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Steadily Developing
ESG Management as
a Business Strategy

経営戦略として着実に深化するESG 経営
日本郵船グループは、ESG経営を現場主体でさらに浸透させ、
経済面での優位性の成果も出ています。2022 年は次期中期経営計画策定の年として、
皆さまにご納得いただけるような具体的道筋を描いていきます。

代表取締役社長・社長執行役員

長澤 仁志
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先駆者としての苦労が

十分に扱える船員が必要です。今のうちか

動車船の今後の新造発注はすべてLNG

後に大きなリターンを生み出す

ら先行していれば、そうした経験や知見を

燃料船などの次世代燃料船とする予定で

備えた船員を先んじて育成することが可能

す。LNG燃料は重油とは取り扱いが全く

2022年4月中旬、およそ2年半ぶりに北米

となります。先行しない手はないのです。だ

異なるため、安全・安定輸送のために必要

へと向かいました。この2年間、コロナ禍の

から「NYKグループESGストーリー」は当

なノウハウを先行して蓄積できる意味でも、

影響から海外現地法人との会議はオンラ

社グループの成長戦略なのだと繰り返し

他社に対し大きな優位性となります。そも

インでの開催を余儀なくされましたが、よう

伝えてきました。北米での対話を通じて、

そもLNG燃料船を扱うには高度な知見が

やく対面で現地の従業員と向き合うことが

私は、当社グループが取り組むESG経営

必要ですが、当社はLNG船を多数保有・

できました。本当に久しぶりのことです。簡

の進捗に大きな手応えを感じています。

運航しており、LNGの取り扱いを熟知した

易的な懇親会も兼ねたタウンホールミー

船員の確保・育成が可能です。2022年3

ティングを開催し、中南米のグループ社員

月時点で35隻のLNG燃料船の新造発注

にもオンラインで参加してもらいながら、対
面とオンラインのハイブリッド形式で多くの

ESG経営で描く
日本郵船グループの新たな優位性

従業員と対話してきました。2022年3月に

を発表しており、LNG燃料船を扱う船員の
育成を着々と進めています。また、LNG燃
料船への切り替えで終わりではありません。

発表した「NYKグループ ESGストーリー

当社グループは、外航海運事業における

すでに、アンモニア燃料船2隻、LPG燃料

2022」の内容を中心に、当社グループの

GHG排出量削減の長期目標を「2050年

船4隻、メタノール船4隻の発注について発

成長戦略に関する私からのプレゼンテー

までのネット・ゼロエミッション達成」とし

表していますが、燃焼時にCO2を排出しな

ションに対し、質問に答える形です。どこよ

ました。脱炭素の流れがますます加速する

いアンモニアや水素などのゼロエミッション

りも先行してESGに取り組むことで、当社

中、炭素税や排出枠取引など、CO2排出が

燃料導入に向けた準備に全力を挙げてい

グループは実に良いポジションを築くこと

コストとして捉えられる仕組みが出てくると

ます。

ができる。参加者の真剣な眼差しと、成長

予想されます。この2年間の荷動き急増や

次世代燃料船は従来の船より建造コス

戦略の中身についてもっと知りたいという

運賃市況高騰により業績を大きく伸ばす

トが高くなります。コスト競争力が落ちると

質問に私はESGへの意識が着実に浸透し

ことができ、以前では考えられなかった積

考える向きも少なくありません。しかし、お

ていることを実感しました。一人ひとりの

極的な投資を可能とする財務的な体力が

客さまの貨物輸送におけるCO2排出量削

ESGストーリーを作り上げるのは難しい。

備わりました。船舶ゼロエミッション化に

減への貢献、すなわちスコープ3への寄与

だから、みんなに考えてもらう。その道標に

向けて、2030年までに5,500億円を投資

のほか、CO2に課金されるようになった時の

なるのが「NYKグループESGストーリー」。

するほか、2050年までの期間で2.1兆円の

当社グループの優位性、次世代燃料船へ

ESGを意 識しなければ 生き残れない。

資金を振り向ける予定です。

の習熟度向上という先行者利益の獲得、

ESG思考の事業戦略を描く企業しか評価

お客さまからの脱炭素に向けた要請が

といった理由から、自信を持ってこの大型

されない時代がもうすぐそこに来ているな

当社グループに次々と舞い込んでいます。

投資を決断しました。一部のお客さまから

ら、先行した企業が最も高く評価されるで

ESGストーリーを先行して取りまとめ、いち

はすでにLNG燃料船への理解を取り付け

しょう。先行的な取り組みには苦労やコス

早く浸透させてきた優位性を大いに活か

ており、コスト増加分を含めた運賃で契約

トがかかるものですが、
リターンも大きい。

し、LNG燃料焚きの船舶への切り替えを

を交わすことができています。投資は船舶

例えば将来、船舶の装備や機能がESG仕

一気に進め、将来的な競争力をより盤石

だけにとどまりません。最も重要な人材へ

様に高度化すれば、その高度な機材を

なものとする考えです。その一環として、自

の投資についても、アンモニアや水素といっ
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たゼロエミッション燃料への準備をする上

燃料へ転換していく取り組みだけでなく、

ステークホルダーの参画も増え、2021年

で、必要な技術者の数を確保するために技

パートナーシップでCO2排出量削減へ工夫

には総合商社の丸紅
（株）
、そして2022年

術系の人材採用に注力し、今後5年の間

を凝らす案件も出てきています。例えば

（株）三菱UFJ銀行の出資
3月には新たに

に倍増させる予定です。国内外のベン

と名付けた取り組みはお客
「Sail GREEN」

参画することが決まりました。グリーンビジ

チャーや、マースクゼロカーボンシッピング

さまをも巻き込んで、サプライチェーン全体

ネスの一つでもある洋上風力発電事業で

研究所に技術系人材を派遣するなど、新

でCO2排出量削減に取り組む意欲的なプ

は、2022年4月に秋田支店を開設するとと

たな知見の獲得やネットワークの拡充を推

ロジェクトです。また、DXを駆使し、無駄な

もに、秋田県と包括的な連携協定を締

し進めます。

エネルギー削減に向けた最適運航技術に

結。再生可能エネルギー事業の推進と人

も磨きをかけています。2021年のNYKレ

材育成、地域振興、環境保全といった事

ポートでも言及しましたが、ESGは先行投

業体制の強化のみならず、当社グループ関

現場ごとにESGストーリーが

資が必要ですし、お客さまへのコスト転嫁

係船やクルーズ船「飛鳥Ⅱ」の寄港など、当

生まれてくる組織へ

も必要となるなど、綺麗事では済まされま

社グループらしい地方創生の在り方を追

せん。ESGを経営の中心に置きながら、現

求します。

ここまでの説明だけを見ると、順風満帆に

場が生み出すESGストーリーを事業として

このように、ESGストーリーが結実し形

も思える当社グループのESG経営ですが、

しっかり成立させるのが、我々経営陣の責

になることで、協創の輪が広がっています。

その道のりは決して平坦ではありませんで

務でしょう。コーポレート部門に対しても、

こうして結果が見え始めると、自信が深ま

した。もともと当社グループは、社会や産

目の前の業務に「ESG」のモノサシを取り

るものです。外部のステークホルダーも、単

業を下支えする物流インフラとして発展し

入れることが難しいのは承知していますが、

なるPRではなく、採算性や競争力など、ビ

てきた歴史から、収益成長だけでなく社会

それでも少しずつ工夫を凝らしてほしいと

ジネスとしてのリターンを期待し、参画して

的使命感も持ち合わせた社風が培われて

伝えています。当社グループ全体での創意

くれているのが大きな特徴です。

きました。そのため、ESGに共感しやすい

工夫の積み重ねが、5年後、10年後に必

その一方で、私は別の課題をずっと考え

土壌が備わっていたと言えます。しかしそ

ず大きな違いを生み出すことになると考え

ていました。国際的に社会インフラを下支

れでも、それぞれ個別の業務に「ESG」の

ています。

えする総合物流事業において、ESG経営

モノサシをどう落とし込むのか、現場の戸

で先行する当社グループはきっと勝ち残る

惑いは根強かったと思います。

ことができる。しかし、海事産業全体を見

社員一人ひとりが自らESGの絵・ストー
リーを描いてほしい。こうした私の考えに

ESGへの本気がステークホルダー
との協創関係にも影響

応えようと、ESG経営推進グループの旗振

渡した時、中国や韓国との競争が激しい
国内造船所も一緒に勝ち残らなくてはい
けないのではないか。地政学的リスクが高

りの下全社を挙げて、ESGの自分ごと化を

2019年に当社がフィリピンのTransnatio-

まる中、国内造船所の力を借りなくては、

当社グループ内に浸透させるべく、現場と

nal Diversified Group社とともに立ち上

当社グループのESG経営も十分に発展し

ぶつかりながら少しずつ切り拓いてきまし

げた船員向け金融プラットフォーム「Mar-

えない。そう考えた私は、国内造船所と連

た。今もなお足掻き続けてくれています。こ

CoPay」は、海運業界を支える船員の生

携し、自動車船やドライバルカーといった

うした努力に現場も徐々に応えてくれるよ

活安定や継続的な成長に繋がる優れた

船舶のLNG燃料化を推し進めるよう、社

うになり、少しずつですが、独自のESGス

サービスとして、今もどんどん成長していま

内で指示を出しました。もちろん、海外造

トーリーが生まれ始めたわけです。新たな

す。成長ステージが上がるごとに、外部の

船所は今後もますます重要なパートナーで

MESSAGE : 社長メッセージ

す。しかし、食糧やエネルギー、原料などを

となく問題点を洗い出し、社内で共有しな

輸送する当社グループが、日本の経済安

がら、徹底的に遵法精神の浸透を図って

これからの時代、持続的に成長していく

全保障の一翼を担っていることを考えれ

きたつもりです。総括の過程で思い至った

ための経営課題を自ら見出し、解決に向

ば、社会の持続的な発展の上で、日本の

のは、誰も失敗したくて意思決定したわけ

け、自ら考え、自ら動くことこそ、ESG経営

造船所にも事業協創の担い手としての役

ではなく、意思決定の過程で何らかの要

の真髄です。そして経営課題に貪欲かつ

割をお願いしたいと考えたわけですが、結

因を見落としていたから、結果として失敗

自律的に取り組み続ける企業グループを、

果としてタイミングよく提案し、新造発注に

に繋がったということ。よって、意思決定プ

物流サプライチェーンに組み込みたいと考

繋げることができました。私たちの本気を

ロセスの在り方を見直し、経営会議では

える企業はもっと増えてくるはずです。私の

感じてくれたのか、今では造船所のほうか

賛成と反対の両面から徹底的に議論を交

目標は、ESG経営で当社グループを優位

らもさまざまなアイデアを持ち込んできてく

わすとともに、議論の内容をつぶさに記録。

なポジションに導くだけでなく、進化し続け

れ、次世代燃料で優位なポジションを築く

記録した議事録は社内関係者に展開し、

る企業グループにすることです。だからこ

ことができるかもしれないと期待してい

後日振り返れるようにしています。これによ

そ、2022年3月に発表した「NYKグループ

ます。

り、意思決定プロセスの透明性を一層確

ESGストーリー2022」では、グループ会社

保するとともに、意思決定の質そのものも

におけるESGストーリーについても触れま

高めることに繋がります。また、2021年8月

した。グループ会社でもESG経営が始まっ

自ら考え、自ら動く経営こそ

に青森県八戸沖で発生した座礁事故で

ているというのは、相当大きな進展だと思

ESG経営の真髄

も再認識したように、自社船・傭船問わず、

います。

を注ぎ続けます。

当社グループに関連する船の運航では安

ESG経営の基盤は間違いなく整いつつ

ドライバルク事業
2000年から2010年代、

全に万全を期し、常に重大事故ゼロを目

ある一方、ESGストーリーを一人ひとりに

における見込みのない大量発注や、自動

指す姿勢は堅持します。ESG経営におい

考え抜いてもらう余裕があまりないという

車輸送事業における独占禁止法違反、日

て、どの取り組みよりも安全が常に優先さ

課題も見えてきました。余裕がないと、アイ

本貨物航空
（株）
における業務改善命令な

れるわけですが、安全への高い意識が結

デアも矮小なものになりがちです。船員を

ど、企業としての姿勢が疑われる問題をい

果として、運航・輸送技術を高め、競争力

含めると5万人規模の企業グループです

くつか引き起こしました。社長就任以来、

の差別化に繋がってくることは、当社グルー

が、本社の社員数は決して多くはありま

最重要課題の一つとして、なぜそうした事

プの130年を超える歴史が物語っていま

せん。現在、技術者を中心に中途採用を

態が発生したのか決してうやむやにするこ

す。安全への取り組みにはこれからも全力

強化し、社員数の拡充に注力しています。
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また、およそ7割の従業員が外国人という

績が振るわなかったとしても、身の丈にあっ

さまざまなプロジェクトは、結果が出るまで

企業グループにおいて、その外国籍従業員

た形でESG経営に挑もう。そうした強い

に5年程度を要するものとなります。新たな

一人ひとりにもっと活躍してもらえる道筋

覚悟を密かに持ちながら、繰り返し実践を

中期経営計画は、今取り組んでいるESG

を見せてあげることができていない忸怩た

重ねるうちに、当社グループを取り巻く状

経営の進捗をしっかりお見せすることにも

る思いがあります。国籍や性別に拘わらず

況がどんどん変わり、ESG経営に追い風が

なります。現時点では、まだまだ掛け声ば

多様性を認め合い、すべての人がその能力

吹き始めたことで、疑念が確信へと変わっ

かりが先行していますが、次の中期経営計

を最大限に発揮し活躍できる企業グルー

たと言えます。

画期間中は、より具体的な成果が次々と

プとするため、危機感をもって人と組織の

これまで事業軸でESGストーリーを立

見えてくるはずです。

案することがメインでしたが、先の展開を

“Bringing value to life.”という基本理

読むと、今後は地域軸でもESGストーリー

念の下、当社グループが目指す企業価値

を生み出していくことになるでしょう。その

向上の方向性にご賛同いただけるステー

疑念から確信へ。

手筈として、今般、アジア圏 10カ国に国

クホルダーの皆さまに、ぜひ力強いご支援

確かな進化をお見せする

代表として人材を配置する人事を発表

をお願いしたいと思います。当社グループ

しました。以前はコンテナ船によるネット

のESG経営は今後1年間でもっと進化する

本当にESG経営で成長できるのか？ 私が

ワークがありましたが、Ocean Network

はずです。どうぞご期待ください。引き続き

ESG経営を標榜し始めた2年前は新型コ

に移行し
Express Pte. Ltd.（以下、ONE）

ご理解・ご支援のほど、よろしくお願い申

ロナウイルス感染症が蔓延し始めた時で、

たため、ネットワークの再構築の必要があ

し上げます。

しかも今とは収益環境が異なり、標榜する

りました。まずはアジア圏で試し、その結果

ESG経営への不安は小さくありませんで

を踏まえて、欧州や北南米などの他地域に

した。もしこの時、ESG経営に躊躇してい

広げることを検討していく予定です。

強化に取り組みます。

たら、今頃、当社グループは周回遅れと

2022年度は次の新中期経営計画の発

なって、将来、挽回できないほど競争環境

表に向け、議論を加速していく1年となりま

に後塵を拝することになったかもしれま

す。おかげさまで、ESG経営推進委員会、

せん。当時の私の胸の内には葛藤がありま

持続的成長検討タスクフォースなど、執行

した。しかし、このESG経営は社会的使命

役員を中心にこれまで、実に密度の濃い議

であり、今やらなければ手遅れになる。業

論を交わしてきました。ESG経営における

代表取締役社長・社長執行役員

長澤 仁志

進化し続けるESG 経営

ESG経営は実装段階へ
日本郵船グループは、2018年発表の中期経営計画「Staying Ahead 2022 with Digitalization and Green」にて
「ESGの経営戦略への統合」を明示し、さらにESGを経営の中心に据えることが成長戦略の根幹であるとの考えから

2021年2月に「NYKグループESGストーリー」を発表。2021年度をESG経営元年と位置付け、ガバナンス体制の拡充をはじめ、
当社グループ全体でESG経営の取り組みを推進してきました。その進捗と成果を2022年3月に「NYKグループ

ESGストーリー2022」として発表し、当社グループ全体で事業活動に大きなうねりが起きています。

ESG経営のガバナンス体制
ESG経営推進委員会においてESG経営に関する議題について全

議論を深めるための体制（2022年4月1日現在）

社的な視点から審議・討議を行い、その内容を経営会議、取締役

取締役会

会に報告する体制をとっています。またESGの要素を、指名・報酬
の各諮問委員会における検討内容へ反映、経営会議、投融資審
議会※1やR&D審議会※2といった重要会議体にESG経営推進担当
執行役員もしくはESG経営推進グループ長が参加し、個別案件の

０１
TOPIC

経営会議

指名
諮問委員会

ESGのモノサシを反映した経営判断を行う

報酬
諮問委員会

意思決定判断に反映する仕組みを整えています。

外部
アドバイザー

執行役員
各本部

※1 投融資審議会：当社および当社グループ会社の行う個別の投融資や与信案件に関し、その収益
性、各種リスク、その他関連する事項の評価や検討を行う
※2 R&D審議会：技術開発・実証実験に関する研究開発案件の世の中の流れ・技術的見解を踏ま
えた審議を行う

ESG経営推進委員会
サステナビリティ イニシアティブ分科会
国連グローバル・コンパクト推進分科会

本社
各部門

中期経営計画策定
準備委員会

ESG経営
推進グループ

ESG経営推進委員会
ESG経営の全社的な方針を決定するため、社長を委員長とする
ESG経営推進委員会を設置しています。各本部を代表する執行
役員に加え、外部有識者としてゴールドマン・サックス証券
（株）
よ
り清水大吾氏を招聘し構成されており、2021年度は4回の委員会
を開催、ESG経営に関する議題について審議・討議を行いました。
また本委員会には、サステナビリティ イニシアティブ分科会、国連
グローバル・コンパクト推進分科会が組成されており、両分科会にて

ESG経営推進委員会

中期経営計画策定
準備委員会

委員長

社長

委員長

副委員長

ESG 経営担当
執行役員

経営企画本部

アドバイザー 外部有識者

担当執行役員

メンバー：各本部を代表する執行役員
総務本部、経営企画本部、L&L事業統括本部、自動車輸送本部、
ドライバルク事業本部、エネルギー事業本部、技術本部

事前の討議を行った上で、本委員会への提案を行う形としています。
サステナビリティイニシアティブ分科会
当社グループの社会貢献活動に、社会課題解決のための新規事業育成の観点を付け加え、社会の持続可能性に資する投融資の可能性を追求する新たな
取り組みの個別事項に関する事前の討議を行う。

国連グローバル・コンパクト推進分科会
2022年度より既存のグローバル・コンパクト推進委員会から改組。当社および当社グループ会社における国連グローバル・コンパクトの推進とそれに基づく
体制の整備を目的とする。グローバルを対象としたHRサーベイや人権デュー・ディリジェンスのプロセスなどを通じて、国連グローバル・コンパクトに反する恐
れのある業務執行および事実等について調査し、事実を認定し、是正のために必要な措置を協議の上、決定する。
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16 – 17

ESG経営推進委員会での主な議題

2021年度

1

2

3

2022年度以降も
定期的に開催予定

4

第 回委員会

第 回委員会

第 回委員会

第 回委員会

（4月27日開催）

（7月9日開催）

（10月6日開催）

（3月1日開催）

2022年度に
予定されている主な議題
TCFD

P.20 、人権、

エンゲージメントサーベイ、

GHG排出量削減

議題

議題

議題

議題

ESG経営推進委員会
開催に向けて

直近3カ月間の振り返り

直近3カ月間の振り返り

GHG排出量削減に
向けての現状確認

各本部よりKPI※2案の発表
サステナビリティイニシアティブ
分科会の報告

外航海運に関するGHG排出ネット・
ゼロエミッション宣言対外発表について

シップリサイクルについて
SRTI※1への参加を決定

全社KPIについて

各本部KPI案の進捗報告

「NYKグループ
ESGストーリー2022」について
来年度活動方針案について

全社KPIの進め方
サステナビリティイニシアティブ分科会の
報告

０2
TOPIC

※1 SRTI：Ship Recycling Transparency Initiative。シップリサイクルの透明性を高める情報開示プラットフォーム
※2 KPI：Key Performance Indicator。重要業績評価指標。組織の業績評価において戦略目標の達成度を定量的に測定する指標。ESG経営推進委員会においては、
ESG経営における全社的な数値目標を定め、進捗を測定する

新中期経営計画策定に向けて

中期経営計画策定準備委員会
経営企画本部担当執行役員を委員長、企画グループを事務局とする持続的成長検討タスクフォースを2021年4月に発足。2022年4月
からは中期経営計画策定準備委員会に改組し、社内各部門との協働をより強く推進する形としています。当委員会は、ESG経営推進委
員会のメンバーでもある各本部執行役員により構成されています。ESG経営推進を具体的に進めると同時に、タスクフォースで検討して
きた超長期的な視点、未来のありたい姿からバックキャストした成長戦略をベースに2023年春頃発表予定の新中期経営計画に向け、引
き続き検討を進めていきます。
2021年度

2022年度

今後世界はどう変わっていくのか、
事業環境変化のシナリオを予測
予測したシナリオをベースに、当社の

ありたい姿＝長期的な事業戦略を検討

2023年度〜

2021年度に検討した長期戦略を
実現するために、中期でとるべき
施策＝中期経営計画（中計）
を
策定・発表

新たな中計の実行

2021年度の議論内容
1

持続的成長のための5つの戦略

2

戦略的投資の推進

3

2050年ネット・ゼロエミッション達成へ向けたロードマップ

進化し続けるESG 経営
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「NYKグループESGストーリー」
当社グループは2021年2月に「NYKグループESGストーリー」を発

論を進めています。2022年3月には「NYKグループESGストーリー

表しました。当ストーリーは、ESGの経営戦略への統合に向けて、

2022」を発表。2021年度の具体的な取り組みや施策、今後の推

将来のありたい姿を思い描き、当社グループが向かうべき方向性

進活動に加え、2023年春頃発表予定の次期中期経営計画に向

「GHG排
を示すものです。そこでは4つの重点テーマ「安全運航」

けて議論を進めている「超長期視点での持続可能な成長戦略」に

出量削減」
「エネルギー分野への挑戦」
「社会課題への貢献」を掲

関しても一部説明しています。

げ、2021年度をESG経営元年と位置付け、ESG経営を着実に進

ESG経営のガバナンス体制を活用する中で多くの取り組みが

めてきました。多くの取り組みで成果・進捗がある中で、現中期経

進んでいます。さらなるESG経営推進のための新たな施策を実行

営計画を前倒しで達成。さらに、現中期経営計画の残り期間内に

していきます。

次期中期経営計画についても超長期的視点をもって徹底的に議
「NYKグループESGストーリー」

「NYKグループESGストーリー2022」

ブックレット

本編

https://www.nyk.com/esg/pdf/
esgstory_booklet.pdf

https://www.nyk.com/esg/pdf/
esgstory_ppt_2022.pdf

発表資料

Appendix

https://www.nyk.com/esg/pdf/
esgstory_ppt.pdf

https://www.nyk.com/esg/pdf/
esgstory_appendix_2022.pdf

TOPIC

お客さま・パートナーから選ばれる存在 ／ 従業員の満足度向上

Q
A

新たな
価値創造

「NYKグループESGストーリー」で掲げた
ESG経営がなぜ企業価値向上に繋がるのか
当社グループは、社会や産業から必要とされるSustainable

Solution Providerを目指すため、グループ社員一人ひとり
が、従来持ち合わせていた「経済性」のモノサシに「ESG」の

モノサシを加えることから始めます。
「ESG」のモノサシで徹底的に考え抜い

Sustainable
Solution
Provider 経営資源を

ESGの
モノサシを持つ

投入

た上で、当社グループが社会から必要とされる存在であり続けるために必要
だと判断すれば、長期的な視点で、経営資源
（ヒト・モノ・カネ・データ）
を
重点的に投入します。その結果、当社グループの既存事業の差別化や、
新たな事業領域を作り出すこと、またブランディングの向上、グループ
社員の働き甲斐や誇りにも繋がるなど、当社グループの企業価値向上を
可能にすると考えています。

（ヒト・モノ・
カネ・データ）
日本郵船グループのESG経営
https://www.nyk.com/esg/concept/
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グループ全体に広がるESG経営の考え方
ESG経営は当社のみならず当社グループ全体へも着実に広がり始

係を築き、それを積み重ねていくことで、豊かな未来に繋いでいき

めており、国内外における複数のグループ会社が自主的にESG経

たいという意味が込められています。

営を考える動きに繋がっています。

当社グループはグローバルに事業展開をしており、国内外にあ

当社はグループ会社各社との連携強化に努めています。国内各

るさまざまな事業内容、事業規模のグループ会社で構成されてい

社とは、グループ会社社長定例会などを通して直接対話すること

ます。今後も事業内容や規模に拘わらず、当社グループ全体への

に加えて、海外各社とも米州・欧州・東アジア・南アジアの各拠

浸透を目指し、管掌部門とグループ会社が一体となり取り組みを

点に設置しているRegional Management Office（RMO）を中心に、

進めていきます。

本社と各拠点や各拠点間での良好なコミュニケーションを維持し
ています。 グループ会社の一つである郵船ロジスティクス
（株）
（以下、YLK）
は、2022年4月に「郵船ロジスティクスグループ ESG
ストーリー」を発表しました。これはESGを経営の中心に据えて
今後の取り組みを示すものです。

「郵船ロジスティクスグループESGストーリー」
● YUSEN LOGIST ICS

「私たちの約束
YLKはグループ経営理念を表す言葉として、

GROUP
ESG STORY

」に“Create Better Connections”を定めて
（BRAND PROMISE）
います。ここには、すべてのステークホルダーと世界中でより良い関

●

郵船ロジスティクス
ESGの取り組み
https://www.yusen-logistics.
com/jp_ja/about-us/
sustainability

COLUMN

ESGストーリーを活用しさらに顧客に選ばれる企業へ
私はヘルスケア産業チームのチーム長として、製薬会社をはじめとするヘルスケア産業の
お客さまへ、産業に特化した専門性の高いロジスティクスサービスを展開しています。GHG
排出量を実質ゼロにするというヘルスケア業界のお客さまからのリクエストが日々高まっ
ていく中で、当社の倉庫でのGHG排出量削減が喫緊の課題でした。国や地域単位で解
Profile

決することは非常に困難でしたが、今般、当社グループ独自のグローバルなESGストー

Yusen Logistics（Europe）B.V.
Supply Chain Solutions Group2
Global Head of Healthcare
Industry Vertical

リーが発表され、会社としての指針が整いとても嬉しく思います。ESG各項目の目標を達

Marloes Seesing

成する以上に、どのようにして取り組んだかをお客さまに説明できるかがこのストーリー
活用の意義だと考えます。
このESGストーリーは、私たち現場の声とYLK神山社長の持つビジョンからできてい
ます。私たちはこれからも、お客さまに寄り添い、お客さまのビジネスの成長と発展のために
最善の方法を提案・実行し、社内外のすべてのステークホルダーとの“Create Better

Connections”でストーリーの達成を目指します。一緒に取り組んでいきましょう！

進化し続けるESG 経営

気候変動への取り組み
日本郵船グループでは、気候変動への適切な対応が重要な経営課題の一つであると認識しています。
気候変動がリスクと機会の両面から、当社グループの事業や財務面にどのような影響を与えるのかを把握し、施策を講じ、
その進捗状況の透明性を高めるために、TCFDの最終提言に則り、ガバナンス、リスク管理、戦略および指標と目標の

4つの基礎項目における、適切な情報開示に努めています。

ガバナンス
ESGの
モノサシ

1
報告年1回

＝

取締役会

持続可能な社会環境実現に
必要な価値判断

責任者：社長

監督
ESGの
モノサシ

リスク管理委員会（ERM機能）
連携

報告年1回

気候変動リスク

ESG経営推進委員会

経営会議
議長：社長

責任者：社長

ESG経営の浸透
ESG経営の方針／目標／KPI策定
ESGの
モノサシ

R&D審議会

ESGの
モノサシ

責任者：企画グループ長

投融資審議会

責任者：企画担当執行役員

2

戦略

リスクと機会

中期経営計画策定準備委員会
責任者：企画担当執行役員
中長期目線で戦略策定
リスクと機会の一元対応

業務執行体制
（2022年4月1日現在）

管理上の主なポイント

重要会議体
（経営会議／投融資審議会／R&D審議会）
にESG経営推進担当執行役員もしくはESG経営推進グループ長が参加。個別案件の意思決定
判断に「ESG」のモノサシを反映

ESG経営推進委員会は気候変動に関する事項を、年1回経営会議・取締役会に報告するとともに、気候変動関連事項を含む当社ESG経営におけるKPI
の策定、モニターを行う

リスク管理
１

気候変動リスクの全社管理

気候変動リスク管理

リスク・機会の選定

当社では社長、会長、本部長である執行役員、常勤監査役等が出席するリ

気候変動に係るリスク・機会は中期経営計画策定準備委員会にお

スク管理委員会にて全社一括で重要リスクの管理状況を評価しています。

いて議論し選定します。選定されたリスク・機会を基に、中長期目線での戦

気候変動リスクについてはESG経営推進委員会にて議論を行い、全社リス

略を策定し、ESG経営推進委員会にて議論を深めています。

クへ統合して年に1回取締役会へ報告されます。
2

個別投融資案件のリスク審査

個別投融資案件に対する「ESG」のモノサシの導入
経済性や規模の追及といった「経済性」のモノサシだけでなく、長期的な視点で社会・環境課題の解決に貢献する「ESG」のモノサシも判断に加え、総合的
に審議をしています。
また2020年度よりICP
（社内炭素価格）
を導入し、投融資審議会や経営会議において投資判断の参考情報として活用しています。価格はEU-ETSの価格
を参照した上で決定しており、最新の社会情勢を把握しつつ、半年ごとに見直しを行います。
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戦略
基軸戦略と気候変動への対応
当社はESGを経営戦略に統合し、長期的な視点で社会・環境問題への貢献を目指しています。2022年3月には持続的成長検討タスク
フォースが2050年の事業環境を見据えて超長期目線でのシナリオと戦略を策定しました。既存中核事業の深化と新規成長事業の開拓を
進める「両利きの経営」を基軸戦略に据えて各事業の収益性を高め、
「お客さまへの価値提供」
「持続可能な社会への貢献」
「投資と収益
の両立」の実現を通じて持続的成長を目指します。この基軸戦略を促進することで、気候変動に関するリスクと機会へ対応していきます。
既存中核事業の深化

新規成長事業の開拓

2050年までに気候変動も含めた事業環境の変化が見込まれる既存中
核事業においては、自社船舶の低・脱炭素投資を他社に先駆けて推し
進め、環境優位性・競争力を高めます。

気候変動影響が中立的な成長分野、および気候変動対応等により成
長が見込まれる分野において、既存中核事業で培った知見をベースに
積極的な事業開拓・投資を進め、収益の柱に育てます。
【主な対象分野】
再生可能エネルギーバリューチェーン、船舶バリューチェーン、食糧輸
送、物流サプライチェーン・ソリューション、低炭素系海洋事業・資源
探査事業

戦略のレジリエンス
（強靭性）
基本戦略を2050年までの時間軸で事業・投資計画に落とし込み、財務面に与える影響を複数のシナリオを用いて試算。その結果、1.5℃
シナリオ下においても気候変動による既存事業の収益減少を新規成長事業の収益増加でカバーできることが見込まれ、当社戦略は
一定のレジリエンスを有するものと現段階では判断しています。今後も前提となるシナリオを適宜見直しながら引き続き戦略の強靭性
向上に努めます。
当社では気候変動に関するリスクと機会の特定、複数シナリオでの事業別シナリオ分析を実施しています。
詳細については、2022年6月30日に発行した「TCFD提言に基づく開示報告書」をご参照ください。

2022 TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づく開示報告書
https://www.nyk.com/esg/envi/tcfd/

指標と目標
気候変動対応における中長期目標
目標年

2030年
2050年

対象

目標

2015年度比–30% ※1

• Scope1（船舶＋航空機）
• 外航海運事業（公表主体：当社、公表時期：2021年9月）

ネット・ゼロエミッション

• 物流事業（公表主体：郵船ロジスティクス
（株）、公表時期：2022年1月）

指標
当社は、GHG排出量を把握し削減目標を管理するため環境経営指標※2を導入
しており、
この指標に基づく中期目標達成に向けた進捗状況は右表の通りです。

環境経営指標（g-CO2e／トン・キロメートル）

2015
年度

※1 この目標は2018年に2℃シナリオにてSBT認定を取得しています。2022年度下期から2023年度中
に1.5℃シナリオでのSBT認定再取得を予定しており、SBT認定再取得に際し、目標年、基準年、
目標の見直しを予定しています。
※2 環境経営指標は、IMO
（国際海事機関）
のガイドラインに準拠したGHG排出原単位を用いており、
以下の数式により算出しています。
環境経営指標= 環境負荷（GHG排出量）／事業付加価値（海上輸送重量トン・キロメートル）

改善率

船種

Scope1
（船舶＋航空機）

6.36

2016
年度

6.33

2017
年度

6.26

2018
年度

6.20

2019
年度

6.18

2020
年度

2015
年度比

6.11 –3.93%

Special
Feature
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ESG経営で見えてきた
企業文化の進化
「 NYKグループESGストーリー」の発表から1 年が経過した今、
日本郵船グループでは部門横断的にESG統合思考が本格的に
浸透し、
「経済性」と「ESG」のモノサシを両立する事例も芽吹く
など、ESG経営の土台を作る段階から、事業化・商業化のステー
ジへと進化しようとしています。社内ではどういった変化が見え
始めてきたのか。ESGを経営の中心に据えるという強い意志で
活動を推進する社長の長澤と、当社のESG経営推進委員会の
アドバイザーであるゴールドマン・サックス証券（株）業務推進
部長の清水氏が、ESG経営のこれまでを振り返りながら、これか
らの道筋について意見を交わしました。
撮影場所：日本郵船（株）横浜支店

Profile

Profile

ゴールドマン・サックス
証券（株）

代表取締役社長
社長執行役員

清水 大吾 氏

長澤 仁志

略歴

略歴

グローバル・マーケッツ部門株式営業本部

1980 年 入 社、2004 年 LNGグループ 長、
2007年経営委員、2009年常務経営委員
に就任。2011年に取締役就任以降はエネ
ルギー輸送部門を担当し、2018年からは
副社長経営委員として不定期専用船戦略
会議議長を務める。LNG 事業の上流権
益、海洋事業などへの参画を牽引した。
座右の銘は、
「打たれても出る杭になれ」。

業務推進部長。2001年京都大学大学院
を卒業し、日興ソロモン・スミス・バーニー
証券
（現シティグループ証券（株）
）
に入社。

2007年にゴールドマン・サックス証券（株）
に入社し、業務推進部長としてSDGs・ESG
関連を担当。座右の銘は、
「明日死ぬかのよ
うに生きろ。永遠に生きるかのように学べ」
。

当社グループの
ESG経営元年を振り返って
長澤

未来にわたって当社グループがお

客さまや社会から選ばれる企業グループで
あり続けるため、ESGを経営の中心に据え
るという方向性を明確に打ち出し、
「NYK
グループESGストーリー」を策定したのが

2021年のことです。私は清水さんの講演
がきっかけで、CO2の大量排出に何の懸念
も抱かず、またガバナンスが脆弱で不祥事
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を多数起こすような企業は信頼を損ない、

仕事。モノの値段だけではなく、環境や

ESG経営を進める上で忘れてはならない

早晩、淘汰されるという強い危機感を覚え

社会といった側面から付加価値の高い事

のは、答えは個々人や現場にこそあるとい

ました。将来の成長に期待して投資する

業やサービスが選ばれる時代が訪れると、

うことです。一人ひとりがESG視点で物事

投資家からすれば、そのような企業は投資

投資家は見ています。企業サイドで見れば、

を捉え直し、周囲と議論する。試行錯誤し

不適格な存在であり、時価総額も小さくな

そうした変化をいち早く見据えていたのが

ながら業務を進化させてみる。ポイントは

ります。企業価値を計る指標の一つが時

消費者を相手にするBtoC企業でしょう。一

目の前のコストに萎縮しないこと。ESGは

価総額だとすると、ESG経営なしでは企業

方、日本郵船グループのようなエネルギー・

コストではなく未来への投資です。将来の

価値の向上とは真逆の道へ進むことにな

社会インフラを支える産業は、安定供給と

リターンをESGの文脈をもって説明できる

ると思ったのです。

いう事業特性を踏まえると、
どうしても現在

かが重要です。そしてその文脈から紡ぎ出

の延長線で事業を考える傾向があり、未来

されるストーリーが、現場から上司や経営

投資家はさまざまな角度から

のありたい姿からバックキャストして考える

層に徐々に届くことで、企業としてのESGス

将来を予見し、企業価値を算定することが

ことが難しいというのはよく理解できます。

トーリーはますます洗練される。繰り返し

清水

Special Feature
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磨かれ、進化するストーリーこそ理想であ

による進化を結果で示しながら、この先も、

が最も重視する安全や、将来の成長ドラ

り、日本郵船グループが目指すべき企業文

良いことも悪いことも含めて誠実に対話を

イバーである人材にも積極的に投資してい

化ではないでしょうか。また、収益だけでな

重ねていく考えです。時価総額が上がれ

く予定です。

く、収益化の過程に日本郵船グループが

ば、不本意な形で買収されるようなことも

志向するフィロソフィーが備わっているか、

ないでしょう。お客さまだけでなく資本市

可視化しにくいところほどしっかりと評価で

場からも評価される存在であれば、きっと

2022」では、ESG経営推進基盤強化の旗

きる企業こそ、この先も持続的に成長し続

従業員ももっと当社グループを誇りに感じ

印としてESG Navigatorが紹介されまし

ける存在だと言えるでしょう。

てもらえると思います。

た。ESG経営元年の2021年は、70人以上

長澤

清水

「NYK グループ ESG ストーリー

私は社員やグループ会社の皆

さんにESG経営をよくある単なる標語や働
き掛けのように受け止められてしまうのは
絶対に避けたかった。部署によって意識の
高低や自分ごととしての捉え方にまだ大き
な差がありますが、先日の北米出張の際に

これからのESG経営
〜ESGストーリー
2022で示す課題と
道筋〜

現地のグループ社員から具体的にESG
経営をどう進めるのか、もっと知りたいと

長澤

NYKグループESG

いった質問が複数出てきました。ESG経営

ストーリーのアップデート版

は着実に前進していると手応えを感じて

として、2022年3月に「NYK

います。

グ ループ ESG ストーリー

地球全体の課題である気候変動問題

2022」を策定・発表しまし

に知恵と行動で貢献すればするほど、企業

た。注目ポイントは、2050

価値が高まっていくのは明らかです。もし

年のありたい姿からバック

かすると、資本市場と企業の間には企業

キャストしたロードマップと、

価値について認識のギャップがあるのかも

その道中にある次期中期

しれませんが、投資家と経営者は表裏一

経営計画です。過去2年間

体です。資本市場をうまく使いこなすこと

で大きく改善した財務基盤

で、社会や産業にもっと大きなインパクトを

を次の成長にどう活かして

与えることができるはずです。

いくのか、投資家や株主は

当社グループの在り方に共感してくれる

注視しているのではないかと思います。今

にもなるこのESG Navigatorが、縦横無尽

ステークホルダーとともに、社会から選ば

般、2050年までに4.8兆円の投資を実行

に動き回り、
「ESG」のモノサシの浸透・定

れる企業グループであり続けたいと本気で

していくと発表しました。2023年の発表を

着に大きく貢献した1年だったと見ています。

思うからこそ、投資家にとっても魅力ある、

控える次期中期経営計画について、現

グループ会社でもESGストーリーを策定す

すなわち2050年やその先の未来において

在、社内では議論を重ねていますが、この

る動きが活発ですが、親会社は関与せず、

も投資する価値のある企業グループだと理

資金を何にどう振り向けていくのか、さら

グループ各社が頭をひねりながらストー

解してもらう努力が不可欠です。ESG経営

に具体的に詰めていきます。当社グループ

リー立案に取り組んでいることは、グループ
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経営として非常に良い事例です。2年目とな

期待しています。また、管理職層への昇格

女比率に問題があるのか。もしかしたら内

る2022年は、ESG経営のベストプラクティ

にあたり、特別な試験の導入を決めまし

的要因ではなく外的要因に原因があるの

スを他部門やグループ会社へと拡張させて

ばかりに目が行
た。ESGのうち、E（環境）

かもしれません。単なる「数合わせ」で終

いくフェーズに入ると思います。このフェー

（社会）
への意識として、部
きがちですが、S

わってしまうようなことは避けてほしいと思

ズでは、効果的な評価制度によって、より

下にしっかりと向き合い、寄り添い、時に

います。また、ESG経営を標榜する他社と

早く広く拡張していくと考えます。

愛情を持って叱ることもできる、人間性の

比べて、日本郵船グループはESG経営が

優れた人材かどうか見ることで、企業文化

現場により深く浸透していると感じていま

をもっとよりよく進化させたいと考えていま

すが、逆に社外への発信がまだ不十分だ

すし、人権への取り組みも

と感じます。見かけは良くても中身が伴って

強化していきます。

いない企業もある中、ぜひ積極的に発信し

長澤

評価制度については検討を重ね

ていくべきです。
清水

まさに、西郷隆盛

私が日本郵船グループ内にいなくとも

の「功ある者には禄（給与）

ESG経営が自走する組織になる、すなわち

を与えよ、徳ある者には地

アドバイザーとしての役割を終えることが、

位を与えよ」そのものです

私自身が目指すゴールです。2022年は、

ね。どんな評価に基づいて

部門間・社員間の触媒として、現場での活

誰を管理職に抜擢するか

発な議論を誘い、より優れたストーリーが

で企業経営の質は大きく

経営層にいくつも届くような、実に前向き

変わります。試験に加えて、

で力強い企業文化の醸成に寄与したいと

エンゲージメントスコアを一

考えています。

緒に活用することで、管理
職候補者の面接時だけで

長澤

2022年中に実施する予定の全

は測れない日常の人間力

世界のグループ社員を対象としたエンゲー

を知ることにきっと役立つの

ジメントサーベイの結果を分析・活用して、

ではないでしょうか。

さまざまなものが見えてくると期待していま

一つ課題として言うなら

す。女性活躍推進については、私自身の中

ば、ストーリーが弱い印象

でももう一度課題点を掘り下げ、ストー

の女性活躍推進について

リーを練り直していきたいと思います。

です。目標とする数値を出

清水さんには、私たちの進む方向が間

ています。先んじて、役員報酬制度を改定

したのはいいのですが、その数値が日本郵

違っていないか、引き続き資本市場の目線

し、業績連動型株式報酬にESG 視点の

船グループの企業価値にどう影響するの

から厳しいチェックをお願いします。そして

評価を反映する仕組みを導入しました。こ

か、納得感のある理由とともに、より骨太

足りない部分があれば忌憚のないご意見

れにより、長期的なインセンティブにESG

のストーリーを描くべきです。そのためにも

をいただき、改善に向けた手立てを一緒に

視点が組み込まれることとなります。報酬

まず、女性活躍推進における問題点をしっ

考えていきたいと思います。本日はありがと

体系が変更となった役員の意識や行動が

かりと洗い出さなくてはなりません。新卒の

うございました。

変われば、部下にも良い影響が出てくると

男女比率なのか、中間層、管理職層の男

進化し続けるESG 経営

ESG経営の国内外での浸透
日本郵船グループは、グループ社員一人ひとりが長期的な視点に立ち、
「ESG」のモノサシを持って、既存事業の差別化、新しい
事業領域の拡大、投資を通じて、社会課題解決に貢献するという好循環を生み出すことを目指しています。取り組みの土台として、
本社各部署にESG Navigatorを設置しました。ESG Navigatorは、マネジメントが示す方向性・方針を所属部署に伝達する触媒
の役割を担っています。2022年度はさらに活動の輪を広げ、国内外グループ全体への浸透に取り組んでいきます。

ESG Navigator 制度
トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを支え、
ESG Navigatorとは各部署において、

ESG 経営推進委員会

ESG経営推進を担う担当者のことです。現在、本社内全48部署でグループ長・室長・支店

ミドルマネジメント

長が任命したESG Navigator 67名が活動しています。船の世界ではNavigatorとは航海士

マネジメント層
との議論

のことですが、ここでは航海長である二等航海士を指します。航海長
（二等航海士）
の重要
な仕事の一つに航海計画の策定があり、船の進むべきルートを船長と議論を交わしながら

他グループ会社や
他部署・部門との議論

決定します。また船内全体で意見を取りまとめる際も中心的な立場となり、乗組員の意見を
まとめていきます。ESG NavigatorにはオフィスでESG経営を推進するにあたり、船上での航
海長の役割を担ってもらいたいとの思いを込めています。具体的には、①ESG Navigatorと

ESG Navigator

グループ長・室長が自グループの「ありたい姿」へ辿り着くためのルートをどう描くかを議論、

チームメンバーとの議論

②マネジメントの考えをグループ員と共有、③若手層の自由闊達な意見をリードし、グループ
員の意見を各所に展開する役割を担っています。

ESG Navigatorsʼ Dialogue
社内向け情報共有、および勉強会の場として2021年度は全10回実施し、延べ約900名が参加しました。ESGの考え方を上手く活用した
各部署の事例共有や、サステナビリティ全般に関わる世の中の動き、専門知識のアップデートを目的としています。

ESG経営浸透活動事例
ESG経営浸透を目的として、国内外グループ社員向けに多くの取り組みを行っています。
2021年度以降の活動事例

国内

海外

内容

対象者

時期

参加人数

社長によるタウンホールミーティング

国内外グループ会社従業員

2022/2

＋
1,101名（オンライン）
176名（アーカイブ）

グループ内説明会
NYKレポート2021（統合報告書）

国内外グループ会社従業員

2021/10–11

延べ387名

基調講演 全2回
ゴールドマン・サックス証券（株）清水大吾 氏

国内外グループ会社従業員

2021/7, 12

延べ601名

北米での社長によるタウンホールミーティング

北中南米グループ会社従業員

2022/4

約250名

フィリピン船員集会でのミーティング

船員
（主に乗船前の隔離期間中の方々）
と
2021/7
その家族、NYKグループ関係者

約1,000名
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MESSAGE

ESG 経営を軸に社内エンゲージメントを向上
日本郵船グループはここ数年にわたり、ESG経営を推進することに

特別な意味があり、この選択は当社社員にとって最も大切な価値

より大きな進化を遂げてきました。連日のように「外航海運事業に

観が反映されたものです。このようにエンゲージメントを高めるた

おける2050年までのネット・ゼロエミッション達成」を目標とした

めに何かできることはないか皆で考え会社全体で取り組むことは

燃料転換の取り組み
（重油からLNG等）が発表されていますが、

日本郵船にとっても大切で、ESGのSである”社会”に常に反映され

ESGの考え方を経営に真に組み入れるには船舶の燃料転換だけ

るべきです。

でなく、日常業務へのESG思考の統合に努める必要があります。

この取り組みは小さな一歩にすぎませんが、グローバルや地域な

その第一歩として、さまざまな事業活動においてESG思考が統

どのレベルだけではなく、個人レベルで社員一人ひとりがESGにつ

合されていない点がないか考えることから始めてみたところ、米国

いて考え行動していくべきです。それが達成できたとき、ESGの考

の祝日であるにも拘わらず会社の休業日とならず、従業員の有給

え方がしっかりと浸透していると言えるでしょう。

休暇消化扱いとなることにつき、疑問が寄せられました。その後の
当社人事チームの調査により、休日制度の変更に強い興味を示す

Profile

社員が多くいることがわかり、2023年よりキング牧師記念日および

執行役員
NYK Group Americas Inc. CEO

聖金曜日を会社の休業日とします。キング牧師記念日は平和と社
会の変革を、聖金曜日にはキリスト教徒が平和と喜びを祝うという

Patrick Brennan Jr.

ESG Navigator 制度を活用しESG 経営を推進

ESG Navigatorとしてグループ会社と二人三脚

長期的視点で企業価値向上を目指す差別化戦略であり成長戦略

2021年4月よりESG Navigatorとして、私の所属する本部が管掌す

でもあるESG経営は上からの「やらされ感」では前に進みません。社

る10社以上の国内グループ会社のESG経営を支援しています。当

内全グループから選ばれたメンバーで構成するESG Navigator制度

初は自身の業務とESGの繋がりが明確にイメージできていない中、

がその解決を担います。2021年の活動を経て、横串での連携や理

グループ会社からは「ESGって上場企業がやるものでしょ?」
という

解促進に大いに効果を発揮しましたが、若手にはさまざまなモヤモ

声もあり、前途多難な船出でした。まずは国内グループ会社向けに、

ヤが存在することも把握しました。それらを共有し解消するプラット

ESGの理解を深めていただくための講演会を企画しました。その後、

フォームとしてもESG Navigatorの活動拡大をこれからも色々に仕

各社のESG担当者とは議論を幾度と重ねていますが少しずつ自分

掛けていきます。日本企業の中でもユニークなボトムアップの試みで

ごととしての意識が互いにできつつあるように感じています。

ある本制度が、地に足の着いた会社戦略理解を皆に促す仕組みと

同じ日本郵船グループといっても、業態も商圏も規模も幅広くさ

して果たす役割は大。彼ら彼女らとともに、当社グループの一人ひと

まざまです。それぞれのESGストーリーの実現に向けて、各社のESG

りに働き掛けるESG経営を引き続き推進します。

担当者と二人三脚で進めていきます。
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ESG経営推進グループ グループ長

ライナー＆ロジスティクス事業統轄本部 港湾グループ

辰巳 曜一郎

森本 庄平

