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CSRレポート2010について（編集方針）

日本郵船グループは、本レポートを通じて社会と積極的にコミュニケーションを行
い、世界中のあらゆる人から信頼され、「なくてはならない」存在を目指していきま
す。2010年度は冊子とウェブのメディア特性を活かし、特集企画の掲載など、読
みやすさを重視した冊子と、網羅性・タイムリー性を重視したウェブに分けて報告
しています。

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。

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。

基本
理念

経営
方針

● 対象期間…2009年4月〜2010年3月（ただし、一部2010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、対象範囲を記載するよう努めました。

報告の範囲

● 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2006」
　（GRIガイドラインと国連グローバル・コンパクトの対照表はウェブサイトに掲載しています）

Web >>>  CSR活動＞CSRレポート＞各種ガイドライン対照表

参照ガイドライン

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
係わりのあるすべての方々を読者として想定しています。

対象読者

● 2010年6月（前回：2009年6月　次回予定：2011年6月）
発行時期

日本 郵 船 グ ル ープ 企 業 理 念
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「安全の確保と環境活動を最優先に、
 より良い社会の実現に貢献します」
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海での安全への取組み
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社会とともに
お客さまとともに
株主・投資家の皆さまとともに
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健全で透明性の高い企業経営
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環境36
環境経営の推進
環境負荷低減への取組み
陸と空での環境への取組み
その他の環境活動
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環境データ
環境会計
人事データ（本社）
人事データ（グループ会社）
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多様な人材とともに拡大する
日本郵船グループ

特集❶

コーポレートサイトトップページ

CSR活動トップページ

アニュアルレポート2010表紙

第三者意見
2009年度 社会からの受賞・表彰

42
43

巻末別紙「CSRレポート2009」読者アンケート集計結果

CSRレポートでは、当社グルー
プのCSR（企業の社会的責任）
に対する取組み、主に社会面、
環境面などの「非財務情報」、
アニュアルレポートでは主に事
業概況および業績、今後の戦
略などの「財務情報」について
報告しています。

当社が発行する各種資料は下記ウェブサイトで紹介しています。

■ 決算短信　 ■ 有価証券報告書等　 ■アニュアルレポート
■ 定時株主総会招集ご通知（招集ご通知添付書類を含む）
■ FACT BOOK　 ■ 貸借対照表及び損益計算書

Web >>>   ホーム＞IR情報＞IRライブラリー＞

特集❷

「NYKスーパーエコシップ2030」
から見える未来への航路

ウ ェ ブ サ イ ト

関　連　情　報

ステークホルダー・ダイアログ14
「生物多様性への取組みで、
 社会の変化を促す活動を」
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社員一人ひとりの「人間力」を活かして

　当社グループは、船舶、航空機、トラックや倉庫というハード
を有していますが、それだけでは他社との差別化は容易ではあり
ません。お客さまからは、多様化する物流ニーズに対応する改善
提案型ビジネスモデルが求められています。それに応えるために
は海上輸送だけではなく、航空輸送・陸上輸送や物流業務など
の多岐にわたる専門知識とこれらを組み合わせた最適輸送サー
ビスの総合力が要求されます。この課題に対処するキーワード
は、「人間力」、すなわちNYKグループ・バリュー「誠意・創意・
熱意」を基本とした「現場力を持つ人材」を育成することです。当
社グループ社員一人ひとりの「人間力」を伸ばし、グループ会社
の事業を有機的に融合することにより、お客さまをはじめ社会か
ら信頼される存在であり続けられるよう努めてまいります。

取引先に対するCSRガイドライン策定

　安全の確保と環境活動に加え、関与するサプライチェーンに
おける人権、労働、腐敗防止などに関する課題解決への取組み
が近年重要度を増してきています。当社は、それら課題の解決
に向け、取引先に対するCSRガイドラインを策定しました。今後、
国内外の関係取引先に対し本ガイドラインへの理解と実践を働
きかけ、サプライチェーンにおけるCSRの課題をともに取組んで
いきます。

国連グローバル・コンパクトの取組み

　真のグローバル企業を目指す当社グループにとって、国連グ
ローバル・コンパクト（以下GC）が提唱する人権、労働基準、環
境、腐敗防止に関する10原則（GC10原則）と、当社グループ
の企業理念、方向性は合致しています。当社は、2006年5月
にGCに賛同、支持表明するとともに、2008年4月から代表取
締役会長 宮原耕治が、グローバル・コンパクト・ボード・ジャパ

安全の確保と環境活動を最優先に、
より良い社会の実現に貢献します。

宜
ようそろ
候プロジェクト完遂の年、さらなる飛躍へ

　当社グループは、2008年4月に3カ年中期経営計画「New 
Horizon 2010」をスタートさせました。また、厳しい経済情勢を
受け、2009年1月に2年間の緊急構造改革プロジェクト「宜

ようそろ
候※1」

を立ち上げ、収益構造および営業体制の抜本的見直しによる大
胆な構造改革を行うことにより、外部環境の激変に対応する体
制を整えるとともに、景気回復後の飛躍を目指します。

CSRへの取組み強化

　「宜
ようそろ

候」プロジェクトの2つの課題である無駄の徹底排除によ
るコスト削減と成長戦略の構築を完遂すれば、以前より一段と
強いグループに成長できる道が開けてきます。ただしその基本と
して、事業を進めていくうえでのインフラとも言うべき企業基盤
の整備・強化をはじめとするCSR活動への取組みを推進し、ス
テークホルダーの皆さまの期待に応え、信頼を得ることが大切
です。健全で透明性の高い企業経営を実践するためにも内部統
制体制の構築および、コンプライアンスの徹底に継続して取組み
ます。当社グループ会社が独占禁止法に抵触した事実を重く受
け止め、独禁法タスクフォースによる当社グループ全体への啓
発活動を行い、再発防止を徹底してまいります。

最重要課題である安全・環境問題

　当社グループは、安全・環境問題においても常に業界をリード
するフロントランナーとなることを目指しています。私は、安全・
環境対策推進委員会の委員長として最重要課題である安全の
確保と環境活動に引き続き努めてまいります。2008年4月に立
ち上げた環境特命プロジェクト“NYK Cool Earth Project”は、
2010年4月から環境グループに格上げし、2050年までに世界
の温室効果ガス排出半減に貢献するという長期ビジョンを掲げ、
持続可能な社会への貢献に積極的に取組んでいきます。

T o p  M e s s a g e
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日本郵船株式会社
代表取締役社長

ン（GC-BJ）のメンバーとして活動を牽引および推進しています。
国連は誠実性の確保のため、毎年、参加組織に対しGC10原則
の実現に向けて実際に行った活動の詳細および結果の報告を義
務付けています。当社は、2007年度に続いて2009年度に国連
グローバル・コンパクトNotable COP（優れた活動報告）の認

定を受けました。全世界に約
5万人の社員を有するグロー
バルな総合物流企業である当
社グループは、国際的に認め
られたGC10原則をCSRガイ
ドラインとして実践することで、
誇りを持って働ける職場をつく
り、社会の持続可能な成長の
実現に努めてまいります。

本CSRレポートは、当社グループの活動報告として作成いたし
ました。ステークホルダーの皆さまの声を聞き、事業活動に反映
していきたいと考えていますので、忌憚のないご意見・ご提案を
頂戴できますことを願っております。

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、
安全・確実な「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。
経済の血管ともいえるグローバルな物流事業を通じて、人々の豊かで、安心できる暮らしに
貢献することを誇りに思うと同時に、その責任を深く感じています。

トップメッセージ

※1 宜
ようそろ
候

「宜
ようそろ

候」とは、船長が「ここからは真直ぐ進め」と指示する際に発する号令です。当社グ
ループが現在の難局を切り抜け、目標に向かって直進するという思いから名付けました 

（「宜
ようそろ

候プロジェクト」の詳細はP.19参照）
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日本郵船グループのCSR
日本郵船グループのCSR（企業の社会的責任）とは、基本理念である“安全・確実な「モノ運び」を通じ、人 の々生活を支える”ことです。
そのためには、安全確保・環境保全や人材育成など、事業を進めていくうえでのインフラともいうべき企業基盤の整備・強化が不可欠です。
社会の持続可能な発展に貢献し、社会からの期待や信頼に社員一人ひとりがしっかり応えていくために、
「健全で透明性の高い企業経営」「安全の確保と環境活動」「誇りを持って働ける職場づくり」をCSRの柱として取組んでいます。

CSR活動プログラム
CSRの具体的な活動として、本社の31
部署でCSR活動プログラムを策定し、
PDCAサイクルを回して進めています。
できる限り数値目標を立てるなど、中期
経営計画の「CSR経営の強化」をプログ
ラムにも反映しています。

企業行動憲章・行動規準
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「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
価するためアンケートを実施しています。

NYKグループ・バリュー
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。社員一人ひとりが日々の業務を
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部下・同僚・新人に
受け継いでいくものです。

創意誠意 熱意
Integrity Innovation Intensity

NYKグループ・バリュー

「誠意・創意・熱意」
Integrity Innovation Intensity

企業理念
基本理念
経営方針

さまざまなステークホルダー

社会からの期待と信頼に応える企業になるために

CSR活動　3つの柱

企業行動憲章・行動規準

中期経営計画　「New Horizon 2010」
安定 環境成長

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

安全の確保と
環境活動

誇りを持って
働ける職場づくり

健全で透明性の
高い企業経営

CSR活動プログラム

CHECKACT

DOPLAN
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　本社には総務CSR本部を設置し、国内グループ会社、海外の

6拠点※1 にも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、国内外当社グループ全体の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。CSRレポート、CSR

ハンドブックの発行、CSR通信の配布、CSR研修※2、SRI調査

の対応など、ステークホルダーからの要請を把握し、社会からの

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。

　また海外では、情報交換のためお互いのCSR活動を報告し、

2009年度は660を超える活動事例が集まりました。

CSR活動の体制と推進プログラム

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
［30部署］

国内グループ会社
CSR担当者
［52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

本部長（専務）

総務CSR本部

担当役員（1名）

CSR推進体制 総務グループ

人事グループ

内部監査室

コンプライアンス室

秘書グループ

本　社
CSRタスクフォース
メンバー［30部署］

国内グループ会社
CSR担当者［52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
CSR推進チーム

コーポレート・シティズンシップ・オフィス
リスク管理チーム
歴史博物館

CSR活動推進体制図 （2010年4月1日現在）

国内では、主要グループ会社52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任命。各国ではさらにCSR担当者を設置し、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。

東アジア、南アジア、オセアニア、欧州、北米、中南米
※1 6拠点

CSR全般、コンプライアンス、個人情報保護法に関する研修、各種e -ラーニング
※2 CSR研修

　2008年度よりスタートした中期経営計画「New Horizon 

2010」では、「成長」「安定」「環境」の3つのキーワードと、そ
れを支える基盤として「CSR経営の強化」を掲げています。ス

テークホルダーとの信頼関係を築くために必要な“基本的CSR”

であるコンプライアンス、安全運航などの取組みに加え、他社と

の差別化をはかり、より企業価値を高めるために必要な“積極的

CSR”である環境活動、社会貢献などの活動にさらに取組み、企

業基盤の整備・強化をはかるとともに持続可能な社会を支えて
いきます。

NYKグループ・バリュー

［誠意・創意・熱意］

CSR経営の強化

Integrity Innovation Intensity

安定成長 環境
お客さま本位の
サービス強化

長期契約獲得による
収益安定化

財務健全性の維持強化

総合物流戦略の深化

資源・エネルギー輸送の
拡大

BRICsなどの
成長地域での事業拡張

安全の徹底

環境先進企業
グループに

環境技術開発への
積極投資

中期経営計画「New Horizon 2010」
「New Horizon 2010」の基本戦略

取引先に対するCSRガイドライン

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。

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。
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東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催 

●

日
本
経
済
高
度
成
長
期 

●

（
〜
１
９
７
３
）　

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦 

●

第
二
次
世
界
大
戦
開
戦 

●

第
一
次
世
界
大
戦
終
戦 

●

パ
ナ
マ
運
河
開
通 

●

第
一
次
世
界
大
戦
開
戦 

●

第
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催 
●

日
本
初
の
内
閣
成
立 

●

特
集
❶

事
業
の
多
様
化

         
 1885     '93   '96         

    1914    '18      '2
6   '29        '

39     '45        '
55    '59  '60     '64     '68 

多様な人材ととも    に拡大する
日本郵船グループ

社
会
の
動
向

● 

日
本
初
の
フ
ル
コ
ン
テ
ナ
船
“
箱
根
丸
Ⅱ
”
竣
工

● 

三
菱
海
運
㈱
と
合
併

● 

世
界
初
の
チ
ッ
プ
専
用
船
“
呉
丸
”
竣
工

● 

当
社
初
の
鉱
石
専
用
船
“
戸
畑
丸
Ⅱ
”
竣
工

● 

オ
イ
ル
タ
ン
カ
ー“
丹
波
丸
Ⅱ
”
竣
工

● 

当
社
初
の
重
量
物
船
“
三
鷹
丸
”
竣
工

● 

近
海
郵
船
㈱
を

　

合
併

● 

客
船
黄
金
時
代
を
代
表
す
る

　

客
船
“
浅
間
丸
Ⅱ
”
竣
工

● 

第
二
東
洋
汽
船
㈱
を
合
併

● 

三
大
航
路（
欧
州
、
シ
ア
ト
ル
、
豪
州
）開
設

● 

ボ
ン
ベ
イ
航
路
開
設

　
● 
日
本
郵
船
会
社
創
業
。

　

郵
便
汽
船
三
菱
会
社
と
共
同
運
輸
会
社
合
併

1955年、高度経済成長
期を迎えた日本の貿易は
盛んになり、より効率的な
船が登場。コンテナに荷
物を詰めて運ぶコンテナ
船、同じ貨物の大量輸送
に適した専用船など、産
業の発展とともに当社の
船隊も拡充していった。

高度経済成長期、貿易
立国を目指して産業の
国際競争力を高め、海
運業界トップへと躍進。

（億円）

（年度）

10,000

5,000

0

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

11,339 11,429
13,983

16,060
19,293

21,642

25,846
24,299

16,973

12,492

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000

売上高推移

太平洋戦争中は陸軍・海
軍の徴用船となり、国の
必要物資の輸送に従事。
1945 年の敗戦までに、
5,312 名 の 社 員と185
隻の船が失われた。

‘95

100

0

200

300

400

500

600

900

700

800

1885 ‘95 1905 ‘15 ‘25 ‘35 ‘45 ‘55 ‘65 ‘75 ‘85 2000 ‘05 ‘09

（隻数）

（年度）

62 101 105
114

195
267

402

547
646

803

94 88
37 75

347

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

運航船舶の隻数推移

当社初の客船“浅間丸Ⅱ”

世界初のチップ専用船“呉丸”
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欧
州
単
一
通
貨「
ユ
ー
ロ
」 

●

流
通
開
始　

米
国
で
同
時
多
発
テ
ロ 

●プ
ラ
ザ
合
意 

●
第
二
次 

●

オ
イ
ル
シ
ョッ
ク　第

一
次 

●

オ
イ
ル
シ
ョッ
ク　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催 

●

日
本
経
済
高
度
成
長
期 

●

（
〜
１
９
７
３
）　

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦 

●

第
二
次
世
界
大
戦
開
戦 

●

第
一
次
世
界
大
戦
終
戦 

●

パ
ナ
マ
運
河
開
通 

●

第
一
次
世
界
大
戦
開
戦 

●

第
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催 

●

日
本
初
の
内
閣
成
立 

●

       '6
9     '73         

'78  '79    '83   '85      '8
9   '91      '9

7    '98      2001  '02   '04         
  '09      '1

0

多様な人材ととも    に拡大する
日本郵船グループ

2010年、日本郵船は創業125周年を迎えま
す。「モノ運び」を通じて世界中の人々の豊か
な生活を支えるため、グローバルに事業を展
開。それに伴い、日本郵船グループで働く人材
も拡大、多様化してきました。これからも世界
中から必要とされる企業であるために、安全・
確実な「モノ運び」で社会に貢献していきます。

創業100年目にあたる1985年、プラザ合意で急激な円高に直面した。
これに対応するため構造改革を実行。マンニングオフィスを通じて外国人
船員の積極的な採用を始めるなど、グローバル化への道を歩み始めた。

2000 ‘05‘04‘03 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
（年度）

（名） 日本  　北米  　欧州  　アジア  　オセアニア  　中南米

社員数推移

● 

総
合
物
流
グ
ル
ー
プ
会
社
間
で
の

　

人
事
交
流
開
始

● 

Ｎ
Ｙ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
・
バ
リ
ュ
ー
策
定

● 

フ
ィ
リ
ピ
ン
商
船
大
学
設
立

 

● 

国
内
初
の
自
社
養
成
海
上
社
員

　

採
用
開
始

● 

当
社
初
の
女
性
航
海
士

　

乗
船
開
始

● 「G
lobal N

Y
K

 W
eek

」開
始

● 

自
動
車
専
用
船

  “P
O

LA
R

 B
E

A
R

”に
て
、

　

日
本
人
、
外
国
人
船
員
混
乗
開
始

創業120周年記念事業の一環として、
フィリピンに幹部船員の養成を目的とし
た商船大学を設立。学生の段階からマ
ネジメント能力の育成に重点を置きつ
つ、最前線の現場で求められる実践的
な知識・技術の習得を目指して育成中。

創業 100 年目にあたる
1985年、プラザ合意で
急激な円高に直面した。
これに対応するため構造
改革を実行。マンニング
オフィスを通じて外国人船
員の積極的な採用を始め
るなど、グローバル化への
道を歩み始めた。

人
材
の
多
様
化

 1976         
         

         
         

         
         

         
        2

002     '05  '06  '07    '09

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て、海外グループ会社で活躍する中堅

社員向けに「Global NYK 
Week」を開催。社長との
直接対話や当社の歴史を
学ぶ講義などを実施。

● 

当
社
物
流
部
門
と

　

郵
船
航
空
サ
ー
ビ
ス
㈱
の

　

統
合
を
予
定

● 

大
水
深
掘
削
船

　
（
ド
リ
ル
シ
ッ
プ
）

　

事
業
へ
参
入

● 

㈱
Ｍ
Ｔ
Ｉ
設
立

　
● 

地
球
深
部
探
査
船

　
“
ち
き
ゅ
う
”の
運
用
管
理
者
に
決
定

● 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
船
舶
管
理
会
社
設
立

● 

昭
和
海
運
㈱
と
合
併

● 

大
型
タ
ン
カ
ー“D

IA
M

O
N

D
 G

R
A

C
E

”

　

東
京
湾
で
原
油
流
出
事
故
発
生

● 
海
洋
地
球
研
究
船
“
み
ら
い
”
竣
工

● 
日
本
ラ
イ
ナ
ー
シ
ス
テ
ム
㈱
を
合
併

● 

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
マ
ン
ニ
ン
グ

　
（
船
員
配
乗
）会
社
設
立

● 

総
合
物
流
事
業（
海
・
陸
・
空
）展
開
開
始

● 

創
業
１
０
０
周
年

● 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
輸
送
開
始

● 

日
本
貨
物
航
空
㈱

　
（
Ｎ
Ｃ
Ａ
）設
立

● 

各
主
要
航
路
コ
ン
テ
ナ
サ
ー
ビ
ス
開
始

　
（
〜
１
９
８
１
）

● 

当
社
初
の
自
動
車
船
“
第
五
と
よ
た
丸
”
竣
工

LNG輸送開始 地球深部探査船“ちきゅう”

©JAMSTEC

事故を教訓として、1998年に国際
規則などの規定を基盤とした独自の
厳しい安全運航管理システム「NAV 
9000」を導入。傭船も含めた全運
航船、船主、船舶管理会社を対象に、
約600項目の安全監査を実施し、日々
安全運航の徹底に努めている。

急速かつ多様に展開するグローバ
ル業務のニーズに対応するため、安
全運航・環境・省エネ・物流新技術
などさまざまな「研究開発」と、当社
グループの「人材育成プログラム」
を運営することを目的として設立。お
客さまに提供するサービスの質の向
上と付加価値増大の実現に貢献。

（
P.

28
参
照
）
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貯蔵タンク
輸送タンカーへ

生産設備 係留設備

ライザー

係留索 係留索

いかりいかり

原油・ガス
の流れ

海洋事業の流れ

特集❶ 多様な人材とともに拡大する日本郵船グループ

生産性の向上、物資需要の増大、グローバル化など、20世紀初頭から今日
に至るまでの世界情勢の変化に伴い、物流企業への期待と責任はより大きな 
ものとなっていきました。日本郵船は、この期待と責任に応えるため、海運は 
もちろん陸・空における物流や、その周辺サービスの拡充を進めてきました。 

「モノ運び」を通じて、人々の豊かな生活を実現するために、これからも多くの
「価値」を届けるための事業を展開していきます。

多様化する

事業
海洋事業の拡大

生産から輸送まで、一貫したサービスの提供
　水深1,500mを超える大水深海域での油田・ガス田掘削は、掘削設
備の係留および掘削が難しく大きな課題となっていました。当社グループ
は、（独）海洋研究開発機構が所有する地球深部探査船“ちきゅう”の運
航管理を通じて、「絶えず変化する海上で、数カ月にわたり船を定点に留
まらせ続ける」ためのノウハウを蓄積。このノウハウを活かすべく、2009年
6月に当社はPETROBRAS社向けドリルシップ（2012年1月竣工予定）

を保 有 するEtesco Drilling 
Services,LLC社へ出資参加 
しました。このドリルシップは、
最 長 20 年にわたり水 深 約
3,000mまでのブラジル沖海
域で掘削作業を行う予定です。

　当社は、原油やLNG、LPG輸送を通じて蓄積した危険物荷役や船
舶管理のノウハウを活かし、FPSO※ 1 やFSRU※ 2など海洋事業の上流・
下流部門への本格的な進出を目指しています。原油・ガスなどの資源の
洋上生産・貯蔵に参画することで、これに係わる周辺輸送へのビジネス
拡大など、輸送事業とのシナジー効果や、お客さまやパートナーとの関係
性強化にもつながると考えています。

不動産・その他事業

9%
ターミナル関連事業

6%
客船事業

2%
航空運送事業

3%

　近年、原油価格の高騰により、海洋鉱区、とりわけ深海や大深海
での油田・ガス田開発が活発化。これに伴い、海洋掘削設備や生産
設備など海洋事業に注目が集まっています。このようななか、当社は
2008年に海洋事業グループを設置。2009年6月には、協力会社

とともにブラジル国営石油会社PETROBRAS社へ出資を行い、大
水深掘削船（ドリルシップ）事業に参画しました。これまで培ったノウ
ハウを活かし、輸送などの下流部門に加えて、生産・貯蔵・受入など
の上流・下流部門へと海洋事業を拡大しています。

物流事業 19%不定期船事業40%定期船事業21%

事業の種類別売上高

※1 FPSO
海底油田・ガス田から原油・
ガスを生産・貯蔵し、直接
輸送船へ積み出す浮体式
設備

※2 FSRU
輸送されたLNGを消費地
近くの沖合いで受け入れ、
気化してから消費地に送る
浮体式設備

▪上流部門　▪下流部門

探鉱・採掘権
の取得 探査・探鉱 試掘

商業採算性
の評価

生産設備の 
建造・設置 生産・貯蔵 輸送 貯蔵・精製 物流 販売

船を定点に留め続ける技術の展開

FPSOの仕組み

投入されるドリルシップの類型船

売上高（連結）

16,973億円
（2010年3月末現在）
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日本郵船は1885年の創業以降、世界大戦やオイルショック、プラザ合意後
の急激な円高など、都度、事業の根幹に係わる大きな構造転換を求められる
激動の時代を過ごしてきました。そのような中、当社が今日まで成長できた 
のは、多様な人材による支えがあったからといえます。BRICsなどの新興国の
発展による、多様な価値観を伴ったグローバル化に対応するため、これからも
当社グループの人材力を活かした質の高い事業・サービスを進めていきます。

多様化する

人材

社員数（連結）

31,660名
（2010年3月末現在）

NYKグループ・バリュー 『誠意・創意・熱意』
　「誠意・創意・熱意」という言葉で表される
NYKグループ・バリューは、当社グループ社員
全員が持つべき価値観です。社員一人ひとり
の人間力を高め、より強い組織を築くことが目
的です。この価値観を共有し伝え続けていくた
めに、世界各地でさまざまなバリュー活動を行っ

ています。2009年11月には、世界各地のバ
リュー事例を紹介する世界大会を東京で開催
し、その機会に国内外のグループ社員たちが
日本郵船グループのバリューについて、語り合
いました。

日本郵船グループを支える多様な人材

三等航海士

山本 梨恵子
Rieko Yamamoto

NYK Shipmanagement Pte,Ltd.
Maritime Training & Human Resources

キャデットシップインストラクター
船長 オアンカ・コドルト

Oanca Codrut

性別・年齢・国籍を問わず
活躍するステージがあります

さまざまな国籍からなる訓練生に
安全運航の大切さを教えています

　私が入社した2007年には、既に4名の女性海上社員の方々が船の
現場で活躍されていました。船ではさまざまな国籍、年齢の人が一緒に働
いており、船員になった経緯もまたさまざまです。性別はこれらの個性の1
つで、女性であることを意識し過ぎることなく仕事ができます。先輩の男性、

女性海上社員の方々をはじめ周
囲の皆さまの努力でこのような環
境が整えられていることに日々感謝
しています。

　2008年9月からNYKキャデットトレーニングシップのインストラクターを務
めています。私たちの目標は「NYKマリタイムカレッジ※ 3」のコンセプトの
もと、誠意・創意・熱意をもってさまざまな国籍のキャデット※ 4を訓練し、優
秀な船員を育成することで、NYKフリートの安全運航を達成することです。

私たちの仕事が当社グループの成
長の一助となることを望んでいます。

中列左から4人目

NYKグループ・バリュー3I's世界大会の様子

日本

27%

アジア

33%

欧州

16%

地域別社員の割合

北米

21%

オセアニア

1%

中南米

2%

※3 NYKマリタイムカレッジ
安全運航のために必要な知識・技能を定
めた当社の船員教育制度（P.33参照）
※4 キャデット
船舶職員（航海士・機関士）の資格を取得
するために乗船する訓練生のこと
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特
集
❷
「NYKスーパーエコシップ
2030」から見える

未来への航路

　現在の貨物船の船底部分には、特殊
な塗料が塗られています。この特殊な塗
料の成分が溶け出すことによって、船底に
フジツボや海草などの海洋生成物が付着
することを防ぎ、船の摩擦抵抗を低減して
います。将来的には、水を弾く鮫肌や蓮の葉など、自然界の生物からヒント
を得て、摩擦抵抗をさらに減らす革新的な塗料が開発されるかもしれません。
　また、塗料だけではなく、船底に気泡を送り込むことにより、海水と船体
の間の摩擦抵抗が低減されます。当社は、三菱重工業（株）と共同でこの
空気潤滑システムを開発。当社グループ会社の日之出郵船（株）が運航す
るモジュール運搬船（工場プラントなどの大型重量物を輸送する特殊船）で、
実証実験を行っています。

船底の工夫により
摩擦抵抗を低減

　現在の太陽光パネルは板状の黒いパネルが主流ですが、近年は布
のように曲げることができるパネルや透明なパネルが開発されています。
将来的には、さらに技術開発が進み、透明で柔軟な巻き取り式パネル
でコンテナを覆い、太陽光を最大限に活用することを想定しています。
2008年12月に竣工した自動車船 

“AURIGA LEADER”は、40kW級 
の太陽光パネルを搭載。7カ月の
運用で、陸上（東京）での太陽光
発電に比べ、約1.4倍もの発電量
を記録しました。海洋上での太陽
光の活用に、さらなる期待が高まっ
ています。

太陽光エネルギーの有効利用

気泡

風力
4％

推進効率向上

5％

超伝導

2％
摩擦抵抗削減

10％
船体重量削減

9 ％

太陽光
2％

太陽光パネル搭載船“AURIGA LEADER”

空気潤滑システム

トータル
CO2排出量

69％
削減
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船はもっとも環境に優しい輸送手段ですが、経済成長による国際貿易の
拡大に伴い、船から排出されるCO2の増加は無視できないものとなって
います。日本郵船は、世界経済の発展に寄与しながら地球と共生できる
海運を目指し、ゼロエミッションを掲げた船の開発を進めています。 
そして、2030年頃までの技術動向を調査し、コンセプトシップとして描
いたのが、約69％のCO2排出量削減を可能にする「NYKスーパーエコ
シップ2030」です。

　当社は、2050年までにゼロエミッション船の開発を目
指し、長期的な要素技術の動向を見据え、その中間地
点である2030年のコンセプトシップを描きました。この船
が、技術開発の具体的なロードマップとしてだけではなく、
多くの方にとって港湾や物流の未来について考えるきっ
かけとなり、また未来を担う若者にとっても、こうした船の
開発研究や、船員の仕事に興味・関心を持っていただけ
る機会になることを願っています。
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現在、船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。

「NYKスーパーエコシップ2030」は、当社グループ会社（株）MTI 
をはじめとした下記企業と共同で、技術・ノウハウを結集して開
発を進めています。これからも、グループ一体となって環境にや
さしい「モノ運び」の実現を目指します。

（株）MTI（モノはこび・テクノロジー・インスティテュート）
（株）MTIは当社グループのシンクタンク、輸送・物流技術のエキスパートと
しての位置付けを担い、「技術開発」と「人材育成」を通じて“モノ運び”の
さまざまなソリューションをお客さまに提供。

エロマティック社（Elomatic Marine）
フィンランドの船舶技術コンサルタント会社。当社とはグループの客船

“CRYSTAL SYMPHONY”“CRYSTAL HARMONY”などで交流がある。
このプロジェクトでは、技術動向の調査とその技術の船舶への搭載を請け負う。

ガローニ社（Garroni Progetti S.r.l.）
イタリアのシップデザイン会社。デザイナーのガローニ氏は、当社グループ
の客船だけでなく、当社グループ会社所有のクルーズシップ“レディクリスタ
ル”や長崎「ハウステンボス」の設計など、多方面で活躍。

すべては
運び続けるために

　船はプロペラを回転させることによ
り、推進力を得ますが、同時に、無駄
な旋回流も発生します。この旋回流を
推進力に変える装置として、さまざまな
省エネ装置が開発されており、プロペ
ラに流れ込む水流の角度を変えること
で旋回流を抑制し、推進力を増幅させ
る「MT-FAST」もその1つです（P.39
参照）。将来的に、さらに効率よく旋回
流を推進力に変える装置として、2枚の
プロペラを別方向に回転させる二重反
転プロペラの性能を検討しています。

　帆は風を受けることで発生する揚力
を利用して、推進力にします。荷役時
や風のないときにはたためる工夫をして
います。また、当社は東京大学を中心
とした次世代帆船開発の「ウィンドチャ
レンジャー計画」にも参画し、風の利用
方法を研究
しています。

2枚のプロペラに
よる推進力の向上 風を推進力に

環境グループ
環境プロジェクトチーム

山根 克仁
Katsuhito Yamane

環境特命プロジェクト
−「NYKスーパーエコシップ2030」の開発を推進−

環境問題に対する議論の高まりとその重要性から、2008年4月に立ち上げられ
た環境特命プロジェクト“NYK Cool Earth Project”は、環境技術の開発からオフィス
の省エネまでさまざまな環境対策に取組んできました。2010年4月からは環境グループと
してさらなる飛躍を求めて活動を進めていきます。

エネルギー転換ロードマップ

船内電力需要削減
2％

燃料電池
32％

次世代帆船“ウィンドチャレンジャー”

2009年度
グッドデザイン

フロンティアデザイン賞受賞
「NYKスーパーエコシップ2030」は、
新しいシステムやプラットフォームを
世界に向けて提示するための意義
深いプロジェクトと
して、高い評価を
受けました。

スーパーエコシップ共同開発企業

風圧抵抗削減
1％

最適船型
2％

関連ページ >>>  P.38〜39
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足立 直樹氏
（株）レスポンスアビリティ

代表取締役

川嶋 民夫
技師長

（技術グループ）

和崎 揚子
経営委員

（コンプライアンス・リスク管理
グループ、内部監査室、広報、

CSR推進各グループ担当役員）
※ 司会進行役

赤峯 浩一
経営委員

（安全環境グループ担当役員）

※ 2010年3月12日開催

生物多様性への取組みで、
社会の変化を促す活動を

和崎　本日は「日本郵船グループの生物多様性に対する取組
み」をテーマに、主に海運業におけるルールづくりや取組みに
ついて議論を深めたいと考えています。まず、足立さんから企
業と生物多様性の係わりについてご説明をお願いします。
足立　企業の環境ご担当者から、自社の製品は生き物とは直
接関係がないので生物多様性との接点はないと聞くことがあり
ます。しかし実は、製品やサービスのライフサイクル全体で見る
と、原材料調達、生産、流通などの各段階で資源の利用、土地
利用や水域・大気への影響などさまざまな接点があります。今、
生物多様性が危機的な状態にあるということは、それによって
私たちが受ける損失も非常に大きいということです。
10月には愛知でCOP10が開かれますが、生物多様性条約も
多様な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって利
用することを目的にしており、生物多様性を失うことによる経済
的損失は世界全体で年間2〜5兆ドル弱という試算も出ていま

2010年10月に開催される生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）を踏まえ、
生物多様性と日本郵船グループの事業との係わりをテーマに、
国際的規制に絡む動向や当社グループの対応、技術開発などについて、専門家を交えた意見交換を行いました。

す。これは世界経済の3〜7％という非常に大きな値で、気候
変動と同じくらいのインパクトがあると言われています。
そう遠くない将来に石油が使えなくなると、生き物はエネル
ギー、マテリアル双方の重要な資源になってくるでしょう。また、
世界的な関心の高まりによって市場に与える影響も出始めてい
ます。イギリスでは森林破壊の進行を憂慮し、2004年にイギ
リス政府が、木材に関しては持続可能な森林からのものしか買
わないという法律をつくりました。このような証明をきちんとで
きない企業は、大きなマーケットを失いかねません。
和崎　当社でも、事業と生物多様性の関係性を探るマップを作
成し、船を造る、運航する、解体する、リサイクルするという側
面で生物多様性への影響を確認いたしました。例えば、「low-
sulfur燃料使用」（P.38参照）については国際基準を確実に遵
守できるよう全社的タスクフォースを立ち上げて、前広に各種
対応を行っております。
また、燃費節減活動は1977年からスタートし、2005年からは

「Save Bunkerキャンペーン」（P.38参照）と称して強化して

ステークホルダー・ダイアログ

生物多様性の喪失による経済的損失は大きい
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●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

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
●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

水域への化学物質・
汚染物質排出

●陸上電力の使用
●船底空気潤滑システム
●海流予測・黒潮利用
●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

大気への化学物質
排出

●中国の指定ヤードでの
　解体

土壌への化学物質排出

大気への化学物質排出

水域への化学物質排出

●環境経営指標
●low-sulfur燃料使用
●Save Bunkerキャンペーン
●SPAS

船の
リサイクル

日本郵船
グループ船を

造る

エネルギー資源利用

船を
解体する

船を
運航するエネルギー資源・

自然資源利用

CO2、NOx、SOxなど

海、燃料油、潤滑油など

スズ、バラスト水など 
造船所へ船を
発注する際に
配慮している点

います。また、解体・リサイクルの段階では、船は重量比90％
以上がリサイクル可能であり、環境面から見ると優等生なので
すが、解体に伴う化学物質の流出による水域への影響を考慮
して、当社では、環境に配慮した設備を整えた中国の指定ヤー
ドでのみ解体を行うことにしています。【上記図1参照】

バラスト水処理装置の技術課題に取組む

赤峯　生物多様性と聞いて、まず頭に浮かぶのはバラスト水
【P.17※1参照】の問題です。バラスト水とは、船の空荷時に船体動
揺を安定させるために船腹に積む水のことで、一般に揚荷港で
注水し、積荷港で排水します。この水に含まれる貝やプランクト
ンなどの海洋生物や細菌が本来の生息域以外で異常繁殖して、
海洋生態系や漁業などに悪影響を与えることが世界的な問題に
なっており、IMO（国際海事機関、P.38参照）が一定の水質基
準を満たさなければ排水できないという国際規制【P.17※2参照】を
2004年に採択し、今年あるいは来年には発効される見込みです。
川嶋　現在、さまざまなメーカーがこの規制に対応するため
に国際的に認められたバラスト水処理装置【P.16図2参照】の開
発を進めています。当社グループでは、国内の開発を促進する
ために、グループ会社の（株）MTIで製品開発の協力をしてお
り、2008年11月から船上実証テストを行い、商品化まであと
一歩に来ています。またグループ会社の日本油化工業（株）も
他社と共同で開発しており、年内に船上テストを行う予定です。
日本郵船本社でも、自動車専用船、コンテナ船を対象に装置の
設置検討を行っています。ほかの課題としては、処理装置を通

すことで当然バラスト注排水の性能が落ちます。場合によって
は停泊時間が長くなり、運航スケジュールにも影響します。大
型の装置を船に載せれば、積荷の量が減るし、電力消費の大き
い装置を載せればエネルギーの無駄も増えます。このようなさ
まざまな課題が企業努力だけでクリアできるのかという懸念も
あります。
足立　例えば船には最低限の装置を備え、港に設置した装置
で取水処理し、パイプで船に注ぐのはどうでしょう。
川嶋　良いアイデアだと思います。船のなかだけで解決するの
ではなく、陸側で対処するのも良いかもしれません。実際に船
長として船上でバラスト水の注排水に携わってきた赤峯さんは
いかがですか？
赤峯　確かに、面白いアイデアですね。ただ、やはり一企業だ
けで対応できるスケールの話ではないと思います。また、現実
的には、バラスト・オペレーション上の制約も多いでしょう。当
社グループは、年間約800隻を運航しており、約1億トンのバ
ラスト水を注排水しています。かつてはバラスト水が海で悪さ
をするなどという認識はほとんどありませんでした。私の印象
でも、環境保全をすること、今ある種を維持すること＝生物多
様性ではないか、と思っていました。しかし、今日の話を聞いて、
そう簡単なことではないのだなと再認識しています。
川嶋　もう1つ、バラスト水の処理方法ですが、現在では紫外
線やオゾンを使うか、薬剤を使って微生物を死滅させ、排水の
ときに薬剤を中和して捨てる方法の開発が進んでいますが、こ
のような対症療法で果たしてよいのかとも感じます。
一番の解決は、バラスト水を積まずに済む船を造ることにある

図1：日本郵船グループと生物多様性の関係性マップ（P.12〜13、25、38〜39参照）
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
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のではないでしょうか。1つの例として、これまではパナマ運
河の幅に合わせて船の幅は32.2ｍまでの規制がありましたが、
パナマ運河が拡張すれば、もう少し幅広の船が造れ、安定性も
上がるでしょう。また、日本の内航の砂利運搬船で、船底が開
閉式になっているものがありますが、そういう仕組みを応用で
きれば面白いと思います。若い技術者が斬新なアイデアを出し
てくれたらばと思います。
足立　バラスト水の問題は解決が難しいのでひとまず置いてお
いて、生物多様性への取組みは、事業とは別の場所で環境保
護をしましょうというのではなく、皆さんの事業のなかできちん
とした配慮をしていただくというのが本道だと思います。

ハード、ソフトの両面から
法規制に先駆けて安全運航を推進

和崎　それでは、私たち船会社にとって最重要課題である安全
運航と生物多様性という観点からお話を進めていきたいと思い
ます。
赤峯　経営トップも含め、安全運航は、当社が企業活動を継続
していくうえで、最重要の課題だと認識しています。「お客さまか
らお預かりした荷物を安全・確実に目的地へお届けすること」「乗
組員と船舶の安全を守って、事故による環境破壊を防ぐこと」、
この2つを念頭に日々安全運航管理を行っています。当社では
社長直属の安全・環境対策推進委員会を設け、ハード、ソフト
の両面から法規制に先駆けた安全運航の推進に努めています。
ハード面の主な活動としては、大型原油タンカーのダブルハル
化【上記図3参照】の完了があります。また、ソフト面では、当社グ
ループのすべての運航船の安全運航の水準をIMO条約以上の
厳しい基準に保つため、独自の安全基準である安全運航管理
システムNAV9000（P.25参照）を導入し、船舶管理会社や傭
船の船主にも遵守をお願いして、毎年300隻以上の検船およ
び3,000件近い改善を実施しています。

一方で、いくらシステムやマニュアルを整備しても、最後は現場
最前線にある乗組員に依るところが大きく、当社グループでは、
日本人船員だけでなく、外国人船員にも同じカリキュラムの教
育や研修を徹底して行っています。
川嶋　ダブルハル化とは、タンカーからの油流出事故防止のた
め貨物タンク壁面を二重構造にすることで、2010年からの規
制による義務化が決定していましたが、当社では採択の前から
動き始め、2009年2月にすべての大型原油タンカーのダブル
ハル化を完了しています。
和崎　このように、当社には気付けばすぐに行動するという風
土がありますので、生物多様性についてもぜひいろいろ教えて
いただきたいと思います。

業界や国を総合的な取組みに牽引する役割を

和崎　地球温暖化問題に関連し、2009年4月に、「NYKスー
パーエコシップ2030」（P.12〜13参照）という船舶の未来構
想を示しました。燃料電池や風力、太陽光などの再生可能エネ
ルギーを使う一方、船体の大幅な軽量化をはかり、CO2 排出
量の69％削減を目指した船となっています。
川嶋　世界のCO2 排出量は、1990年には約210億トンでし
たが、2007年にはその約1.4倍となっています。一方で、世界
の外航海運を見ますと、2007年は約8.5億トンで、この量はド
イツ一国が排出するCO2の量とほぼ同じですし、また、2050
年には現在の3倍になる可能性もあるといわれています。外航
海運の約13％は日本の船会社が動かしています。このような
海運業の成長性を見ても、また、日本が運航する船の数を考え
ても、船舶には斬新かつ大胆なイノベーションが必要だろうと
いうことです。
しかし現実には、船の寿命は20年以上あるので、2030年にこ
の船が実現したとしても、現在の船がまだ動いています。海運
全体のCO2の排出量を減らすのはなかなか大変です。

図2：バラスト水処理イメージ図

シングルハル

原油

ダブルハル

原油

外板
内板

図3：ダブルハル断面図
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くなっていると聞きましたので、ぜひ期待したいですね。今、世
の中でバイオミミクリ【下記※3参照】という考え方が注目されてい
ますが、スクリューや球状船首のかたちなど、生き物から効率
の良い造形を学び、CO2を削減する技術も生まれてくるかもし
れません。そして、このような取組みは御社1社だけで抱え込
む必要はなく、むしろ環境や生物多様性への配慮を売りにして、

「船が1割スピードを落とせば、CO2の排出量は2割削減でき
る」あるいは「そのために、1割分の日数を中間でうまく圧縮し
よう」などアピールしていくことで、業界全体の競争力にもなる
と思います。業界や国を総合的な取組みに引っ張っていくこと
が御社のような企業の役割ではないかと期待しています。
川嶋　やはり社会全体を変えていくという意欲がないと、生物
多様性の問題にしても、本当の改善につながっていかないのだ
ということがよくわかりました。
赤峯　今日は、足立さんから技術者に対する応援歌をいただき、
大変な勇気をもらった気がします。
和崎　本日はどうもありがとうございました。

足立　このスーパーエコシップが現在の技術の延長で造られる
のであれば、十分に開発の加速が可能だと思います。
しかし、実際には世界人口の伸びも急速ですから、2050年に
は人口1人あたりのCO2排出量は今の10分の1、つまり90％
削減しないといけなくなると言われています。そうなると、必ず
しも今の時点で技術が見えていなくても、将来やらないといけ
ないところから逆算して考える必要があります。今ある技術の
積み上げだけでなく、チャレンジングな目標を設定し、そこに向
かって技術開発のロードマップを描くという発想の方が技術者
はより頑張れると思います。
和崎　技術者のモチベーションも上がりますね。
川嶋　実はNOx、SOxについてはIMOでそのような逆算して
減らす議論が活発に行われまして、NOxは2016年、SOxは
2020年から排出量を大幅に減らす規制が既に決められています。
赤峯　CO2に関して言えば、最も大きなコンテナ船が約25ノッ
トで走ると、1日240トンの燃料油を使い、その約3倍に相当
する約720トンのCO2を排出します。もし速力を半分に減速す
れば燃料油は理論上38トンとなり、CO2の排出は114トンに
抑えることができます。お客さまにもご理解いただきスピードを
遅くすれば、CO2の排出量は大きく削減できるのです。
足立　今はお客さまもCO2を気にする時代ですから、場合に
よっては1日早く着くよりも、CO2の排出が低い方を望まれるこ
ともありますよね。
赤峯　例えば、自動車の速度制限のように、コンテナ船は15
ノット以下で運航するという世界的ルールができたら、CO2の
排出量は格段に下がります。こう考えると、CO2を排出しない
風力を活かした帆の利用への期待も大きくなります。
足立　今の帆船は、電子制御の性能がとても高く、効率が良

※3 バイオミミクリ（生物模倣）
人間社会の問題を解決するために、自然の仕組みやプロセスを研究し、模倣したりイン
スピレーションを得たりする新しい科学

※1 バラスト水
世界では約5万隻の商船が年間30〜40億トンのバラスト水を運び、そのうち年間約3
億トンは日本の船が運んでいると言われる。本来の生息域でない海に移動した種は、生
態系の自律メカニズムから外れているため、異常繁殖を起こしやすい。ニュージーランド
北部の港町で日本のワカメが異常繁殖して生態系を破壊、北太平洋のマヒトデがオース
トラリアのホタテやカキの養殖場を荒らすなどの被害が報告されている

※2 バラスト水の国際規制
2004年2月ロンドンで開催された国際海事機関（IMO）会議で採択された船舶のバラ
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。2009年以降に新しく建造さ
れる船舶にはバラスト水を適切に処理する設備を備えていることを義務付けている。30
カ国が批准し、かつ、それらの合計商船船腹量が世界の35％以上となった日の12カ月
後に発効されることになっている

17NYK Group CSR Report 2010



■ 総合物流事業を深化させ、お客さまから選ばれる企業グループを目指します。
■ 資源エネルギー輸送分野の強化と新規ビジネスへの取組みを推進します。
■ BRICsなどの新興・成長地域へ積極的に事業を展開していきます。

宜
よ  う

候
そ  ろ

プロジェクト完遂で
さらなる飛躍を目指して

今後の取組み取組み・進行状況

●�お客さま本位のサービス�
強化と最適提案能力の�
強化に向けた諸活動の�
推進

●�地域ごとのソリューション提案支援組織の整備と顧客
ニーズを適切に把握できる人材の育成

●�徹底したコスト削減

●�燃節運動の遂行
　➡�専属の燃節担当者を任命し、各船の燃節状況を�
モニタリング。本船パフォーマンスモニタリング�
システムを新規に導入。よりきめ細かい燃節オペ�
レーションを目指す

●�お客さま満足度の向上
●『Condé�Nast�Traveler』『Travel�+�Leisure』�
『クルーズ』などの各誌の読者投票にて世界一、�
日本一の評価を獲得

●�お客さま中心主義をコアとする郵船ロジ
スティクスのグローバル営業戦略を推進 P.28

●�燃節活動の継続 P.38

●�高品質サービスの提供継続 P.28

2009年度目標

2009年度CSR活動プログラム概要（抜粋）
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成長

会社概要

業績について

　2008年秋以降続いた世界的な景気後退も、世界各国での財政・金融政策の発動により最悪期を脱し、
海運業を取り巻く事業環境でもようやく下期以降に緩やかな回復傾向が見られました。しかし、当連結会
計年度においては、主に上期におけるコンテナ荷動きの低迷や運賃水準の低下、タンカー市況の低迷およ
び自動車輸送の荷動き回復の遅れなどが影響し、定期船事業と不定期専用船事業を合わせた海運業部門
で減収となったほか、物流事業・ターミナル関連事業・航空運送事業などの非海運業部門においても取扱
量が減少したため、売上高は前連結会計年度比で7,326億円減（30.1％減）となりました。また、売上原
価は前連結会計年度比で5,336億円減（26.0％減）となり、販売費および一般管理費の圧縮などコスト削
減に取組みましたが、売上高の減少により、営業利益は同1,630億円減、売上高営業利益率は前連結会
計年度の6.0％から△1.1％へと、7.0ポイント低下しました。この結果、経常利益は前連結会計年度比で
1,712億円減となりました。当期純利益は、投資有価証券や固定資産の売却により特別利益を計上したこ
とに加え、減損損失の減少などにより特別損失が縮小し、同735億円減となりました。このような厳しい経
済環境のなか、当社は“モノ運び”を通じて人々の豊かな生活と経済活動を支えていく社会的責任を果たす
ため、緊急構造改革プロジェクトに着手し、グループ経営の安定とさらなる飛躍を目指します。

宜
ようそろ

候プロジェクト※1

　事業・財務基盤を強化する「守りの戦略」と、市況回復後を見据えた「攻めの戦略」を実行し、さらなる飛
躍をはかります。「守りの戦略」は、「コンテナ船隊の縮小・ライトアセット化」「航空運送事業の抜本的見直し」

「徹底したコスト削減」の3つです。お客さまのニーズに応え、市況変動にも対応できる経営体制を整えます。
「攻めの戦略」は、「総合物流事業のさらなる深化」「完成車輸送と自動車物流の強化」「資源エネルギー輸
送分野の強化と新規ビジネスへの取組み」の3つです。当社グループの強みである物流事業を活かした、ワ
ン・ストップ・サービスの構築や完成車輸送における周辺物流事業の強化に取組んでいきます。資源エネル
ギー輸送では、海洋事業への参入や中国・インドなど新興国企業との取引強化を目指します。

詳細 >>> P.10
・多様化する事業

特集 もご覧ください

事業ポートフォリオの再構築

緊急構造改革プロジェクト（宜候プロジェクト）の完遂

緊急構造改革プロジェクトの
遂行による事業・財務基盤の強化：

ダウンサイドリスクの払拭
（「守り」）

●コンテナ船隊の縮小・
　ライトアセット化
●航空運送事業の抜本的見直し
●徹底したコスト削減

中期的な市況回復を
見据えた成長戦略：
投資による

アップサイドメリットの追求
（「攻め」）

●総合物流事業のさらなる深化
●完成車輸送と自動車物流の強化
●資源エネルギー輸送分野の強化と
新規ビジネスへの取組み

構造改革後
の姿

ようそろ

■将来のNYKイメージ図

※1 “宜
ようそろ
候プロジェクト”

2008年秋の金融危機を発端とする経済
情勢の悪化に対応するため、2009年1
月より実施している2年間の緊急構造改
革プロジェクト。（「宜候」の意味はP.5の 
※1参照）
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航空運送事業
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

■新鋭機材（B747-400F） 8機

物流事業
主な業務内容

■保管・配送・付加価値サービス  
■トラック・鉄道輸送  ■通関
■海上フォワーディング  
■航空フォワーディング  

■物流センター 
　世界33カ国、308事業所
■倉庫面積
　234万m2

2009年9月現在

その他の事業
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

客船事業
■客船
　3隻／2万kt（DWT）

コンテナ輸送
運んでいる貨物

■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）
　142隻／553万kt（DWT）

バルク輸送
運んでいる貨物

■鉄鉱石  ■石炭  ■木材チップ  ■穀物 など

■バルカー（ケープサイズ）
　96隻／1,741万kt（DWT）
■バルカー（パナマックス＆ハンディサイズ）
　225隻／1,271万kt（DWT）
■チップ船
　57隻／284万kt（DWT）

自動車輸送
運んでいる貨物

■乗用車  ■トラック  ■工業用車両 など

■自動車専用船
　115隻／196万kt（DWT）

LNG輸送
運んでいる貨物

■LNG（液化天然ガス）

■LNG船
　30隻／218万kt（DWT）

ターミナル関連事業
主な業務内容

■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 24カ所
■完成車専用ターミナル 12カ所
■その他ターミナル 6カ所

2009年12月現在

5

1

9

3

4

2

8

原油、石油製品・LPG輸送
運んでいる貨物

■原油  ■石油製品
■LPG（液化石油ガス） など

■タンカー
　85隻／1,332万kt（DWT）

6

7

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、
一つひと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。
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航空運送事業
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

■新鋭機材（B747-400F） 8機

物流事業
主な業務内容

■保管・配送・付加価値サービス  
■トラック・鉄道輸送  ■通関
■海上フォワーディング  
■航空フォワーディング  

■物流センター 
　世界33カ国、308事業所
■倉庫面積
　234万m2

2009年9月現在

その他の事業
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

客船事業
■客船
　3隻／2万kt（DWT）

コンテナ輸送
運んでいる貨物

■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）
　142隻／553万kt（DWT）

バルク輸送
運んでいる貨物

■鉄鉱石  ■石炭  ■木材チップ  ■穀物 など

■バルカー（ケープサイズ）
　96隻／1,741万kt（DWT）
■バルカー（パナマックス＆ハンディサイズ）
　225隻／1,271万kt（DWT）
■チップ船
　57隻／284万kt（DWT）

自動車輸送
運んでいる貨物

■乗用車  ■トラック  ■工業用車両 など

■自動車専用船
　115隻／196万kt（DWT）

LNG輸送
運んでいる貨物

■LNG（液化天然ガス）

■LNG船
　30隻／218万kt（DWT）

ターミナル関連事業
主な業務内容

■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 24カ所
■完成車専用ターミナル 12カ所
■その他ターミナル 6カ所

2009年12月現在

5

1

9

3

4

2

8

原油、石油製品・LPG輸送
運んでいる貨物

■原油  ■石油製品
■LPG（液化石油ガス） など

■タンカー
　85隻／1,332万kt（DWT）

6

7

❶	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、さまざまなモノを輸送しています。効率的で競争力
のある輸送サービスを提供していきます。

❷ 	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※1 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の建設・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。

❸  	物流事業
　世界33カ国に308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。

❹	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。

❺	バルク輸送
　世界の経済活動に不可欠な鉄鉱石、石炭、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
特性に応じた技術の導入や船隊整備を推進しています。

❻	原油、石油製品・LPG輸送
　長年の経験を活かした安全輸送サービスの提供を行っ
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。

❼	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。

❽	客船事業
　欧米と日本で世界最高クラスの船旅を提供する客船
事業を展開。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、クルーズ文化創造に貢献していき 
ます。

❾	航空運送事業
　日本貨物航空（株）は、新鋭機材での運航と自立化し
た運航・整備体制で、安全運航を堅持していきます。また、
貨物専業航空会社として、定時性を含む最高の輸送品質
にて、お客さまに国際航空貨物輸送のサービスを提供して
いきます。

バルカー
（パナマックス＆
ハンディサイズ）

225隻チップ船 57隻

自動車専用船
115隻

タンカー85隻

LNG船30隻
客船 3隻 その他 50隻

コンテナ船
（セミコンテナ船等

を含む）
142隻
バルカー

（ケープサイズ）
96隻

連結803隻
5,658万kt（DWT）

■運航船腹量

※1 �三国間輸送
積み地・揚げ地とも、日本以外の国である輸送

2010年3月末現在

※ 特に記載がない場合は2010年3月末時点のデータです 21NYK Group CSR Report 2010
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■ 安全・確実な輸送技術を基本におき、お客さま視点でより良いサービスを追求していきます。
■ 社会と企業の持続的な発展のため、ステークホルダーからの期待に応えていきます。
■ 公正で透明性が高く、速やかに対応できる体制によって、安定的な企業経営を行います。

絶え間なき安全の追求と
社会的責任を担って

取組み・進行状況
●�安全推進活動のため�
継続的な改善を実施
（海上）

●全グループ社員（含む船員）へ安全推進活動を展開
　➡安全・環境対策推進委員会による定期レビュー（4月）
　➡セミナー2回、キャンペーン2回、訓練8回

●�事故発生予防�
（国内外のターミナル・
陸上輸送）

●�国内3ターミナルの安全対策
　➡�事故・対策等情報の配信

●�事故撲滅を目指し予防的アプローチ展開
　➡�海外現法の現場監査実施（年間約14カ国）
　➡�世界的な事故撲滅キャンペーン実施（1〜3月）

●�グループ社員の育成と
　活性化

●�人権研修を9回実施
●�運航マイスター制度を導入。2回の検定で延べ75名が
合格

●�ワークライフバランス推進委員会「ペアレンティング�
セミナー」「読み聞かせセミナー」を開催

●�グループ全体の研修を拡充（独禁法対応の研修など）�
全研修参加延べ人数は、前年度比5割増の4,000名弱

●�優秀な船員確保と質の
高い船員教育体制の
強化

●�各種研修用シミュレーターをシンガポール研修所に集約

●�コーポレート・�
ガバナンスの向上 ●取締役会のさらなる活性化

●�コンプライアンスの�
徹底と態勢の確認

●�定期研修に加え、階層別研修でコンプライアンス研修を
実施

●コンプライアンス態勢チェックの内容を刷新し、実施

●�リスク管理・�
情報セキュリティの�
強化

●�社員のリスクに対する意識・感度を高める対策の実施
●�セキュリティ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の水準を向上（対象：国内連結会社
［73社］）

2009年度目標

2009年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

今後の取組み

●�全グループ社員（含む船員）への安全推進
活動をさらに拡大 P.23〜25

●�業務プロセスのフローチャート化による
ヒューマンエラー発生個所の可視化 P.26

●�現場監査での点検・指導、改善シートに�
よる各国のノウハウの横展開を通して、�
自主的現場改善の啓発と改善能力の�
向上をはかる

P.26

●�人権研修を年10回以上実施

P.31〜33
P.35

●�運航マイスター制度の継続運用

●�次世代育成支援対策推進法対応�
プログラムの実行

●�各種研修メニューの充実拡大

●�研修のさらなる効率化を進める P.33

●�継続 P.34

●�研修コンテンツの更新、改訂

P.35●�NYKスタンダード、不正防止イニシアチブ
（海外）遵守度チェック、コンプライアンス�
態勢構築に関するアンケート実施および�
改善指導・各地での体制強化

●�グループ報、電子掲示板、e-ラーニング�
などによるリスクコントロール活動、�
リスク管理に関する教育、啓発、周知活動
を継続

P.35
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このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦海での取組み

CSR活動＞安全活動

Access

海での安全への取組み

安全推進体制

　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、船種別などに設けられ
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。

遅延時間で安全をはかる

　当社では、船舶の安全運航の達成度をはかるた
め、事故・トラブルによって船舶の運航が止まった
時間を指標として取入れ、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。

緊急対応ネットワーク（ERN※2）

　万一、事故・トラブルが発生した場合、世界中
のどの海域であっても迅速に、かつ、被害を最小
限に留めることができるように、緊急対応ネット
ワークを世界6拠点体制で構築しています。

継続的改善の実施

　安全運航の確保は、日本郵船の事業活動の基盤であり、また、環境保護のため、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に地道な活動を通じて継続的な改善に取組んでいます。

DO （実行） 

継続的改善

［安全運航達成のために］

安全キャンペーン ＞P.24
事故対応訓練 ＞P.24
海賊防止対策 ＞P.24
グループ会社安全活動紹介 ＞P.24
ニアミス3000活動 ＞P.25
など

CHECK （点検）

安全運航管理システム
「NAV9000」 ＞P.25
など

PLAN （計画） 

安全推進体制 ＞P.23
遅延時間で安全をはかる ＞P.23 
緊急対応ネットワーク ＞P.23
など

ACT （改善）

事故情報の解析と
フィードバック ＞P.25
改善活動 ＞P.25
など

PLAN  安全および環境活動方針、目標の決定など

安全推進体制図（2010年4月1日現在）

安全・環境対策推進委員会 （SEMC※1）
委員長［社長］

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 

南アジア 

オセアニア 欧州・アフリカ 中南米 

シドニー 

シンガポール 

遅延時間の推移

1993 
10 0 

35 

30 

25 

20 

15 

2007 2008 2009（年度） 

（時間） 
1,000 

800 

600 

400 

200 

（隻） 1 隻あたりの遅延時間 
運航隻数 

33.0 

376 

779

17.7

770

14.2

752

12.8

※1 SEMC
Safety�&�Environmental�Management�
Committee
安全・環境対策推進委員会

国　内
コンテナ船をはじめとする
船種ごとの安全対策推進
委員会［8委員会］

海　外
Global�SEMC［6拠点］

※2 “ERN”
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

NYK-Point

安全対策推進本部長 
 ［専務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） 
 ［専務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］
（P.37参照）
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Voice 船舶管理担当者の声

乗組員参加型の啓発活動で、安全意識を高めています
　当社でも安全意識を高める啓発活動として、ニアミ
ス3000活動を展開しています。乗組員にハインリッ
ヒの法則※5を改めて説明し、ニアミス発見の重要性を
伝えるだけでなく、多数のレポート提出を奨励し、積極
的に取組んでいる船の表彰や、船内掲示用ポスター
の図案を乗組員から募集するなどして、モチベーション
を高めてきました。さらに、法令遵守の再確認や、遅
延ゼロを目指すキャンペーンなども定期的に行っていま
す。その結果、「Near Miss 3000 Award 2009」で、

当社管理船2隻が表彰されました。このような数々の
取組みにより、乗組員の安全に対する意識は確実に
高まっていると感じています。

八馬汽船（株）
船舶運航管理部

品質管理グループ 課長 

田中 克弥
Katsuya Tanaka

※5 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

DO   本船、各現場、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※1」
「SAIL ON SAFETY※2」と称する安全キャン
ペーンを実施しています。キャンペーンでは、営
業・運航・技術の担当者が一組となって訪船活動
を行い、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。情報共
有をはかることにより、日本郵船グループ全体で
安全運航に取
組んでいます。

安全キャンペーン

安全キャンペーンの訪船の様子

毎回異なる内容と
しています。2009
年7月には、本船
や船舶管理会社
の方など多くの関
係者に参加しても
らい、第三管区海
上保安本部と合同で事故（コンテナ船の衝突）対
応訓練を実施しました。また、訓練のレビューにも
重点を置き、ここで得られた意見をもとに事故対
応体制の強化をはかっています。

事故対応訓練

事故対応訓練の様子

海賊防止対策

　アデン湾・ソマリア沖で発生している海賊の脅
威に対し、テロ・海賊対策緊急本部を設置しまし
た。情報収集と情報展開を行い、ソマリア周辺海
域航行指針を策定。海賊被害の防止に努めていま
す。特に国土交通省やUKMTO※3 などの関係機
関と綿密な情報・意見交換を継続的に実施してお
り、その一環として、当社の船長をMSCHOA本
部※4 に2カ月間派遣し、関係機関との連携強化を
はかりました。また、リスクの高い運航船のアデン
湾の航行については都度協議し、方針を決定する
体制を構築しています。

　社員の事故対応能力を高めるため定期的に訓
練を実施しています。より現実的な訓練とするた
めに、想定する船の種類や船型、事故・トラブルを

※3 UKMTO
UK Maritime Trade Operations
英国海軍の活動の一環として2001年
に設立。インド洋・中東において多国籍
軍と連携し、主にアデン湾での任意の
位置通報制度の運営や治安維持活動を
行っている

※4 MSCHOA本部
The Maritime Security Centre - 
Horn of Africa
ソマリア周辺海域の海賊行為から商船
を保護する目的で、欧州安全保障防衛
政策の一環として欧州連合（EU）により
2008年に設立

※1 “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、
事故のあった7月に毎年実施

NYK-Point

※2 “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

NYK-Point
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安全運航管理システム「NAV9000」

　安全運航の確保と環境保護の責任を果たすため、
1998年から当社独自の厳しい安全運航管理システ
ム「NAV9000」を導入しています。自社船・傭船※7 

にかかわらず、船舶・会社（船主、船舶管理会社）
に約600の要求事項の遵守を求めています。遵守
状況は専門知識を持つ社員が定期的に船舶・会社
へ訪問し、監査しています。2009年度は319隻
の検船、およびこれら船舶を管理する船舶管理会
社35社へ訪問し、2,946件の改善を実施しました。

事故情報の解析とフィードバック

　事故・トラブルが発生した場合は、情報共有の
ため全運航船に速報を送付しています。また、船
種別安全・環境対策推進委員会において、間接
原因に着目して原因を究明したうえで再発防止
策を決定し、全運航
船へ実施を依頼。事
故を教訓として再発
防止につなげるため

「NAV9000」の要求
事項へも追加してい
ます。

ニアミス3000活動

　ニアミス3000活動は、ハインリッヒの法則に基
づいて、事故を未然に防ぐことを目的とした本船主
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!※6」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。

改善活動

　改善活動の1つとして、機関トラブルによる遅延
時間を削減するために、機関事故、トラブルから
得た教訓のエッセンスをまとめたチェックリストを
全運航船に配布していま
す。各船で定期的にチェッ
クリストを用いて点検し、 

「NAV9000」検船時には点
検状況を確認し、再発防止
に役立てています。

ニアミス報告件数

安全情報誌“Casualty Report”と
“Safety Bulletin”

NYK's Checklist of “Engine 
Essentials”

※7 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

※6 “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

NYK-Point

CHECK 実施された安全活動の効果・確認など

ACT  トラブル原因の究明と目標達成に向けた改善

検船の様子

重大事故 
事故・トラブル 
ニアミス 

不安全状態 
不安全行動 DEVIL 

1 

29 

300 

3,000... 
Dangerous EVents and Irregular Looks 

= 

ハインリッヒの法則

2009年度ニアミス要因

甲板上 00％ 

機関室 
00％ 

工作室 00％ その他 00％ 

居住区 00％ 

機関 
制御室 00％ 

○○00％ 
○○00％ 

係船策 
作業区域 
00％ 

貨物庫 
（船庫） 
00％ 

手順不履行
38％

知識不足
10％

意思伝達ミス 2％
不十分な整理整頓
（記録、備品等）3％

集中力欠如 2％
誤操作 2％

安全意識の欠如 32％

整備不良
7％

説明不足
4％

厨房 5％
貨物庫（船庫）2％

居住区 7％

工作室 7％

機関制御室 1％

機関室
27％
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船橋 1％
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P.14〜17
生物多様性への取組みで、
社会の変化を促す活動を

ダイアログ もご覧ください
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 NAV9000改善（要求）
件数の内訳

2007年度 2008年度 2009年度
本船監査数（隻） 306 308 319
会社監査数（社） 32 36 35
改善件数（件） 2,546 2,898 2,946
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航空部門での安全への取組み

　日本貨物航空（株）では、安全目標である「安全
を最優先とする企業文化のさらなる浸透」を達成
するため、e-ラーニングによる教育訓練を導入し
ました。上期は「ヒューマンファクター」、下期は「安
全文化」について、全役職員（運航乗務員は除く）

港湾・ターミナルでの安全への取組み

　国内自営3ターミナル（東京・横浜・神戸）にお
いて、事故発生時の緊急連絡体制を周知徹底す
るとともに事故報告書フォームも完全統一しまし
た。この報告書をもとに四半期ごとに3ターミナル
合同安全会議を開催して、直近発生事故に関す
る原因究明・再発防止策について分析・討論を行
い、事故防止策の共有化・標準化を進めています。
また、他業種の会社へ適宜訪問して、安全対策に
関する情報交換も積極的に行っています。

物流部門での安全への取組み

　国内外のNYKロジスティクス各社※1 のうち、複
数社を対象として物流現場の監査活動を実施し
ました。「GLOBAL KPI※2」のもと、異常検知と原
因究明を行い、事故予防対策を強化・徹底するこ
とで、安全・品質向上に取組んでいます。交通事
故撲滅を目指し、年2回

「Global Traffic Safety 
Campaign」を実施。各地か
ら集まる改善シート※3 のう
ち、優秀な事例を毎週全地
域に送信することで安全対
策の横展開を行い、改善文
化の浸透をはかっています。

を対象に実施しています。また、潜在する危険因
子を排除するため、リスクマネジメント体制の構築
も推進しています。航空機はひとたび事故を起こ
すと人命や社会に与える影響が非常に大きいため、
日頃から社長を
筆頭に会社全体
で安全運航に対
する意識向上に
取組んでいます。

Voice 「自動車船安全荷役推進委員会」参加者の声

世界各地のグループ社員と安全への意識を共有できました
　自動車輸送部門では、「貨物ダメージゼロ」達成を
目指して、年に1回（2009年度は2日間）「自動車船
安全荷役推進委員会世界大会※4」を開催しています。
今回は、「NYK安全荷役スタンダードの浸透促進」を
メインテーマとして、新寄港地を含む海外9カ国※5 計
18名の荷役作業会社・ターミナル関係者が参加しま
した。「荷役スタンダードについての情報共有と浸透
促進案」や、「環境や人間心理に起因する事故発生
のメカニズム」について説明し、各地での作業環境改

善のきっかけを提案することで、さらなる安全への意識
向上をはかりました。このほかの活動について、

ウェブサイトに掲載しています。

CSR活動＞安全活動

◦陸と空での取組み

Access

陸と空での安全への取組み

搬出ゲートにおける指差し確認

安全推進キャンペーンポスター

e-ラーニングの画面

※2  “GLOBAL KPI”
NYKロジスティクスの統一評価指標

（KPI：Key Performance Indicator）

NYK-Point

※3  “改善シート”
改善のBefore／Afterを1枚にまとめ
解説したもので、各現場で作成される

NYK-Point

※4   “自動車船安全荷役推進委員会 
世界大会”

2004年に国内でスタートし、2006年
からは海外へも活動を展開。世界大会
は今回で3回目となる

NYK-Point

※5  海外9カ国
中国・シンガポール・マレーシア・オース
トラリア・インド・アラブ首長国連邦・ス
ペイン・英国・米国

※1  “NYKロジスティクス各社”
倉庫・陸上物流、海上フォワーディング・サ
プライチェーンマネジメントなどの各種物
流事業を営むグループ各社の総称。2010
年3月末現在で国内外62社を数える
海上フォワーディング：船社からスペース
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
サプライチェーンマネジメント：お客さまの
物流全体の最適化を目指し、調達物流・生
産物流・製品物流を同期化し、最も効率的
かつ経済的な方法を提案し実行するサー
ビス

NYK-Point

自動車船グループ 
輸送品質チーム 

船長 春名 克彦
Katsuhiko Haruna
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本業を活かした輸送支援

　当社グループは2000年から財団法人ジョイセ
フ（家族計画国際協力財団）と協働で、モノ運び
を通じた支援をしています。
　日本で回収・整備された再生自転車はコンテナ
へ積み込まれ、アジア・アフリカなどの開発途上国
へ届けられます。当社グループはこれまでに再生
自転車を計25,164台、62カ国へ無償海上輸送
協力しています。届けた自転車は、助産師や保健
ボランティアの乗り物というだけではなく、妊婦や
病人を診療所へ運ぶ救急車の代わりとしても活用
され、現地では「二輪救急車」「神様の贈り物」な

どと呼ばれ喜ばれています。
　さらに、輸送に使用したコンテナの一部は当社
グループより寄贈され、現地の診療所や倉庫とし
て活用されています。

❶輸送協力
（財）ジョイセフ／自転車・ランドセル輸送
（社）シャンティ／絵本の製作・輸送

❷災害支援活動
本業を活かした輸送支援や寄付、グループ役員社員
による募金活動

❸日本郵船ネイチャーフェローシップ
学生、グループ社員を海外海洋環境調査ボランティ
アに派遣

❹施設開放
日本郵船歴史博物館、日本郵船氷川丸、コンテナター
ミナル（小中学校対象の見学会を開催）

❺社内への仕組み
Table For Two会議弁当導入、フェアトレード品販売、
寄付付き自動販売機設置

❻障がい者の自立を支援するスワンベーカリー
社内販売会、会議弁当として注文

社会とともに

 2009年度義援金実績

災害名 金額
2009年9月
フィリピン台風 939,970円

2009年9月
サモア地震・津波 613,970円

2009年9月
スマトラ島沖地震 735,966円

2010年1月
ハイチ大地震 2,468,814円

2010年2月
チリ大地震 1,960,294円

合計：6,719,014円
マッチング、グループ社員募金の合計金
額。グループ会社からも別途義援金送
金実績あり

「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 2,550台※

※ 2000年度以降延べ25,164台

 （財）ジョイセフ

「想い出のランドセル募金」
輸送先 輸送個数

アフガニスタン 11,910個※

※ 2004年度以降延べ58,230個

※ 2004年度以降延べ106,152冊

「絵本を届ける運動」
輸送先 輸送冊数

カンボジア、
ラオス、タイ、
ミャンマー（ビルマ）
難民キャンプ

21,563冊※

（社）シャンティ国際ボランティア会

 2009年度輸送協力実績

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦NPOとの協働プロジェクト
◦地域社会との関わり
◦災害支援活動
◦社員の活動

CSR活動＞
社会とともに

Access

アフガニスタンに届けられた自転車 ©ジョイセフ

主な社会貢献活動
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社会貢献活動 基本理念・活動方針

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。

［活動方針］ 1 社員のボランティア活動の推進
社員のボランティア活動を通して、異なる価値観・視点を取り入れることにより、

「多様性を尊重する」、「柔軟で活力のある」、「誠実な」企業風土の醸成を目指します。

2 未来の地球社会への「投資」
当社の持つさまざまな経営資源を、広く社会に対して「投資」することを通して、
より良い地球社会の実現に寄与します。
分野：環境・国際貢献・次世代を担う人々の成長を応援する活動。

3 地域社会との共生
地域との積極的なかかわりを通して、社会との共生を目指します。
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総合物流サービス

　世界経済の発展とともに、物流をめぐるニーズ
はより高度になり複雑化しています。お客さまの
物流上の課題を解決していくため、海・陸・空のモ
ノ運びのノウハウを結集した総合物流サービスの
ご提供に努めています。
　2010年度には、日本郵船（株）の物流部門と
郵船航空サービス（株）の事業再編･統合を予定
しており、「郵船ロジスティクス（株）」としてお客
さまの広範な物流ニーズに対して一手にお応えで
きる体制を構築していきます。
　「モノ運び」は人々の生活と経済活動を支えてい
ます。当社グループは総合物流事業の展開を通じ、
お客さま、地域社会、そして世界とともに成長して
いくことを目指しています。

日本郵船グループは、海・陸・空にわたりグローバルに事業を展開しています。
お客さまの期待や信頼にしっかり応えられるよう、お客さまの視点に立ったサービスを目指していきます。

お客さま視点のサービス提供

お客さまとともに

物流事業の統合・強化

郵船航空サービス（株）

フォワーディング

コントラクトロジスティクス

統合後

フォワーディング

コントラクト
ロジスティクス

人 ネット
ワークインフラ

NYKロジスティクス各社※

フォワーディング

コントラクトロジスティクス

人 ネット
ワークインフラ

人 ネット
ワークインフラ

神戸ターミナルお客さま満足度調査

　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
した荷主などの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かを

把握するため、2008年度より約80社を対象とし
てお客さま満足度調査を開始しました。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。お客さ
まからいただいた厳しいご意見やご指摘を真摯に
受け止め、改善に努めています。
　その結果、お客さまとの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
後もさらなるお
客さま満足度向
上に向けて、取
組みを進めてい
きます。

客船事業

　「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ています。当
社グループは海運会社として、安全運航を基盤
に、お客さまにご満足いただけるよう誠意・創意・
熱意を注いでクルーズを企画し、ご提供していま
す。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・ソフトの要素をバランスよく盛り込
み、世界のお客
さまから高い評
価をいただいて
います。

“飛鳥Ⅱ”と富士山

神戸ターミナル

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦お客様とともに

CSR活動

Access

1回目
0

100

80

60

40

20

2回目 3回目

（％）

大変満足・満足
やや満足・どちらともいえない
やや不満・不満・大変不満

000

17.7

770

00.0

752

12.8

0

20

40

60

80

100

26.6

49.3
53.8

43.648.0

2.7

54.4

19.0
2.6

�神戸ターミナル� �
お客さま満足度調査結果

※ P.26欄外※1参照
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自動車の完成車物流

　現在、自動車メーカーの工場から販売店に至る
完成車輸送の物流管理は、一般的に車内に管理
情報（仕向け地情報、納期、蔵置場所情報など）
が書かれた「紙伝票」を貼ることによって行われて
います。もし、輸送途中で仕向け地情報などに変
更が生じると、1台ごとに紙伝票を貼り替えたり、
蔵置場所を移動したりと、すべて人の手で行う必
要があります。それを繰り返していく結果、システ
ム上の管理情報と現場の実車に表示されている
情報との間で差異が発生する恐れがあります。
　（株）MTIでは、2008年9月より総務省「ユビ
キタス特区」事業の元請事業者の1社として、「空
間コードの活用による国際物流の効率化の実証」
プロジェクトを、三菱自動車工業（株）の協力を得
て3年間の計画で推進しています。「紙伝票」の代
わりに「アクティブ型電子タグ※1」を用いて、完成
車の個体管理および出荷移動履歴などのイベント
管理を行うとともに、タグに表示機能を持たせて

使用します。管理情報変更の際には、遠隔に設置
するリーダー・アンテナなどの機器から発信する電
波を通じてタグの表示を変更させることにより、紙
伝票および作業工数の大幅削減が可能となります。
　将来的には、タグによる自動入力の仕組みと自
動車メーカーの物流管理システムとを連携させる
ことで、より低コストで確実な自動車輸送を追求
していきます。このように（株）MTIでは、今後も
お客さま視点に立って、物流上の課題を解決する
技術の開発とソリューションを提案し、新たな価
値を生み出していけるよう努めます。

表示機能付アクティブタグを使用した
実証実験の様子

完成車物流現場へのRFID※2適用

適用後［表示機能付アクティブタグ使用］現状［バーコード付紙伝票使用］

①バーコードを印刷した紙伝票は、読み取りに手間と時間
がかかる

②個別車両確認作業に手間と時間がかかる
③紙伝票の貼り替え作業に莫大な時間、工数が必要
④紙資源を使用するため、環境負荷が高い
⑤輸送中の仕向け地変更ができない
⑥場所情報に各社独自方式を利用するので、複数の関係者
のシステム間で共有するためのコストが高い

①伝票の貼り替えがなく、棚卸等の工数が大幅に削減で
きる

②個別車両確認が省力化できる
③輸送中に仕向け地、客先などを効率よく変更できる
④場所情報に空間コードを利用することで、複数の関係
者のシステム間で共有するためのコストを削減できる

パソコンで
管理情報を
更新

管理情報を
自動的に
書き換え

管理情報が
書かれた紙伝票を
手作業で貼り替え

名古屋行

大阪行

九州行
●●-●●-●●

AB ●●
●●●●

●●
●●●●

●●
●●●●●

パソコンから
送られた
更新情報を
アンテナが
ICタグへ送信

Radio Frequency Identification
電波を利用して人や物を認識する非接
触型の自動認識技術のこと

※2 RFID

電池を内蔵し自らデータを発信して長距
離通信（数十〜数百メートル）が可能と
なった電子タグ。さらに今回開発した電
子タグには、従来の電子タグにはなかっ
た「表示機能」を設け、タグ貼付け対象
物の蔵置場所や行き先などを、遠隔操
作により自由に表示・変更することが可
能となった

※1 アクティブ型電子タグ
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当社グループは、多くの格付け会社などにSRI※4 構成銘柄として選定されています。

IR活動の考え方

　株主や投資家を含むステークホルダーの皆さま
に、日本郵船の事業内容や戦略について理解を深
めていただき、共通理解のうえで良好な関係を築
くことが重要だと考えています。このため、当社の
情報をより適時に公平かつ迅速に開示するよう努
めており、双方向のコミュニケーションを積み重ね
ていくことで、企業価値向上につなげていきます。
当社では、社長を筆頭とする経営陣が積極的で丁
寧な情報開示を実施。ロンドン駐在のCFO※1 イ
ンターナショナル（当社顧問）による IR※2 は、時
差の影響が少なく、欧米の投資家から高い評価を
受けています。2009年度は決算説明会の動画の
英訳配信の開始や、個人投資家を対象とした会
社説明会に積極的に取組みました。

施設見学会の実施

　2009年10月、中国・上海にて機関投資家・ア
ナリスト向けのIRツアーを開催しました。今回は
機関投資家・アナリストの方々9名にご参加いた
だき、成長を続ける中国経済の発展を担う鉄鋼・
造船業界のリーディングカンパニーを訪問しまし
た。今や世界経済の復興の担い手ともいえる中
国を代表する企業と、現状や今後の見通しについ
て直接意見交換しました。また、当社の物流施設、
RORO船※3・コンテナターミナルへご案内し、サー
ビス向上・安全維持・コスト削減の取組みなどに
ついても説明し、総合物流企業として積極的な展
開を続ける事業の最前線を肌で感じていただきま
した。

株主・投資家の皆さまとともに

中国・上海のターミナル

施設見学会の様子

IR情報の発信

　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
する小冊子「NYK Plus」を年2回

（春・秋）発行。また、最新の情報
をご覧いただけるように、コンテナ
船の荷動きやばら積船・タンカー
市況を毎月開示するなど、ウェブサ
イトの充実にも力を入れています。vol.6 2009 秋号

Chief Financial Officer
最高財務責任者

※1 CFO

※2 IR
Investor Relations
投資家向け広報活動

※3 RORO船
Roll-on Roll-off Ship
フェリーのようにランプウェイを備え、車
両を収納する車両甲板を持ち、自走で搭
載や陸揚げできる構造の船。クレーンを
使わず直接荷役を行うことができる

※4 SRI
Socially Responsible Investment
企業へ投資を行う際、財務分析による
投資基準に加え、倫理・社会・環境・安
全などに配慮した事業活動を行い、企
業に求められる社会的責任を果たしてい
るかを判断材料として投資を行うことを

「社会的責任投資（SRI）」と呼ぶ

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦株主・投資家の皆様とともに

CSR活動

Access

2009年度IR活動実績

参加社数 参加者数
国内での投資
家との面談

478社
（55社）※

541名
（63名）

海外IRツアー 229社
（29社）

337名
（52名）

施設見学会
国内（1回） 18社 18名
海外（1回） 9社 9名
個人IR
国内（3回） ― 884名

※（　）は社長IR

社会からの評価

Web >>>   ホーム＞IR情報＞個人投資家の皆さまへ＞ 
NYK Plus（株主通信）

❶ �Dow Jones Sustainability World Index（米国） 
7年連続選定

❷ �FTSE4Good Global Index（英国） 
8年連続選定

❸ �SAMグループ（SAM Group Holding AG）の 
CSR格付けで「silver class（銀）」に選定

❹ �Global 100 Most Sustainable Corporations in the World 
（最も持続可能な世界の100社）4年連続選定

❺ �World’s Most Ethical Companies 
（世界で最も倫理的な企業）3年連続選定

❻ �モーニングスター社会的責任投資株価指数（日本） 
6年連続選定

各種SRI選定銘柄の認証ロゴマークを裏表紙に掲載しています。
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「Global NYK Week」の開催

　「日本郵船グループで働けて良かった、とすべて
の社員が思えるような会社でありたい」という思い
から、2002年以降、海外グループ会社で活躍す
る中堅社員向けに「Global NYK Week」を開催
しています。社長との直接対話や当社の歴史がわ

研修制度の充実

　当社グループでは、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

（NBC※1）」を毎年充実させています。2009年
度は60種類を超える研修を実施し、なかでも「独
占禁止法研修」などのCSR関連の研修に力を入
れ、全体で5年前の4倍強にあたる3,800名以上
が参加しました。
　また、当社新入社員全員が新潟県十日町市池
谷地区で2泊3日の「村おこし農作業ボランティ
ア」に参加し、社会貢献活動について自ら体験し
考えました。「CSR」「環境」「独占禁止法」などを
テーマとしたe-ラーニングも実施し、グループ全
体で約8,000名が学習しています。2010年度の
NBCは、引き続き「日本郵船グループ社員の総合
力強化」をテーマに、ステークホルダーの方々が
当社グループ社員に求める資質を常に念頭に置き
ながら、さらに内容を高めていきます。

人権の尊重

　社会の変化に伴い、人権問題も複雑・多様化
しているなか、企業の社会的責任を果たすうえで、
社員の人権意識の向上は欠かせないものです。当
社では、毎年、新入社員や新任チーム長、海外赴
任者向け研修やCSR研修のプログラムの1つとし
て人権研修を行っています。研修では、人権問題
全般のみならず、職場での身近な問題としてセク
シュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントを取
上げ、働きやすい職場づくりという観点からも社員
の人権問題への理解が深まるよう努めています。

かるビデオ講義、参加者同士の懇親会などを実施。
また、グループワークではテーマに沿って議論を
し、経営委員の前でのプレゼンテーションを通し
て、意見交換ができるプログラムも盛り込まれて
います。この「Global NYK Week」を通して、世
界中のグループ社員に当社グループの企業理念や
NYKグループ・
バリュー、事 業
戦略を浸透させ 
ることを目指して
います。2009年
度は、3月に開催
し25名が参加し
ました。

陸上での働きがいのある職場づくり

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦陸上で働く

CSR活動＞
グループ社員とともに

Access

グループ社員とともに

詳細 >>> P.11 
・多様化する人材

特集 もご覧ください

「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」
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、

1 異文化や異質な考え方に対する包容力と柔軟性
2 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
3 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

の育成に力を注いでいます。

HR理念

プレゼンテーションの様子

NYK-Point
※1 “NBC”
NYK Business College
NYKビジネスカレッジ。陸上で働くグ
ループ社員向けの研修プログラム
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組織・職場の活性化

　2009年度から人材育成を主眼に置いた新人事
制度を開始しました。新制度では、合議による絶対
評価決定プロセスを導入し、その過程での議論を
直属上長から本人にフィードバックすることで、本
人のさらなる成長加速を目指します。また、2009
年度からは船舶運航業務のグループ内資格制度で
ある運航マイスター制度※1の運用を開始し、グルー
プ全体での組織競争力の向上に努めています。

総合物流人事交流

　日本郵船グループでは、総合物流戦略の一環と
して、2009年7月よりグループ会社間での本格的
な人事交流を開始しました。総合物流事業の成長
の鍵は、創意工夫によって付加価値を生む人材力
にあります。事業部門・グループ会社間の枠を超え
た「海・陸・空」の各分野に精通した人材育成によ
り、競争力のある組織づくりを目指しています。また、
グループ合同での業務研修の充実や営業担当者
への研修を強化し、営業力の向上をはかっています。

ワークライフバランスの推進

　当社では、ワークライフバランス推進委員会※2

を組織し、社員のワークライフバランスの実現に取

新型インフルエンザ対策

　新型の呼吸器系疾患が発生しているとの情報
から、あらかじめ作成していた行動計画に従い、
本社対策本部を設置。国内外のグループ会社にも
対策本部を設置し、各国・各社の状況を把握。本
社対策本部に情報を集約し、高病原性の新型イン
フルエンザを想定して作成した行動計画を実際の
状況に合わせ柔軟に見直し、対策を実施しました。

Voice 「運航マイスター資格」取得者の声

今回得た知識や経験を、後輩にも伝えていきたいです
　前部署の自動車船グループでは、運航担当者全員
の資格取得を目指し、海技者※4 の方による勉強会を
するなど、入念に準備をしました。日々の運航業務で
身につけてきた知識を総括することで、現在の自身の
レベルを把握し、また、これからどの分野の知識を深め
れば、さらに安全で効率の良い運航につながるかを知
ることができ、良い機会となりました。現在はバルカーと
いう別の船種の運航・営業を担当していますが、前部
署で学んだ知識を基盤に、バルカーに関する知識を勉

強しながら仕事に取組んでいます。今後は、知識や経
験を積極的に後輩に伝えて、全体の底上げをはかり
つつ、自分自身もさらに上
のレベルを目指して貪欲に
学んでいきたいと思います。

製鉄原料グループ
海外ドライバルク第一チーム

横田 愛
Ai Yokota

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

CSR活動＞
グループ社員とともに

◦陸上で働く

Access

NYK-Point
※1 “運航マイスター制度”
陸から海をサポートする船舶運航業務に
おける社内資格制度。経験・能力に応じ
てシルバー・ゴールド・プラチナ・マイス
ターの4等級に分類。最高資格であるマ
イスターは、営業・安全・環境面を含め
た中長期的な視野を持ち、国際ルール
の動向も把握できる人材に位置付けら
れる。初年度は、75名が資格を取得

NYK-Point
※2  “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年度より
第三者委員としてグループ長クラスの社
員が参加してワークライフバランス推進
委員会として発展した

NYK-Point
※3 “ペアレンティングセミナー”
埼玉大学教授による、「幼児期の親子の
関わりの必要性、親のあり方について」
の講演と、参加者の情報交換会

ワークライフバランス施策（抜粋）

•�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

間以内であれば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制度：
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

•�郵船チャイルドケア（企業内保育所）…2002年4月開設。
法定を上回る職員を配置。着替えの洗濯など利便性にも配慮

組んでいます。恒常的に残業の多い部署へのヒア
リングを通して、社員とともに対策案を検討したり、
早帰り日放送を通して時間管理意識の向上をは
かっています。また、ワークライフバランスを考える
きっかけづくりとして、2009年は「介護セミナ−」
および「ペアレンティングセミナー※3」を開催しま
した。

※4 海技者
船舶職員として必要な技術を持った者。
ここでは、陸上勤務中の海上社員（航海
士・機関士）
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外国人船員の確保・育成

　安全・効率運航を実現していくため、世界各地
から質の高い船員の確保に努めています。世界中
の商船系大学と提携して優秀な卒業生を当社の
キャデット※5として採用し、独自のキャデット訓練
船4隻を活用して将来の幹部船員として養成して
います。
　2010年4月からは、フィリピンに開校した4年
制 商 船 大 学「NYK-TDG Maritime Academy」
の第1期生116名の1年間の乗船訓練を開始し
ており、今後も引き続き高い技術力とマネジメント
能力を持った船員の育成に力を注いでいきます。

シンガポールトレーニングセンター

　独自の教育制度「NYKマリタイムカレッジ
（NMC）」のもと、各職・職位ごとに必要な知識・
技能を定めた「NYK統一Requirement」に則っ
て、世界各地のトレーニングセンターおよびマンニ
ングセンター（8カ国・11カ所）で、現地教官によ
る授業が行われています。なかでも、2009年度
に新杉田船員研修所を統合し、NMCの中核をな
す研修所となったシンガポールトレーニングセン
ターでは、各種シミュレーター（大型タンカー荷
役、LNG荷役、タービンプラント、操船、機関制
御、電子制御エンジンなど）の設置など、世界でも
ほかに例を見ない、高度な設備を用いた総合的な
訓練が効率的に実施されています。

海上での働きがいのある職場づくり

Voice 「海上社員自社養成コース※6」第一期生の声

責任の重さとともに、大きなやりがいを感じています
　船についてほとんど知らなかった入社時から早くも3
年が経ち、2009年4月から親船※7“LYRA LEADER”
に乗船しています。練習船とは異なり、貨物やお客さ
まの状況に合わせ、スケジュールに従って安全に運航
するための努力を惜しまない、先輩たちのプロとしての
情熱や自信に触れることができました。また、電子制
御エンジンについて勉強できたことは、機関士として仕
事をしていくうえで替え難い財産になりました。忙しいな
か、先輩たちから親身な指導や温かいアドバイスを受

け、自分の未熟さを実感すると同時に、責任の重さとと
もにある大きなやりがいを感じています。これからもさま
ざまな経験を積み、
成長していきたい
と思います。

三等機関士

三輪 大祐
Daisuke Miwa

※5 キャデット
幹部候補生。船舶職員（航海士・機関士）
の資格を取得するために、乗船する訓練
生のこと

※7 親船
海上社員としての最初の配乗船

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦海上で働く

CSR活動＞
グループ社員とともに

Access

操船シミュレーター

NYKマリタイムカレッジ概念図

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

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

船員の災害・疾病報告件数
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2009年度災害発生場所

甲板上 00％ 

機関室 
00％ 

工作室 00％ その他 00％ 

居住区 00％ 

機関 
制御室 00％ 

○○00％ 
○○00％ 

係船策 
作業区域 
00％ 

貨物庫 
（船庫） 
00％ 

工作室 8％

船橋 2％
厨房 8％その他 7％
貨物庫（船庫）
2％

機関制御室
5％

居住区
12％

係船索作業区域 7％

機関室
26％

甲板上
23％

災害・疾病データから、発生状況の把握
および活動の有効性を検証し、さらなる
改善につなげていきます

2009年度は調査対象会社の拡大と、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

詳細 >>> P.11 
・多様化する人材

特集 もご覧ください

NYK-Point
※6 “海上社員自社養成コース”
2006年度から日本の船会社で初めて、
一般の4年制大学などの新卒者から、船
員の自社養成を開始。入社後、2〜2年
半の教育および乗船訓練によりライセン
スを取得。その後、航海士・機関士として
乗船経験を積み、船長や機関長を目指す
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財務報告に係る内部統制

　「金融商品取引法」に基づく財務報告に係る内
部統制については、内部監査室を中心に、整備お
よび運用状況の評価を行っています。内部統制報
告制度2年目である2009年度も、事業活動の変
化などに適切に対応しつつ、内部統制の有効性確
保のための取組みを進めています。

コーポレート・ガバナンスの考え方

　日本郵船は、お客さま、株主・投資家の皆さま、
取引先、地域社会、グループ社員などのステーク
ホルダーの皆さま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、経営に対する社外からの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。

内部統制

　「会社法」や「金融商品取引法」をはじめ、関連
法規への対応および内部統制の強化をはかるため
に、「内部統制委員会※1」を設置しています。また、

「会社法」に対応する内部統制システムの体制
整備に関する基本方針も取締役会で決議し、適
宜改訂を行っています。違法行為や不正を防止し、
また、組織が適切かつ効率的に運営されるように、
態勢の強化、社内規程の整備や業務のマニュアル
化を進めています。

健全で透明性の高い企業経営

NYK-Point
※1 “内部統制委員会”
委員会の機能は、下記のとおり
・ コンプライアンス
・ 財務報告の信頼性確保
・ 監査の実効性確保
・ リスクマネジメント
・ 適正なグループ経営推進
・ IT対応と情報管理
・ 経営陣による効率的な業務執行

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦基本方針・体制
◦内部統制活動・内部監査活動

CSR活動＞
コーポレート・ガバナンス

Access

ガバナンス体制図 （2010年4月1日現在）

監査役会　4名
（社内2名、社外2名）

会計監査人

経営委員会　34名

本社各部門

グループ各社

取締役会　16名（うち社外取締役2名）
（経営意思決定・業務執行監督）

内部監査室

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
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コンプライアンスの徹底

　社会から信頼される企業として存在し続けるた
めには、企業活動を法令、企業倫理および社会的
規範に則って行うことが重要であると考えていま
す。当社では、「日本郵船企業行動憲章」「行動規
準」に基づいてコンプライアンス（法令遵守）を徹
底しています。主な活動として、社長を委員長とす
る「コンプライアンス委員会」（年2回）の実施、コ
ンプライアンス遵守状況の把握を目的とした「コン
プライアンス総点検月間」（年1回）の実施、「海外
グループ会社に向けた不正防止のための最適業
務マニュアル」の配布、グループ会社トップマネジ
メントに対する啓発活動の一環として「グループ
会社コンプライアンス連絡会」の開催、コンプライ
アンス研修を実施しています。また、従来より各地
域の事情に応じて設置しているヘルプライン（「郵
船しゃべり場※2」など）により、不正防止につなが
る情報の迅速な収集を行い、透明性の高い企業
風土を醸成するよう努めています。

独占禁止法への対応

　当社は、近年の世界的な競争法の急速な広がり
と適用の厳格化、また遺憾ながら当社グループ会
社が独占禁止法（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（TF）を本社内に設置しました。日々の業務で知
らぬ間に社員が独禁法に抵触しないよう、グルー
プ社員に対し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。
2009年5月より合計37回にわたって集合研修
を実施。2010年1月には独禁法e-ラーニング研
修を実施し、2,821名※3 が受講しました。
　海外においても各国・各地域の実情に即した活
動を推進すべく、6拠点※4にもTFを設置し、グロー
バルに展開しています。今後も、当社グループ全
体への啓発活動を通じ、独禁法に対するグループ
社員一人ひとりの意識改革をはかっていきます。

リスクマネジメント

　当社グループでは、企業のリスクを全社的な観
点で総合的に集計・統括し、適切な組織運営を目
指しています。具体的には、ほぼすべての営業部
門・管理部門をカバーする全社的なリスクデータ
を集計し、業務プロセスを中心に定期的なリスク
の洗い出しと評価、適切な対応策を実施していま
す。その際、リスクに対しては早い段階で対応する
ことが重要と考え、①わかっているリスクは放置し
ない ②常に五感を働かせる ③日々新しいリスク
が発生する、という3つを社員の心得として、毎日
の業務に取組んでいます。※5

情報セキュリティ対策

　情報システムセキュリティ対策としては、コン
ピューターのウイルス対策やネットワークセキュリ
ティ対策など各種施策を行っています。2007年
度より継続して、グループ会社の情報セキュリティ
体制の強化に取組んでいます。また、当社および
グループ会社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。

事業継続計画（BCP）※6の策定

　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）」を策定しています。サービス維持・供給
の有事体制、重要拠点の機能継続、安否確認シ
ステムによる要員確保、財務手当てなど実践的な
対策を講じ、定期的な訓練と内容の見直しを適時
行うことで、災害耐性を徐々に強化しています。ま
た2009年度は、事業継続ならびに事業復旧に重
要な情報システムのデータセンターを、より堅牢
で安全な場所に移転しました。

NYK-Point

社外弁護士を含む5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59社で、グループ
全体への拡大をはかっている

※2 “郵船しゃべり場”

コンプライアンス研修受講状況

2009年度 実施回数 受講者数
集合研修※ 28回 852名

※ 2002年度以降延べ273回、6,109名

※5
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・
荷動き等の変動 ❸保険 ❹競合他社と
の競争 ❺為替レートの変動 ❻燃料油
価格の変動 ❼グローバルな事業展開に
おける各地域の経済状況等 ❽システム
開発・運用における事故等 ❾環境保全、
安全・保安対策に係る規制強化等 10 航
空運送事業 11 取引先との関係 12 港湾
の混雑及び内陸輸送コスト 13 事業再編
等 14 中期経営計画及び緊急構造改革
プロジェクト 15 投資計画 16 金利動向 
17 船舶等の売却等 18 投資有価証券に
おける評価損 19 退職給付制度 20 繰延
税金資産の回収可能性の評価 21 重要
な訴訟事件等の発生

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦コンプライアンス
◦リスク管理・危機対応

CSR活動＞
コーポレート・ガバナンス

Access

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

独占禁止法研修受講状況

2009年度 実施回数 受講者数
集合研修 37回 1,113名
e-ラーニング研修 1回 2,821名

東アジア・南アジア・オセアニア・欧州・
北米・中南米

※4 6拠点

いずれも、当社、グループ会社合計の数
字（本社社員は受講率100％達成）

※3
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■ 安全の徹底が環境保全につながることを十分認識し、各事業で取組みを強化します。
■ 地球温暖化、生物多様性などの環境問題を最重要課題の1つとして積極的に取組みます。
■ 環境技術開発への積極的な投資などを通じて、環境先進企業グループを目指します。

より良い地球社会
実現のために

今後の取組み取組み・進行状況

●�グループ環境経営の強化

●�グループ環境活動の推進
　➡グループ環境経営連絡会の実施（国内）

●�グループ社員の環境意識高揚
　➡�環境キャンペーンの実施
　➡環境e-ラーニングの実施
　➡ �CO2ダイエット宣言に国内外合わせ延べ�

10,926名が参加（年2回実施）

●�温室効果ガス�
排出削減の実践

●�運航船のCO2排出量削減活動
　➡�燃費節減活動「Save�Bunker�Explorer」の実施
　➡�ECOREPORTの運用

●�環境技術の開発促進
　➡�省エネ船の開発等への協力および新技術採用支援

●�グループ全体のCO2排出量把握
　➡�Eco�Data�Net/NYKECOMの運用拡大�

国内72社／海外114社

●�オフィスの省エネ推進
　➡�ESCOサービスを導入。オフィスからのCO2排出

量、前年度比5%削減の目標達成

●�地球環境保全活動による
社会貢献の推進

●�生物多様性の保全
　➡�バラスト水処理装置の開発協力

2009年度目標

2009年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

●�ISO14001認証の維持・拡大
●�グループ環境報奨制度の継続実施 P.37、41

●�日本郵船グループ全体での環境保全�
キャンペーンの継続 P.41

●�Save�Bunker活動の推進
●�ECOREPORTの継続 P.38

●��環境新技術採用支援

●��Eco�Data�Net／NYKECOMの継続�
運用・拡大 P.41

●��オフィス環境対策推進委員会の活動推進 P.41

●�バラスト水処理装置の選定および搭載へ
の協力
●��環境配慮型ヤードでの解撤推進

P.15

ⓒJAMSTEC

P.12
P.38〜40
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環境

環境経営の推進

Voice グループ環境担当者の声

テナントの皆さまと一緒に環境活動を進めています

ISO14001認証・グリーン経営認証

　東京本社に安全・環境対策推進委員会を設置し、
世界で連携して活動できるグローバルマルチサイト
体制を整え、全世界で39社、90事業所および傭
船を含む約700隻の運航船を対象にISO14001
認証を取得しています。このほかにも、独自に
ISO14001認証を取得しているグループ会社が
13社、グリーン経営認証※1を取得しているグルー
プ会社が6社※2あり、それぞれの業態に合わせて
環境活動を推進しています（2010年4月1日現在）。

グループ環境経営の推進

　日本郵船は、国内の主要グループ会社56社と
ともにグループ環境経営を推進しています。2009
年10月には第3回グループ環境経営連絡会を開
催し、グループ各社の優れた環境活動の紹介やグ
ループ環境報奨制度の表彰、当社グループのCSR

　はじめは、自分たちの使う紙を分別することからスター
トした環境活動でしたが、テナント全体の活動に広げ
ていくために、環境活動をもっと身近に感じられる取組
みが必要だと考えました。そこで、毎日の生活に欠かせ
ないトイレットペーパーを再生紙使用のものに変えてみ
たところ、自然とビル全体での環境活動に広がり、会
社としても循環型社会への一歩を踏み出すことに成功

しました。これからもテナントの皆さま、清掃・廃棄物処
理業者との関わり合いを大切に、環境問題への取組
みを続けていきます。※6

横浜貿易建物（株）
営業・管理部

三橋 美香
Mika Mitsuhashi

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。

1 温暖化ガス排出削減の実践　 2 地球環境保全活動による社会貢献の推進　 3 グループ環境経営の強化

環境方針
1 継続的な改善による海洋・地球環境の保全　 2 法律・規制等の遵守、自主基準の制定と運用
3 海・陸・空に広がる輸送サービスの安全確保　 4 地球温暖化と大気・海洋汚染の防止・抑制
5 環境にやさしい技術等の採用　 6 環境意識を高める社員教育　 7 �環境情報の開示、環境保全による社会貢献

環境経営ビジョンと3つの柱

国内では、主要グループ会社56社が参加するグループ環境経営連絡
会を設置し、互いに連絡を取り合い、各社の取組みの横展開を目指して
います。海外では、世界6拠点（東アジア、南アジア、オセアニア、欧
州、北米、中南米）に環境管理責任者（CEM）を任命し、本社と情報を
共有しながら、各地域ごとに環境活動を推進しています。

※1 �グリーン経営認証
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運送事
業者を認証・登録するもの

※2 �グリーン経営認証取得会社
苫小牧海運（株）、日本コンテナ輸送（株）、
（株）ユニエツクス、海洋興業（株）、郵船
港運（株）、旭運輸（株）

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦環境経営について

CSR活動＞環境活動

Access

※3 �SEMC
Safety＆Environmental�Management�
Committee
安全・環境対策推進委員会

※4 �ECEM
Executive�Chief�of�Environmental
Management
上級環境管理責任者

※5 �CEM
Chief�of�Environmental
Management
環境管理責任者。各地域で担当者会議
を定期的に開催し、地域ごとの課題や目
標などを検討、環境対策を推進

NYK-Point

活動および環境活動について確認しました。各社
は事業内容・規模に応じてさまざまな環境活動を
実践しています。

※6 �
横浜貿易建物（株）が所有・管理する横浜
ビルは、横浜市からゴミの「分別優良（最
高ランクである三ツ星）事業所」に2年連
続で認定。また、廃棄物対策の事例紹介
を横浜市の講習会
で行うなど、廃棄物
処理について積極的
に取組んでいる

三ツ星認定証

環境活動推進体制図 （2010年4月1日現在）

安全・環境対策推進委員会�（SEMC※3）
委員長［社長］

安全対策推進本部長�
�［専務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］
（P.23参照）

上級環境管理責任者（ECEM※4）�
�［専務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］

本　社
船種・事業ごとの
委員会
［13委員会］

国内グループ会社
�グループ環境経営
連絡会
環境担当者
［56社］

海外グループ会社
環境管理責任者
（CEM※5)
［6拠点］
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環境

環境経営指標

　船舶は運航に伴い温室効果ガスであるCO2を
排出しています。日本郵船は運航船の単位輸送あ
たりのCO2排出量を把握するために、IMO※1 のガ
イドラインに準拠した環境経営指標を採用し、環
境経営指標を算出するために必要なデータを運航
船から収集しています。また、中期経営計画「New 
Horizon 2010」において、削減目標を「2013年
度までに2006年度比で最低10％削減」と定め、

「Save Bunker キャンペーン」などの活動を通し
て削減に取組んでいます。

low-sulfur燃料

　硫黄分を含む燃料油を燃焼させると硫黄酸化物
（SOx）※2 が発生します。船舶が排出するSOxを
低減するために、IMOや欧州連合、米国・カリフォ
ルニア州大気資源局は低硫黄燃料油の使用を義
務付ける規制を発効しました。当社では、低硫黄
燃料油という従来とは異なる燃料油の使用に伴い、
就航船に搭載されている機器の改造や新造船の

Save Bunker キャンペーン

　当社グループでは、高騰を続ける燃料油価格を
受け、2005年10月から運航船舶の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。2009年度は、船陸間
のコミュニケーション活性化、エコスピード※3 の
導入、自動車船とコンテナ船を対象とした燃節報
奨制度の実施など、さまざまな活動に取組みまし
た。また、5月には「Save Bunker 伝道師」が発
足。燃節経験豊かな専属担当者が、運航会社、本
船を訪問して情報共有や意見交換を行い、「Save 
Bunker キャンペーン」の実効性を高める活動を
展開しています。

環境負荷低減への取組み

環境経営指標
（IMOガイドラインに準拠）

環境負荷
（海上輸送によるCO2排出量）

事業付加価値
（海上輸送重量トン・キロメートル）

船種
環境経営指標

（g-CO2／トン・キロメートル）
削減率

（2006
年度比）2006年度 2009年度

原油
タンカー 3.4 3.1 8.8％

自動車
専用船 57.0 54.2 4.9％

コンテナ
船 14.0 10.9 22.1％

環境経営指標データ

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

運航担当者向け研修の様子

Voice Save Bunker 伝道師の声

意識改革と現場の活性化で、ネンセツ※4 活動はさらに進化

　2009年5月、「絞る油に溢れる愛」をキャッチフレー
ズに特命タスクフォース「Save Bunker 伝道師」の
活動がスタート。「もう1トンのネンセツ」を目指して、現
場で率直な対話交流を重ねてきました。そのなかで深
く確信したのは、船舶運航の最前線で頑張っている
乗組員、運航担当者、船舶管理担当者たちの活動
や成果に光を当て、現場の知恵を丁寧に拾い上げ全
体に活かすことができれば、まだまだ私たちのネンセツ
活動は進化し続けるということです。意識が変われば、

「もう1トンのネンセツ」は必ず達成できます。何よりも
大切なことは、「私たちはベストを尽くしているか」と自問
を続けることではないでしょうか。

保船管理グループ
特命タスクフォース

「Save Bunker 伝道師」

船長 近森 茂雄（左）
Shigeo Chikamori

機関長 瀧口 龍雄（右）
Tatsuo Takiguchi

建造仕様の変更など、必要な対策を検討するタス
クフォースを立ち上げ、安全運航と環境保全の両
立に取組んでいます。

※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 �ネンセツ
燃費節減（燃節）の略

※1 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

※2 硫黄酸化物（SOx）
大気汚染や酸性雨などの原因の1つと
いわれている有害物質

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦事業別の取組み

CSR活動＞環境活動

Access

詳細 >>> P.12〜13  
「NYKスーパーエコシップ2030」
から見える未来への航路

特集 もご覧ください

P.14〜17 
 生物多様性への取組みで、
社会の変化を促す活動を

ダイアログ もご覧ください
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省エネ装置「MT-FAST」

　「MT-FAST※5」とは、船舶のプロペラ前方に複
数の翼を取り付けることで、プロペラの回転から生
じる旋回流による損失エネルギーを回収し、推進
効率を向上させる省エネ装置です。現在、チップ
船1隻とハンディバルカー3隻の計4隻に搭載し
ています。2008年に実施した、搭載済ハンディバ
ルカーと非搭載同型船による並走試験の結果、約
5％の燃費節減効
果を確認しました。
今後も運航船を
中心に搭載隻数
を増やしていく予
定です。

陸上電力の利用

　船の接岸中に船内の発電機をストップし、必要
な電力を陸上から供給することで、大気汚染物
質の排出量を削減することができます。当社では
2007年11月より、接続盤やケーブルリールな
どの固定式受電設備を搭載したコンテナ船“NYK 
ATLAS” が、ロサンゼルス港のYusen Terminal
にて本格的な陸電供給を開始しました。また、
2009年6月には“NYK ATHENA”において、40
フィートコンテナ内にケーブルリールを収納したコ
ンテナ型受電装置による陸電供給テストにも成功。
現在、他船への展開も視野に入れて準備を進めて
います。

電子制御エンジン

　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により、窒素酸化
物（NOx）※6 の発生を軽減することができます。ま
た、従来型のエンジンと比べ、低負荷域における
燃費向上も可能で、環境配慮型エンジンとして期
待されています。2010年3月末現在、33隻の電
子制御エンジン搭載船が就航。今後も新造船に対
し、電子制御エンジンの搭載を推進していきます。

船底の摩擦抵抗低減

　船舶は航行する際にさまざまな抵抗を受けてい
ますが、海水と船体との摩擦によって生じる摩擦
抵抗がその大部分を占めています。当社グループ
で技術開発を担う（株）MTIは、同じくグループ会
社である日之出郵船（株）の協力のもと、2010年
に竣工のモジュール船※7 に「空気潤滑システム」
を設置します。本システムは、船体前方に設置さ
れた送風機によって船底から空気を勢いよく放出。
船底を気泡で覆うことにより海水との潤滑効果を
高め、摩擦抵抗を低減させるものです。送風機方
式による同システムの恒久的運用は世界初の試み
で、約10％の大幅なCO2 削減効果を見込んでい
ます。

NYK-Point
※5 “MT-FAST”
共同開発した両社の名前とその特徴か
ら、MTI・Tsuneishi（ツネイシホールディ
ングス）・Falcate（鎌状の）・Attachable

（取り付け可能な）・Stator（固定翼）の
頭文字をとって命名

プロペラ前方に取り付けられた複数の翼

�2009年度海洋汚染事故

上記4件は、適切に報告・処理されてい
ます

燃料油補油・移送中の漏洩 2件
油圧機作動中の漏洩 1件
着岸中の潤滑油漏洩 1件

注水 

排水 
クリーンな水

海に戻す

中和 

陸側接続箱 

コンテナ型の 
受電装置 陸上電源 

陸上受電装置イメージ図

海面送風機より
送りこまれた気泡

海面

送風機摩擦低減

送風機より送りこまれた気泡

送風機摩擦低減

空気潤滑システムイメージ図

※6 窒素酸化物（NOx）
光化学スモッグや酸性雨などの原因の 
1つといわれている有害物質

※7 モジュール船
プラントや大型構造物をいくつかの塊に
分割して輸送する重量物運搬船。他船
種に比べ、喫水が浅く船底が広いため、
水圧に抗して気泡を送り込むエネルギー
を小さくできる。また、大きな面積の船
底を気泡で覆うことが可能

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦事業別の取組み

CSR活動＞環境活動

Access
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環境

Yusen Terminals社の活動と表彰

　日本郵船（株）自営のコンテナターミナルである
Yusen Terminals社（YTI）が、ロサンゼルス・ロン
グビーチ港当局より2年連続で表彰を受けました。
2009年度は環境に対する先進的な取組みが評価
され、「Clean Air Action Plan Air Quality Award」
を受賞しました。 
YTIでは2003 
年度に取得し
たISO14001を
継続しており、
陸電供給設備 

クロスドック・ミルクラン

　NYK Logistics社とYusen Air & Sea Service
社では、混載された商品をすぐに仕分けて出荷す
るクロスドック施設を、各メーカーの輸送経路上
に設けています。また、決められたルートを1台
のトラックで回って集配するミルクランを行ってお
り、お客さまのビジネスモデルに沿って適切な輸
送モードを選択することで、環境負荷低減に貢献
しています。2009年1月には、シンガポールにも
クロスドック機能を持つ物流施設を開設。世界各
地にクロスドック施設を設置しています。

省エネルギー型整備用格納庫

　日本貨物航空（株）は、環境に配慮した省エネ
ルギー型の整備用格納庫を建設し、2009年6
月から供用を開始しました。トップライトとライト
ウォールを採用することで、昼間は照明の点灯な
しで整備作業が可能となります。このほか、自然
換気システムや機体洗浄に利用するための雨水タ
ンクを設置するなどの省エネ対策により、従来型
格納庫と比べてCO2 排出量を約30％削減できま
す。また、削減効
果を表示するモ
ニターを設置す
ることで、きめ細
やかな省エネ対
策を可能にして
います。

エンジン内部洗浄

　日本貨物航空（株）では、航空機の燃料消費を
抑えるため、ジェットエンジンの洗浄に力を入れて
います。ジェットエンジンの燃焼室に空気を送る
圧縮機（コンプレッサー）が汚れていると、燃焼効
率が悪くなるためです。スターターでジェットエン
ジンを回転させながら、ホースで温水を数分間圧
縮機に流し込み洗浄します。燃焼効率を回復する
ことでエンジンへ
の負担が低減さ
れ、結果的に、メ
ンテナンスや部
品交換の頻度も
減らすことができ
ます。

陸と空での環境への取組み

組立て工場

A社 B社 C社

F社

E社

D社

NYK Logistics社 クロスドック
施設

ミルクラン

海外部品
メーカー

国内部品
メーカー

通い箱

クロスドック施設イメージ

※1 �ガントリークレーン
コンテナ船のコンテナの積み下ろしを行
う際に使用するクレーン。コンテナ・バー
スに敷設されたレール上を本船に平行
に移動して荷役をする

表彰式の様子

省エネルギー型整備用格納庫内部の様子

エンジン内部洗浄の様子

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦事業別の取組み

CSR活動＞環境活動

Access

の設置やターミナル内移動用に電気自動車を取入
れるなど、環境負荷低減へ向けた取組みを推進し
ています。また2009年6月には、これまでより消費
電力の少ない省電力設計のガントリークレーン※1

を導入しました。
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環境

その他の環境活動

環境保全キャンペーン

　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。2009年度は、環境意
識高揚のため国内外の日本郵船グループ全体で、
川柳・スローガンコンテスト※2、写真コンテスト
※3、環境e-ラーニングやCO2ダイエット宣言※4

などに取組みました。3回目となる2009年度の
環境e-ラーニング受講者数は、2,442名で、第1
回から第3回までの参加者延べ人数は、6,360名
となりました。また、年2回（夏・冬）実施している
CO2ダイエット宣言への参加者は、合計10,926
名となり、社内で大きな広がりを見せています。

環境負荷データ収集

　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72社（265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。

オフィスでの省エネ活動

　当社グループでは、オフィスからのCO2 排出量
の削減に積極的に取組んでいます。2008年初め
に完工した本店ビル（丸の内郵船ビル）のリニュー
アル工事により、省エネ効果の高いビル設備を導
入するとともに、さまざまなアクションプランを全
社員一丸となって進めています。2008年度は前
年度比10％の削減、2009年度は下記の省エネ
アクションプランの継続に加え、ESCO※5 サービ
スを導入し、前年度比5％の削減目標を達成しま
した※6。また、2010年2月、本店ビルは、社団法
人日本電気協会関東地区電気使用合理化委員会
主催の「業務用電気使用合理化に関する表彰制
度」で「組織運営」「電力管理」「設備管理」「効率
化」「その他特記事項」の5項目をポイントに評価
され、最優秀賞を受賞しました。

【省エネ活動一覧】
■本店ビル設備リニューアル

省エネ空調設備、高効率照明、屋上緑化
■省エネアクションプラン
照明：間引き点灯、昼休み消灯
エレベーター：間引き運転
空調： 設定温度と稼動時間の見直し 

ブラインド活用
■地域の環境イベントへの参加

丸の内打ち水プロジェクト2009
七夕ライトダウンイベント

グループ環境報奨制度

　グループ会社の環境活動のなかで特に先進的
な取組みを横展開するため、国内グループ会社
56社を対象に「グループ環境報奨制度」を設けて
います。2009年度は、大分臨海興業（株）、近海
郵船物流（株）、日本貨物航空（株）、日本コンテナ・
ターミナル（株）、横浜貿易建物（株）の5社が報
奨され、2009年10月のグループ環境経営連絡
会でゴミ分別の
徹底、運航船舶
の燃料消費量削
減、社員の意識
向上をはかる取
組みが紹介され
ました。当社は 本店ビルの屋上緑化

詳細 >>> P.12〜13 
 「NYKスーパーエコシップ2030」
から見える未来への航路

特集 もご覧ください

※1 環境の日
1972年6月5日からストックホルムで
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

※4 CO2ダイエット宣言
地球温暖化防止を目的に、環境省や東
京電力（株）などが推進している省エネ
ルギー活動。参加人数20名ごとに苗木
1本が寄贈される

※5 ESCO
Energy Service Companyの略。省エ
ネルギー提案を行い改善の援助をするこ
とで、削減されたエネルギーコストの一
部を、報酬として受け取る事業

このほかの活動について、
ウェブサイトに掲載しています。

◦事業別の取組み
◦環境コミュニケーション

CSR活動＞環境活動

Access

表彰式の様子

今後も、グループ環境報奨制度を通して、グルー
プ全体の環境活動推進に取組みます。

※6
CO2排出量は電気・ガス・ガソリン・蒸気
の4項目を集計。電気については前年度
比較のため環境省の定める標準CO2 排
出量係数0.555kg-CO2／kWを使用し
て算出。なお、オフィスとは、本店、九州
支店、札幌支店（2009年7月末に閉鎖）
を合計したもの

NYK-Point
※2 “川柳・スローガンコンテスト”
エコをテーマにした環境川柳（国内）と
環境スローガン（海外）を募集。環境
川柳には394点、環境スローガンには
406点の応募があった

NYK-Point
※3 “写真コンテスト”
約80名のグループ社員から約350点
の作品が集まった
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環境データ
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●本社：省エネ活動の継続に加え、ESCOサービスの導入によるビル設備の運用改善など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、算出には東京
電力（株）の係数0.418kg-CO2／kWh（2008年度実績）を使用しています。廃棄物発生量には再利用量144トンを含んでおり、再利用率は78％となっています。
●国内3自営コンテナターミナル：電力からのCO2排出量は、それぞれのターミナルで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。取扱量の減少（外的要因）や、ターミナルでの省エネへの取組み（内的要因）により、CO2排出量は前年度より減少しています。
●当社運航船：このデータは日本郵船単体運航船に供給した燃料の量より、IMOガイドラインの係数に基づき算出しています。運航船の減少や、省エネへの取組みにより、CO2排
出量は減少しています。

数
値
変
化
に
つ
い
て

（東京、横浜、神戸）
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環境会計

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日本郵船の環境会計における基本的な考え方です。

�■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
※2　�船舶の空調・冷凍ユニットをHCFC-�

22より環境に優しいHFC系混合
冷媒R-404aへ変更

※3　�効果の定量的把握が困難なため、
効果には計上せず

※�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4,550百万円

�■環境保全コスト／効果の年度比較

2009年度は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みました。その結果、
環境技術の開発・導入のための研究開発費用が
増加しました。なお、環境保全コストは減少してい
ますが、減速航海などの燃料消費節減活動に効

■2009年度の総括

率的に取組んだ結果、前年度並みの環境保全効
果をあげることができました。また、2009年度は
安全推進活動の効果で事故やトラブルによる経済
損失額が大幅に減少しました。

2008年度 2009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 952 975 982 1,445
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 6,154 11,251 3,272 10,843
合計 7,106 12,226 4,254 12,288

■環境保全コスト／効果の年度比較 （単位：百万円）

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） 237
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） 744

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 537
海洋汚染防止 シリコン系船底塗料など 48
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 風圧抵抗低減船型の採用、推進補助装置の設置、
電子制御エンジンの搭載、陸上受電装置の導入など 1,251

オゾン層破壊防止 船舶空調機・冷凍機など※2 84
海洋汚染防止 当社独自のビルジシステム※3 296

研究開発費用 空気潤滑システム関連の開発、バラスト水処理装置の船上
試験、国際運航管理システムの開発など 1,023

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 6
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 4,254

■当社独自の分類 （単位：百万円）

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

296
1,394

0

48
477
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

982
13
6
0

（4）研究開発コスト
環境負荷低減 0 1,023

（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 1,690 2,564

■環境省ガイドラインによる分類 （単位：百万円）

�■集計方法
1.　�期間は2009年4月1日から2010
年3月31日。（船舶の燃費節減活動
の集計期間は2009年1月1日から
2009年12月31日まで）

2.　�範囲は本社（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
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人事データ（本社）※日本郵船社員（陸上・陸勤船員・海上）
※年間または年度末の数値

社員数（長期）
男 女 合計

陸上 736名 279名 1,015名
陸勤船員 239名 1名 240名
海上 368名 9名 377名
合計 1,343名 289名 1,632名

■社員の状況
採用人数 ※新卒、中途を含む

男 女 合計
陸上 26名 10名 36名

海上 29名 2名 31名

合計 55名 12名 67名

社員数（有期）
男 女 合計

陸上 66名 24名 90名

海上 6名 0名 6名

合計 72名 24名 96名

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

2007年度 2008年度 2009年度
男 女 男 女 男 女

取締役・経営委員 40名 0名 37名 1名 39名 2名
グループ長 34名 1名 37名 2名 38名 1名
チーム長以上 116名 17名 131名 18名 126名 17名

参考：本社組織の人数 444名 184名 451名 194名 472名 189名

30歳以下離職者数
陸上 海上
2名 1名

平均勤続年数 ※海上には陸勤船員を含む

陸上（男） 陸上（女） 海上
17.6年 19.3年 16.3年

■労働災害
労働災害発生件数 ※通勤災害を除く

2007年度 2008年度 2009年度
陸上 0件 1件 1件
海上 1件 1件 2件

死亡者数
2007年度 2008年度 2009年度

陸上 0名 0名 0名
海上 0名 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

2007年度 2008年度 2009年度

5名 7名 7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

2007年度 2008年度 2009年度

29名 37名 35名

育児休業制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2007年度 2008年度 2009年度
男 女 男 女 男 女
2名 14名 0名 11名 0名 8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

2007年度 2008年度 2009年度

12.1日 13.1日 13.5日

女性の育児休業取得率

2007年度 2008年度 2009年度

100% 100％ 100％

障がい者雇用率（2007年度は6月1日現在）

2007年度 2008年度 2009年度

2.30% 2.41％ 2.14％

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

2007年度 2008年度 2009年度
男 女 男 女 男 女
2名 12名 1名 20名 0名 15名

介護休暇制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2007年度 2008年度 2009年度
男 女 男 女 男 女
0名 1名 0名 0名 0名 1名

■教育
平均研修参加日数

2007年度 2008年度 2009年度
陸上   3.9日   5.7日 6.3日
海上 10.3日 11.2日 9.6日

平均教育・研修費用
2007年度 2008年度 2009年度

陸上 332,773円 244,630円 243,571円
海上 828,600円 744,826円 475,830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

（2010年3月末現在）

※ 2007・2008年度の「労働災害発生件数」の数字に誤りがありました。お詫びして訂正します。

※ 2007・2008年度の「産前産後休暇取得者数」、2007年度の「育児休業制度利用者数」の数字に誤りがありました。お詫びして訂正します。

休業日数 ※休業1日以上

2007年度 2008年度 2009年度
陸上 0日 0日 0日
海上 0日 0日 0日
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人事データ（グループ会社）
（2009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 21,001名 10,465名 31,466名

陸勤船員 53名 0名 53名

海上 1,162名 5名 1,167名

合計 22,216名 10,470名 32,686名

■社員の状況（本社除く）

社員数（6カ月未満の契約）
男 女 合計

陸上 388名 425名 813名

採用人数
男 女 合計

陸上・海上 3,243名 2,091名 5,334名

離職者数（3年以内、海外は1年以内）
男 女 合計

陸上・海上 275名 190名 465名

■社員支援体制（本社除く）
育児休業

男 女 合計
陸上 137名 265名 402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

有給休暇平均取得率 ※繰越分含む

2008年度
陸上 58％

■労働災害（本社除く）
死亡者数

2008年度
陸上 10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

■地域別グループ社員数（本社含む）
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 欧州 南アジア 北米 東アジア オセアニア 中南米 合計
会社数 84社 53社 59社 15社 33社 6社 11社 261社

人数 9,009名 6,297名 9,625名 3,149名 3,691名 1,009名 633名 33,413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258隻 368名 253名 9,467名 ー 10,088名

単純傭船　521隻 ー ー ー 11,462名 11,462名

合計　　　779隻 368名 253名 9,467名 11,462名 21,550名

陸上海上社員数合計　54,963名
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第三者意見 特定非営利活動法人
パブリックリソースセンター

理事・事務局長

岸本 幸子
Sachiko Kishimoto

第三者意見を受けて

　CSRとは企業にとってコストではなく、投資であり、社会との

コミュニケーションに立った経営改革そのものであると言いま

す。本第三者意見では、CSRレポート2010に記載された、“安

全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支える”という基本

理念、「健全で透明性の高い企業経営」「安全の確保と環境活動」

「誇りを持って働ける職場づくり」というCSRの3つの柱に沿っ

て、事業との関係性の視点から、御社の優れていると思われる点

と今後に期待する点を述べたいと思います。

　「健全で透明性の高い企業経営」という点で言えば、中期経営

計画「New Horizon 2010」の基本戦略の根底にCSR経営の

強化を位置付け、内外のグループ会社を含むCSR推進体制の

構築、取引先に対するCSRガイドラインの策定、社員に対する

CSR研修の強化など、体系的な取組み体制を構築していること

が高く評価できます。しかしながら、グループ会社で競争法に関

連する法律に抵触したと指摘を受け、多額の課徴金引当金計上

を余儀なくされています。今後は内外のグループ各社において意

識改革を浸透していくことが喫緊の課題であると考えます。

　「環境活動」に関しては、2050年までにゼロエミッション船を

開発するというビジョンを掲げ、約69％のCO2を削減する「NYK

スーパーエコシップ2030」の開発を推進するという、バックキャ

スティングの視点が明確なことが特徴です。また経営計画と連動

して、減速運航、燃費節減の「伝道師」活動、船舶プロペラの改

良など、省エネルギー化に積極的に取組んでいます。生物多様

性への取組みについても、御社の事業と関連する重要な取組み

領域を明らかにしている点が評価できます。ステークホルダーダ

イアログでは、バラスト水の処理をはじめとして、専門家より多

様で柔軟なアイデアが出されています。一企業として取組むだけ

でなく、港湾側設備の改良や顧客の環境意識の喚起など業界や

国の取組みを牽引する役割を御社には期待したいと思います。

　また、「安全の確保」という点では、今後事業面で、原油・ガス

などの海上生産・貯蔵に新規参画するなど多様化を進めようとし

ていることに鑑み、よりいっそうの安全性の確保を期待したいと

思います。「誇りを持って働ける職場づくり」に関しては、事業の

現場がグローバルな人材に支えられているという点が御社の大

きな特徴です。そのため国籍や文化の違いを超えて安全対策を

確保するために、従来から独自の教育制度やトレーニングの実施

に努めておられ、これらは幹部船員の養成として優れた取組みと

言えるでしょう。今後はこうした国内外のグループ社員への配慮

に加え、1万人を超える単純傭船の海上社員に対する安全や人

権への配慮についても、触れることを期待したいと思います。

　最後に御社は社会貢献活動においても、これまで輸送協力や

災害支援などに本業を活かし積極的に取組んでこられました。今

後は中国・インドなどの新興国が重要地域となることや、安全航

行への脅威となる海賊行為の背景の1つに貧困問題があること

に鑑み、関係諸国のコミュニティの発展と安定に寄与する活動に

NGOなどとともに息長く取組むことも必要ではないでしょうか。

　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、多様な人材とともに拡大する日本郵船グループを特集で取
上げ、経済環境の変化に伴い国籍、ジェンダーなどの多様化をいかに進めてきたかを紹
介しています。事業においても新規分野への参画による多様化を進めていますが、安全・
環境活動は今後も最重要課題と位置付け、一企業の枠を超え業界を牽引できるよう努
めてまいります。
　ダイアログでは生物多様性をテーマに取上げ、当社グループの事業との関連性を検証
し、有識者からご意見を頂戴しながら今後の方向性を確認しております。今回ご指摘いた
だいた内容につきましては、これからの活動の参考にさせていただき、今後も安全・確実な

「モノ運び」を通じ、皆さまの生活を支える総合物流企業グループを目指してまいります。

代表取締役・専務経営委員
総務CSR本部長

田澤 直哉
 Naoya Tazawa
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Web >>>  ホーム＞ニュースリリース＞2009年、2010年

社会からの受賞・表彰
2009年度 

2009年4月
■�客船“CRYSTAL�SYMPHONY” が、ス
ウェーデンのストックホルム港より「環境
賞」を受賞�［Crystal Cruises社］
■�当社が所属する定期コンテナ共同運航
組織「グランドアライアンス」が、「アジア・
フレートアンドサプライチェーン・アワード
（AFSCA）」において、「ベスト・コンテナ
シッピング・アライアンス」を受賞
■�米国ロングビーチ港港湾局から、減速航
海プログラム「グリーンフラッグ」の優秀
企業として表彰�［Yusen Terminals社］

2009年6月
■�客船“CRYSTAL�SERENITY”が、イタリ�
アのベネチア港よりベネチア港環境賞
「Venice�Blue�Flag�Award」を2年連続�
で受賞�［Crystal Cruises社］
■�当社グループが進めている技術開発プロ
ジェクト3件が、国土交通省より「船舶か
らのCO2削減技術開発支援事業」の補
助対象事業に選定
■（社）日本物流団体連合会より、「物流環
境大賞」を受賞

■（株）三井住友銀行より、「SMBC環境配
慮評価融資」において、最上位評価を獲得

2009年7月
■�メキシコのコンサルティング会社「Top�
Company社」が行っている企業格付
け調査「メキシコのスーパーカンパニー
2009」において、最高位評価を獲得

　［NYK de Mexico, S.A. DE C.V.社］
■�米旅行雑誌「Travel＋Leisure」の読者�

投票により、「World’�s�Best�Large-Ship��
Cruise�Line」を14年連続受賞

　［Crystal Cruises社］
■�「Best�Logistics�Service�Providers」
（主催：Frost�&�Sullivan社）を3年連続
で受賞�［NYK Logistics（Asia）社］

2009年9月
■�本店郵船ビルの屋上庭園が、「第8回屋
上・壁面・特殊緑化技術コンクール」（主
催：（財）都市緑化技術開発機構）で、「都
市緑化技術開発機構理事長賞」を受賞
■�太陽光パネル搭載自動車専用船
“AURIGA�LEADER”が、欧州海運専門
紙「Lloyd's�List」より、「シップ・オブ・ザ・イ
ヤー」を受賞

2009年10月
■�太陽光パネル搭載自動車専用船
“AURIGA�LEADER”が、「グッドデザイ
ン賞」（主催：（財）日本産業デザイン振興
会）を受賞。コンテナ船「NYKスーパー
エコシップ2030」が、「グッドデザイン・
フロンティアデザイン賞」（主催：同上）を
それぞれ受賞
■�米旅行雑誌「Condé�Nast�Traveler」の
読者投票により、16回目の「Best�Large-
Ship�Cruise�Line�Award」を受賞

　［Crystal Cruises社］

2009年11月
■�イギリス安全衛生協会より、「The�Best�
Health�and�Safety�Achievement�in�
Transport�&�Logistics」を受賞

　［NYK Logistics（UK）社］

2009年12月
■�国連グローバル・コンパクトの、「Notable��
COP（優れた活動報告）」に2007年度
に続いて2度目の認定
■�当社グループが進めている技術開発プ
ロジェクト4件が、国土交通省より「船
舶からのCO2削減技術開発支援事業」
の補助対象事業に追加選定

2010年1月
■�Crystal�Cruises社が、米旅行雑誌
「Travel�Weekly」において、「Best�in�
Luxury」に選定。そのほか各国の旅行雑
誌、旅行代理店などから数 の々賞を受賞

　［Crystal Cruises社］
■�クルーズ専門誌「クルーズ」の読者投票
により、客船“飛鳥Ⅱ”が、18年連続となる
「クルーズシップ・オブ・ザ・イヤー」を受
賞�［郵船クルーズ（株）］

2010年2月
■�クルーズ専門誌「クルーズ」の読者投票に�
より、「クルーズ・オブ・ザ・イヤー／外国船部
門」において、客船“CRYSTAL�SERENITY”
が第1位、“CRYSTAL�SYMPHONY” が
第2位を獲得。また、米旅行雑誌「Condé�
Nast�Traveler」の読者投票により、「Best�
Cruise�Ship�of�the�Year�-Large�ship」
で、客船“CRYSTAL�SERENITY”が第1
位、“CRYSTAL�SYMPHONY”が第2位
を獲得［Crystal Cruises社］

※ SRI構成銘柄選定についてはP.30をご覧ください
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本レポートは、環境に配慮した印刷方式を採用しています
環境に配慮するため有害廃液を排出しない「水なし印刷」方式を採用しています。
またインキには大豆インキを、用紙は適切に管理された森林からの原料を含む
FSC認証紙を使用しています。

会社情報（2010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711社
　　　　　　　持分法適用会社74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：03-3284-6224　Fax：03-3284-6389
e-mail：csr@jp.nykline.com
http://www.nyk.com

当社グループは、多くの格付け会社などに
SRI構成銘柄として選定されています。
詳しくはP.30をご覧ください。

「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
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