」

NYK-Point

※3

ワークライフバランス施策（抜粋）

CSR活動 ＞ 
ステークホルダーとともに ＞ 
グループ社員とともに
陸上で働く

Web

物流・コンテナ航路統轄グループ  郵船ロジスティクス（株）出向

松浦 祐一  Yuichi Matsuura



上萩　当社グループは東日本大震災復興支援にあたり、
「モノ運び」の技術・ノウハウを活かし、当社グループのモジ
ュール船“YAMATAI”を救援物資ホットラインとして、食料
品、乳児用品、衛生用品等を神戸から八戸港まで輸送した
ほか、日本コンテナ輸送（株）のトレーラーで救援物資を宮
城・岩手に配送しました。また、漁業と漁港の復興支援を
行う「希望の烽火」プロジェクトに賛同し、当社の冷凍コン
テナ100本を提供しました。さらにグループ社員による
ボランティアは、2011年10月4日から12月19日の3カ月間、
グループ社員120名を22班に分けて派遣しました。
北島　震災発生から約10日後の3月23日、工藤社長が全
世界に対して「125年の歴史の中でさまざまな困難を乗り
越えた当社は、船社として日本の復興に貢献していきます」
というメッセージを発信しましたが、日本郵船の社会貢献

に対する姿勢があらわれていると感じます。また、日本郵船
では、「社会貢献活動」の活動方針の1番目に「社員のボラン
ティア活動の推進」を掲げています（P.39参照）。これは
もちろん以前からあったものですが、もともとボランティアの
土壌ができている会社なのだと感じました。
間庭　今回のボランティア活動は、会社が支援を続ける
中、自分たちも何かやりたいという社員の思いが結実した
ものです。最初は、CSR推進グループにボランティア活動
の相談をしたうえで現地を回り、各地のボランティアセンタ
ーを訪ねました。震災から5カ月を過ぎようとしていた時期
で、遅すぎるのではという焦りもありましたが、陸前高田市
のボランティアセンターで星さんに出会い、10月からの活
動開始でも決して遅くないことや、ボランティアの意義・真
意を懇切丁寧に教えていただいたことにより、陸前高田市
でボランティアを行うのがいいのではないかと会社に提案
しました。
星　我々のボランティアセンターは、まず来てもらって現場
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未曾有の被害をもたらした東日本大震災。日本郵船グループでは、本業を活かした支援に加え「自分たち
に何ができるのか」を考え、３カ月にわたりグループ社員有志120名のボランティア派遣を行いました。
今回は、有識者およびボランティアの受け入れ先となった陸前高田市社会福祉協議会災害ボランティア
センターの方を交え、当社グループに求められる社会貢献活動について意見を交換しました。

震災直後から岩手県の社会福祉協議会
から陸前高田市へと出向。9万名を超える
ボランティア活動者を受け入れている。

’94年ジェンの創設に参加。世界規模で支
援活動を展開。東日本大震災の復興支援
活動も宮城県石巻市で行っている。

CSRコンサルタントとして、企業のCSR
活動の基盤構築をサポート。現在は法
律の面から環境問題に取組んでいる。

今回のボランティア活動を積極的に推
進。ボランティア派遣時はコーディネー
ターとして活動した。

陸前高田市社会福祉協議会
災害ボランティアセンター所長

特定非営利活動法人ジェン（JEN）
理事・事務局長

ライトシーズ代表 NYKグローバルバルク（株）
営業第二グループ

※司会進行：CSR推進グループ長 上萩 隆
（2012年2月2日開催）

星 拓史氏 木山 啓子氏 北島 隆次氏 間庭 浩

グループ全体で取組んだ
陸前高田市への支援

東日本大震災復興支援から見える
社会貢献活動の方向性

ステークホルダー・ダイアログ

のろし



を見てもらうことを大事にしています。
人数制限等はあまりせず、来ていただ
ける方は大歓迎という形で運営してお
り、2012年1月末でボランティアの受け
入れは累計9万人を超えました。陸前
高田市では死者・行方不明者を合わせ
て2,000人近い被害がありました。ボ
ランティアセンターが立ち上がったの
は、2011年3月17日でした。社会福祉
協議会の事務所、デイサービスセンタ
ーが流出し、職員15名中6名が犠牲と
なりました。そういった状況下、NPO
やNGO、県外の社会福祉協議会の協
力で運営していたのが実情です。現在
スタッフは20名でそのうち半数は県外
からの支援スタッフです。社会福祉協
議会としてできることは限られていま
すので、日本郵船のような企業ボランティアをはじめ、たく
さんのお力を借りられたことはとても助かりました。
上萩　今回のような大規模なボランティア派遣は、当社の
歴史の中で初めての災害被災地への人的支援でした。当初
は私たちにできるのかといった不安もありました。しかし
ながら、冬には作業ができなくなる恐れもあり、秋にはスター
トできるよう迅速に決断しました。
木山　日本郵船ほどの規模の会社がまずは行動から始め
たこと、そのこと自体が素晴らしいと思います。私たちが
行っている国際協力やこうしたボランティアは、ニーズがな
ければやる意味がありませんし、ニーズに応えるにはスピー
ドが必要です。また、現地の状況は日々変わるため、詳細
を詰めてから動くのでは遅いのです。災害は起こってほし
くないものですが、発生してしまうものです。日本郵船の
活動は、今後に活きるものだと評価できますね。

星　今回はコーディネーターが現地に2週間滞在し、リー
ダーとして活動してくれました。数ある企業の中で、コー
ディネーターを設置してくれたのは日本郵船のみだったの
で、非常に心強かったです。コーディネーターが現地への
理解を深めていたため、短期ボランティアの実働部隊の
皆さんもスムーズかつ的確に行動してくれました。
上萩　当初、コーディネーターは1週間程度を想定してい

ましたが、星さんからアドバイスをいただき、2週間の滞在
となりました。現地との意思の疎通がスムーズになり、参
加者の安心感、達成感にもつながったうえ、事故のない活
動ができました。
北島　2週間業務から離れるというのは、なかなかできな
いことだと思います。企業のボランティアでは「休むと仕事
に影響が出る」と参加を躊躇する人も多いようです。
間庭　私は2週間業務から離れましたが、留守を守るメン
バーがしっかりカバーしてくれました。今回に限らず、病気
やケガでやむなく休暇を取るケースもあります。日頃から、
一人の不在で業務に影響をきたさない組織をつくることも
重要だと感じました。
上萩　ボランティアチームは、敢えて日頃顔を合わせるこ
とがない職種や年代を組み合わせました。こうした交流
から互いの仕事を知り、新しい人脈づくりやチームワーク
にもつながり、グループ社員の連帯感も強まったと感じて
います。
木山　ボランティアの現場は、いろんなことを学べる場な
んです。危機管理をはじめ、滞在中の短い期間で結果を出
すべく段取りをして、役割分担をするといったトレーニング
にもなります。社員教育としても、育成のチャンスだと思い
ます。ボランティアの現場で役に立つことが重要ですが、
自分の学びや組織の活性化にもつながります。今回のよ
うに「本当に良いことなら、会社が取り上げてくれる」という
経験が増えれば、社内に能動的な人が増えるのではないで
しょうか。

ステークホルダー・ダイアログ
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ボランティアの経験は、
企業活動の糧になる

土砂の撤去作業 工藤社長（左から4人目）もグループ社員と一緒に参加

陸まで流され土砂に埋まったボートを引き上げる 手作業でがれきを収集



星　陸前高田市では、すべてのボランティアを受け入れて
いますが、「復興イベント」などが続いて住民の方が疲れて
しまうことがあります。また、ボランティア参加者の中には、
旅行気分で写真を撮る人や、住民の方に当時の話を聞いて
辛い思いを甦らせてしまう人がいます。これらは、ボランテ
ィアセンターで注意すべき課題ですが、逆に、ボランティア
を派遣する側にはどんな課題があるのでしょうか。
間庭　課題の一つが告知方法です。実は、社内でボランテ
ィアを募集した初めの3日間はなかなか人が集まりませんで
した。ヒアリングすると「行きたいが体力に自信がない、迷
惑では」と躊躇している人がいることがわかりました。しか
し、最終的には予定を大きく上回る応募となりました。
北島　現場に出たことがない人が、一歩を踏み出すには勇気
がいるものです。しかし、現場に連れて行く、見せることに意
義があるという考えは、決して悪いことだとは思いません。
木山　体力がなくてもできる作業はたくさんあります。
さらに、私はボランティアの参加者に「帰ってからがボラン
ティア。現地の様子を広めてほしい」と伝えています。今回、
ボランティアに行った方が戻って情報を発信するという仕
組みをぜひつくっていただければと思います。
北島　また、バックオフィスの仕事もあります。企業の方は
管理能力が高いので、現地でなくともその能力を発揮でき
るでしょう。
上萩　一方、ボランティアに行ったメンバーの中でも「自分
は本当に役に立ったのか」と悩む人もいたようです。このあ
たりは次の活動時の課題になると考えています。
木山　その解決には、事前ブリーフィングと、振り返りが大
切です。例えば、自分の仕事は何日も休んで、他人の商売
を助けていていいのか、と感じると、活動に疑問や不満を
持つ可能性もあります。そうした疑問や不満を出さない
ためにも、「皆さんが取組むこの活動はこういう意義がある

んです」と伝え、理解してもらえればやりがいや満足感につ
ながるはずです。
星　住民の方はまだまだ傷ついていて、ボランティアの
いる作業現場に赴くのは精神的に辛いという方が多いの
が現実です。ただ、活動後にボランティアセンターがヒア
リングすると、100%感謝の言葉が出てきます。そういった
反応をボランティアセンターからももっと伝える必要があ
りそうですね。

上萩　今回当社が企画したボランティア派遣は、冬期間
一度休止し、2012年4月から再開する予定です（2012年4
月18日より再開）。ある程度長いスパンで支援を続ける必
要があると考えているからです。一方で、私たち企業には
事業で利益を生む責任もあります。「支援」と「事業」をど
のように両立させるか、まだまだ手探りの部分もあります。
北島　海外では、例えば企業の事業内容についてNGO
が地域の人々にわかりやすく説明をし、企業はその
NGOを支援する、といったWin-Winな関係も生まれて
います。企業とNPOやNGOとの関係が変わる時期に
来ているのでしょう。
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図1：支援活動分野別調整（例） 図2：支援のアクター（行為主体）

NGO

各国政府
被災国

（災害対策本部）

国連国際機関

企業

行動することで見えた
企業ボランティアの課題

社会的
弱者
支援

保護

がれき
撤去

心の
ケア

衛生水

食糧医療

避難所
運営 教育

さらに活動を発展させるために、
NPOやNGOとの協働を

※東日本大震災では、企業が支援の
　アクターとして活躍した



■一般社団法人  東北漁業再開支援基金・希望の烽火  http://kibou-noroshi.jp/

木山　NPOやNGO側も、企業との関係が変わる所に来
たと感じています。これまでは、「何かをする人」と「コー
ディネートする人」という距離感があったように思います
が、これからは「一緒に同じ目的に向かって協働する仲
間」と考えられれば良いですね。
星　社会福祉協議会も、NPO、NGO、企業と皆同じ仲間だ
と思っています。どんどんアドバイスしていただき、ボラン
ティア活動につなげることが全体のプラスになると考えて
います。
木山　今回の震災については、社会全体の対応の反省とし
て、現場の体制や情報共有の手法を見直す必要があると
感じています。
　海外で支援をする場合は、図1のように予見されるニーズ
に対して、誰が担当するか図2の関係者全員で対等に話し合
います。今回の日本の災害時対応は、図3のように行政レ
ベルごとに対策本部があり、さらに社会福祉協議会がボラ
ンティアをまとめ、そのほかにNGOも入る……といった
仕組みのため、縦の連携も横の連携も取れないまま、多く
のことが進んでしまったなと感じています。

北島　企業ボランティアという面では、現実問題として短
期間で人が入れ替わらざるを得ないと考えられます。連携
を取って協働する場合、企業に一定以上の関与や負担が

求められるため、難しいと感じる企業もありそうです。
木山　もちろん、誰でもやれることには限界があります。
だからこそ連携し、できることとできないことを互いに明
確にし、足りないところを補い合うというのが基本的な考
えです。それができれば、短期間であっても効果は必ず
上がります。最終的には、企業同士の垣根すら取り払
って、共通の目的に進めるのがベストだと思います。
間庭　今後は海外での活動にもつなげられたらいいです
ね。どのように協力するか、模索しながらでも進めていくべ
きだと思います。
北島　世界中で、毎年何らかの災害は起こっています。
企業のステークホルダーである地域社会に災害が起きた
時に、その地域支援先をNGOがつなげてくれるともっとい
いのかなと感じます。
木山　今回の活動を振り返ると、日本郵船は本業でも
ボランティアでも支援しているところがとても良いと思
いました。それをさらに発展させて、海外でのボランテ
ィア展開や、災害発生から行政が動き出すまでの空白
の時間もカバーできるような仕組みをつくることを期待
しています。残念ながら災害がなくなることはありませ
んから、今から「次」のための準備についても協働でき
ればと思います。
間庭　2011年は、日本郵船の人的派遣のボランティア元
年でした。今回ご縁があった陸前高田市を長期的に支援
する動きは高まっていますが、社内には、背中を押さないと
一歩を踏み出せない人たちがいます。今回芽生えたボラン
ティア意識を全体に広めて、活動しなければと感じました。
上萩　今回お話を伺い、企業が果たさなければいけない
社会的責任が増えていることを実感しました。私たちとし
ても、積極的に参画していくことが企業としての責任で
あり、それが企業の評価と、持続性を持った発展につなが
ると考えています。本日はありがとうございました。
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■一般社団法人  東北漁業再開支援基金・希望の烽火 http://// kibou-noroshi.jp/

東北被災地の漁業再生を支援する「希望の烽火」プロジェクト
　「希望の烽火」プロジェクトとは、「“スピード”ある漁港機能再開は、希望への“烽火”とな
る」をスローガンに、東北地方の漁業再開を支援するべく、必要資機材の無償提供を行うプ
ロジェクトです。外交評論家・岡本アソシエイツ代表の岡本行夫氏（日本郵船社外取締
役）の主導のもと、民間企業約20社が参画しており、当社は、その中核として活動を続け
ています。同プロジェクトでは、2011年6月よりトラック、フォークリフト、コンピューター・
机・椅子等事務用機器など多岐にわたる資機材を提供。当社は、漁業において氷や冷凍魚
介類の貯蔵庫となる、海上輸送用冷凍コンテナ100本を提供しています。
　漁業に従事する方たちが仕事を取り戻し、港と市場の再開が被災地の希望となるよう、
これからも支援を続けていきます。

氷の貯蔵庫等に活用された
海上輸送用冷凍コンテナ

のろし

のろし
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電力からのCO2排出量は、それぞれのターミナルの契約している電力供給業者の
排出係数より、また燃料からのCO2排出量は温対法の係数より算出しています。
2011年度のCO2排出量は、政府の電力自給対策による節電活動により2010年度
より減少しています。

このデータは日本郵船単体およびグループ会社運航船に購入した燃料の量
より、IMOガイドラインの係数に基づき算出しています。

省エネ活動の継続に加え、LED照明の導入、電力不足による蒸気式冷凍機の使用
により電力消費量が減少しています。CO2排出量は電力消費量から計算し、2011
年度のCO2排出量の算出には東京電力（株）の係数0.375kg-CO2／kWh（2010
年度実績）を使用しています。廃棄物発生量には再利用量164トンを含んでおり、
再利用率は87％となっています。

連結子会社を対象とし、2011年度は
2012年4月現在の予測値を使用。CO2排
出量は電力消費量から計算し、2011年度
のCO2排出量の算出には代替値の係数
0.559kg-CO2／kWh（2010年度実績）
を使用しています。

連結子会社を対象とし、2011年度は2012年4月現在の予測値を使用。CO2排出量
は電力消費量から計算し、2011年度のCO2排出量の算出には係数0.555kg-CO2／
kWh（2006年度デフォルト値）を使用しています。

日本郵船日本郵船
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2011年度の総括

環境保全コスト

分類 投資 費用
（1）事業エリア内コスト

①公害防止コスト
②地球環境保全コスト
③資源循環コスト

2,800
2,278

0

0
804

0
（2）上・下流コスト 0 0
（3）管理活動コスト    

①環境マネジメントシステムの整備、運用
②環境情報開示、環境広告
③環境教育
④環境改善対策

0
0
0
0

659
13

5
0

（4）研究開発コスト
環境負荷低減 342 378

（5）社会活動コスト
社会貢献活動 0 15

（6）環境損傷対応コスト 0 0

合計 5,420

環境省ガイドラインによる分類

（単位：百万円）

環境保全に要した費用を正しく把握し、その結果の見直しを繰り返し行うことによって、事業活動にお
ける適切な環境保全活動を目指すことが当社の環境会計における基本的な考え方です。

2010年と同様に革新的な技術開発をはじめ、
地球環境保全活動に力を入れて取組んだ結果、
地球温暖化や大気汚染の防止に役立つ環境技
術の採用に関するコストが増加となりました。
この他、公害防止対策を推進したため、公害防

止コストが昨年度より増加しました。また、地球
温暖化防止にかかわる環境保全効果も、減速航
海などの燃料消費節減活動の更なる強化を行う
ことにより、増加しました。

環境方針 目的 項目 環境保全コスト
1. 継続的な改善 環境マネジメントシステム維持 構築、運用、ISO認証（含む人件費） 177
2. コンプライアンス 環境損傷回復 海洋汚染などの修復 0
3. 安全の確保 事故、トラブルの削減 NAV9000などの安全推進活動（含む人件費） 482

4. 地球温暖化・
    大気汚染の防止、
    海洋環境の保全、省資源

地球温暖化や大気汚染の防止 助燃剤の使用、船底クリーニング、プロペラの研磨など 834
海洋汚染防止 VLCCカーゴタンク底板耐食鋼採用など 10
資源の節約 グリーン購入※1 0

5. 環境技術の採用

地球温暖化や大気汚染の防止 電子制御エンジンの搭載、風圧抵抗低減船型の採用、
推進援助装置の設置など 4,304

オゾン層破壊防止 船舶空調機・冷凍機など 0
海洋汚染防止 当社独自のビルジシステムなど 734

研究開発費用 国際運航管理システムの開発、
本船性能モニタリングシステムの開発など 720

6. 環境教育 環境意識の高揚と環境方針の浸透 環境e-ラーニング、環境保全キャンペーンなど 5
7. 社会活動 情報開示、社会貢献など CSRレポート作成費用、環境関連団体への協賛など 28
合計 7,294

当社独自の分類

（単位：百万円）

■環境保全コスト／効果の年度比較
※ 安全推進活動による事故率削減効
果は、前年度比の値を算出。1996
年度（当社の基準年）と比較した場
合の効果は3,150百万円

データ集
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■当社独自の分類
※1 FSC認証紙を採用しているが、価
格差が大きくないのでゼロで計上

■集計方法
1. 期間は2011年4月1日から2012年3
月31日（船舶の燃費節減活動の集
計期間は2011年1月1日から2011
年12月31日まで）

2. 範囲は日本郵船（国内本支店）、国
内自営ターミナル、運航船舶および
付随する業務が中心（ISO14001認
証にかかる審査費用はマルチサイ
ト方式のため、米州、欧州、南アジ
ア、東アジア地域のグループ会社を
含む）

3. 環境省「環境会計ガイドライン
2005年版」を参照

4. 投資額は、当期に取得した減価償
却対象の環境関連設備を集計

5. 費用額は、環境保全を目的とした設
備の維持管理費、ならびに人件費
を含み、減価償却費は含まない

6. コストの集計においては、法規則な
どを遵守するためのコストは計上
せず、自主的な環境保全活動のみ
を計上

7. 効果は、その影響が定量的に把握
できるものを計上

（単位：百万円）

2010年度 2011年度

環境保全コスト 効果 環境保全コスト 効果
安全推進活動による事故率削減 740 ‒778
地球温暖化や大気汚染の防止、海洋環境の保全、省資源、環境技術の採用 3,483 14,843
合計 4,223 14,065

環境保全コスト／効果の年度比較

659 -621
6,635 17,196
7,294 16,575

1,874
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※日本郵船社員（陸上・陸上勤務船員・海上）
※年間または年度末の数値 （2012年3月末現在）

社員の状況 
社員数（長期）

陸上 735名
238名
333名

1,306名

272名
3名

10名
285名

1,007名
241名
343名

1,591名

陸勤船員
海上
合計

採用人数  ※新卒、中途を含む
男 女 合計男 女 合計

陸上 25名

21名

46名

7名

2名

9名

32名

23名

55名

海上

合計

社員数（有期）

役職者数  ※海上勤務者、出向者を除く ※2008年度より社外取締役（男1、女1）を含む

2009年度 2010年度 2011年度
男 女 男 女 男 女

取締役・経営委員 39名

グループ長 38名

チーム長以上 126名

参考：本社組織の人数 472名

2名

1名

17名

189名

31名

36名

123名

455名

2名

0名

20名

189名

33名

40名

120名

454名

2名

0名

24名

184名

30歳以下離職者数
男 女

陸上 2名
1名

0名
0名海上

平均勤続年数  ※海上には陸上勤務船員を含む
男

陸上 17.8年
15.6年海上

女
19.5年
3.4年

教育
平均研修参加日数

2009年度
陸上 6.3日
海上 20.2日

2010年度
5.3日

20.6日

2011年度
5.3日

17.8日

平均教育・研修費用
2009年度

陸上 243,571円
海上 475,830円

2010年度
255,352円
473,208円

2011年度
222,803円
530,601円

（例） MBA留学制度（期間2年間、2年に1名派遣）
短期海外留学制度（期間4週間、年間5～10名参加）

●海外留学・研修制度

男 女 合計

陸上 51名

4名

55名

34名

0名

34名

85名

4名

89名

海上

合計

労働災害
労働災害発生件数  ※通勤災害を除く

2009年度 2010年度 2011年度
陸上 1件 1件 0件

3件海上 2件 2件

死亡者数休業日数  ※休業1日以上

2009年度
陸上 0日
海上 0日

2010年度
0日
0日

2011年度
0日

64日

2009年度
陸上 0名
海上 0名

2010年度
0名
0名

2011年度
0名
0名

社員支援体制
産前産後休暇取得者数
※退職者を除く延べ利用者数

2009年度 2010年度 2011年度

7名 19名 11名

ワーキングマザー
※義務教育までの子供を持つ母親／休業中を除く

2009年度

35名

2010年度

28名

2011年度

28名

育児休業制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2009年度 2010年度 2011年度
男
1名

女
8名

男
3名

女
19名

男
2名

女
22名

有給休暇平均取得日数
※海上勤務者、出向者を除く／夏季休暇を含む

2011年度

14.1日

2010年度

13.9日

2009年度

13.5日

女性の育児休業取得率

2009年度

100%

2010年度

100%

2011年度

100%

障がい者雇用率

2009年度

2.14%

2010年度

2.28％

2011年度

2.30%

育児短時間勤務制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2009年度 2010年度 2011年度
男

0名
女

15名
男

0名
女

10名
男

0名
女

15名

介護休職制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2009年度
男

0名

2010年度
男

0名

2011年度
男

0名
女
1名

女
1名

女
0名
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（2011年3月末現在）

社員数（6カ月以上～無期限）  ※外国人船員を除く
男 女 合計

陸上 20,017名

122名

1,295名

21,434名

陸勤船員

海上

合計

10,326名

7名

42名

10,375名

30,343名

129名

1,337名

31,809名

社員の状況（日本郵船除く）

社員数（6カ月未満の契約）
男 合計

陸上 843名 351名

採用人数
男

女

女 合計

陸上・海上 3,347名 2,284名

1,194名

5,631名

社員支援体制（日本郵船除く）
育児休業

男 女 合計

陸上 115名 399名 514名

※ 海外は1歳未満の子供を持つ社員が、子供の世話のために休業した社員の数
※ 国内は育児休業制度利用者数

労働災害（日本郵船除く）
死亡者数

2010年度

陸上 4名

地域別グループ社員数（日本郵船含む）
陸上社員数  ※日本人陸上勤務船員およびグループ外からの出向者を含む

国名 日本

会社数 79社

8,932名人数

欧州

47社

5,041名

南アジア

54社

9,884名

北米

15社

3,138名

東アジア

28社

3,890名

オセアニア

6社

943名

中南米

11社

749名

合計

240社

32,577名

海上社員数  ※陸上勤務船員を除く
日本郵船（株） 国内グループ会社 海外グループ会社 単純傭船船員 合計

管理支配船 266隻 351名 ー

単純傭船　  561隻 ー 12,342名

合計　　　 827隻 351名

285名

ー

285名

9,765名

ー

9,765名 12,342名

10,401名

12,342名

22,743名

※ 上記データは、国内外の連結子会社、持分法適用関連会社および事業上重要かつ
一定の人数規模の会社の数値

陸上海上社員数合計　55,320名



第三者意見を受けて

　当社グループのCSRレポートへの評価と貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。今回のレポートでは、環境やコミュ
ニティへの参画などの社会的課題への取組みと中期経営計画における成長戦略との両立について特集するとともに、

ISO26000を指針としたCSR活動プログラムを通じて、安全・確実な「モノ運び」によって持続可能な社
会の実現を目指す当社グループの姿勢を紹介しております。また、ダイアログでは東日本大震災の被災
地支援ボランティア派遣について取り上げ、現地ボランティアセンターや有識者の方々のご意見を頂戴し
ながら、企業として果たすべき社会的責任や今後の活動の方向性を再認識しております。
　CSR活動プログラムへのご提案、ステークホルダーの皆さまのニーズを直接伺う機会であるダイアロ
グの継続的な実施などご指摘いただいた点をふまえ、これからの活動に役立ててまいります。

代表取締役・専務経営委員　総務CSR本部長　田澤 直哉  Naoya Tazawa

　日本郵船グループの中期経営計画“More Than Shipping 
2013”の実現を支える基盤としてCSRが位置付けられ、
トップコミットメントにおいてもCSR活動の強化を決意表明
されており、貴社のCSR活動の方向性を明確に示した報告
書であると評価できます。また、中期経営計画の基本戦略
を特集1および2において事例紹介しており、具体的な取組
み状況がよく伝わりました。CSR活動プログラムでは、
CSR活動に対する目標、実施項目および次年度目標が明
確に示されており、継続的な取組みも確認できました。こ
のCSR活動プログラムを実施した結果、新たな課題の発見
や目標に対する修正も実施されていると想像できます。こ
れらプログラムに対する改善が目に見えるとさらに良かっ
たと思います。
　貴社は、東日本大震災発生直後から本来業務に即した輸送
支援を継続されています。震災から1年以上が経過した現
在であっても復興は途上であり、がれき処理といった問題
もあります。社会の基盤事業である物流は、復興において
も欠かすことのできないものであり、それにかかわる貴社
の復興支援は社会的意義も高く社内外で評価されるもの
と思います。ステークホルダー・ダイアログでは、この震災
復興支援活動を題材として貴社の社会貢献活動のあり方
や今後の方向性について、被災地域復興担当者やNPOを
交えた意見交換が実施され、社会的責任に対するニーズの
高まりとそれに答えていくことの責任を痛感されていまし
た。また社会的責任を果たしていくことが組織の評価と持

続的な経営につながるとの認識を示されています。貴社は、
輸送支援だけでなく、漁業再開支援やボランティア派遣と
いった多岐に渡った復興支援を今後も継続的に実施してい
くことを決定されました。先のステークホルダーのニーズに
も合致する活動であると思います。ISO26000では、社会
的責任の一つとしてコミュニティへの参画および発展が挙
げられています。復興支援もその一つであり、貴社における
活動は、貴社からの一方的な活動ではなく、ステークホル
ダーとの双方向の取組みとしても評価できます。
　ISO26000は社会的責任の国際的なガイダンス規格として
発行されていますが、今後は社会的責任について考えるうえで、
この規格の7つの中核主題を考慮せざるを得ないと予想さ
れます。本レポートでは、CSR活動プログラムにおいてこの
7つの中核主題に即し、テーマ別にまとめることで、社会的
責任活動を整理されていました。貴社に関わるステークホル
ダーもそれぞれの中核主題に関心を示しています。さまざま
なステークホルダーの抱く期待や懸念は貴社が実施する
CSR活動の方向性にも大きな影響を与えるものと想像でき
ます。先の社会貢献活動について行ったダイアログのように、
今後も実施した中核主題に対するステークホルダーとの対
話を継続的に行っていただき、ステークホルダーのニーズ
の変化に対応させていくなど、CSR活動に対する有効性の
改善を期待いたします。

第三者意見

第三者意見 SGSジャパン株式会社
サステナビリティサービス部

チームリーダー

Tomohiro Tokura
都倉 知宏

※ このコメントは、本書が一般に公正妥当と認められる環境報告書等の作成基準に
準拠して正確に測定、算出され、かつ事項が漏れなく表示されているかどうかについ
て判断した結論を表明するものではありません。
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社会からの受賞・表彰
2011年度

2011年4月
■社会的責任投資指標のFTSE4Good 

Indexの組み入れ銘柄に選定
■日本郵船と新日本製鐵（株）が世界で
初めて開発・実用化した原油タンカー
用高耐食性厚鋼板「NSGP®※1-1」が、
財団法人新技術開発財団から第43回
（平成22年度）市村産業賞貢献賞を受賞
■（株）三菱東京UFJ銀行「環境経営支
援ローン（CSR型）」において最高評
価を獲得し、この評価に基づく融資条
件を設定

2011年7月
■米旅行雑誌「Travel＋Leisure」の読者
投票により、「World's Best Large-Ship 
Cruise Line」を16年連続受賞［Crystal 
Cruises社］

■米国カリフォルニア州ロサンゼルス港より、
「Clean Air Action Plan Air Quality 
Awards」において初表彰。同時に、当
社自営のコンテナターミナルも3度目の
受賞［Yusen Terminals社］

2011年9月
■フィリピン商船大学「NYK-TDG Mari-

time Academy」が、国土交通省が
創設した「機関承認制度」における船員
教育機関として日本初の認定を取得
［NYK-TDG Maritime Academy］
■Dow Jones Sustainability Indexの
構成銘柄に選定
■当社が所有するLNG船“LNG JAMAL”
と“越後丸”が、長年にわたり海水温度情

報を提供し海況把握の精度向上に貢献
したとして、海上保安庁長官より表彰

■一般財団法人日本海事協会から電子海図
情報表示装置ECDIS（Electronic Chart 
Display and Information System）
訓練コースに対して認証を取得

2011年10月
■客船“Crystal Serenity”が、米旅行業界
誌「Travel Weekly」において「Travel 
Weekly Magellan Award」の客室デザ
イン2部門で金賞を獲得［Crystal 
Cruises社］

■米旅行雑誌「Condè Nast Traveler」の
読者投票により、18回目の「Best Cruise 
Line」を受賞［Crystal Cruises社］

2011年11月
■一般財団法人日本海事協会から
マンニング業務が海上労働条約基
準に適合しているとして認証を取得
［NYK-FIL Ship Management社］
■第三者認証機関である「Lloyd's Regi-

ster Quality Assurance Limited」か
ら、環境データの正確な開示に対する
認定書を、邦船社で初めて授与

2011年12月
■石油製品タンカー“CHALLENGE 

PREMIER”“CHALLENGE PARA-
GON”“CHALLENGE POLARIS”の3
隻が、シンガポール海事港湾庁が実施す
るグリーン・シップ・プログラムにて、優れ
たエネルギー効率設計指標を持つ船と
して認定［NYK Bulkship（Asia）社］
■（株）三井住友銀行「SMBC環境配慮
評価融資」において最高評価を獲得
し、この評価に基づく融資条件を設定
■LNG船“BROOG”と同船の船舶管理
を行うグループ会社が、「Green Award 
Foundation」より高い品質と安全性、
そして環境への配慮を備えた船舶、船

舶管理会社として認証を取得［NYK 
LNGシップマネージメント（株）］

2012年2月
■地球温暖化防止と地域貢献の取組み
が評価され、東京都千代田区温暖化配
慮行動計画書制度にて「最優秀賞」を
受賞

■「CSRレポート2011」が、環境省と財団
法人地球・人間環境フォーラムが主催
する第15回環境コミュニケーション大
賞環境報告書部門で「持続可能性報
告大賞（環境大臣賞）」を受賞

2012年3月
■豪州拠点であるシドニー、メルボルン両事
務所が、グローバルマルチサイトシステム
によるISO14001認証を取得。これにより、
北米・中南米・欧州・東アジア・南アジア・
オセアニアの世界6拠点すべてで同認証
の取得を達成

■Ethisphere Instituteが発表した「2012 
World's Most Ethical Companies」
に選定

■社会的責任投資指標のFTSE4Good 
Indexの組み入れ銘柄に選定

■東洋経済新報社の「CSR企業ラン
キング」第27位に選出。陸・海・空運／
倉庫の業種では第1位を獲得

※1 NSGP®
Nippon Steel Green Protect 
新日本製鐵（株）の登録商標

社会からの受賞・表彰
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本レポートは、環境に配慮した用紙とインクを採用しています
用紙は適切に管理された森林からの原料を含むFSC®認証紙を
採用しています。またインキには植物性由来のインキを使用しています。

会社情報（2012年3月末現在）

会社名　日本郵船株式会社
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
（NYK Line）

本　店　東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
創　業　1885年（明治18年）10月1日
資本金　1,443億円
連結対象会社　連結子会社675社
　　　　　　　持分法適用会社120社

お問合せ先
〒100-0005
東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビル
CSR推進グループ
Tel：03-3284-6170　Fax：03-3284-6389
e-mail：csr@jp.nykline.com
http://www.nyk.com

「くるみん」次世代育成支援対策推進法に
基づく認定マーク




