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日本郵船グループ企業理念
基本理念

経営方針

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。

■CSRレポート2011について（編集方針）

物流はモノ・ヒト・文化を運ぶことで、社会や暮らしの利便性の向上を支えています。
本レポートは、「モノ運び」という日本郵船グループの事業活動を通じた、社会への
貢献や環境に対する影響をステークホルダーの皆さまに伝えることを目的に編集し
ています。2011年度はメディアの特性を活かし、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・適時性を重視したウェブサイトで報告しています。

報告の範囲
▶対象期間…�2010年4月〜2011年3月（ただし、一部2011年4月以降の情報を含みます）
▶対象範囲…�日本郵船（株）を中心とした国内外グループ会社の活動。活動分野ごとに主要

な対象会社が異なる場合は、対象範囲を記載しました。

対象読者
お客さまや株主・投資家の皆さま、お取引先、グループ社員、さらに地域社会やNPO・NGOの
方々、学生、評価機関、研究者、企業のCSRご担当者など、当社グループとかかわりのあるす
べての方々を読者として想定しています。

参照ガイドライン
▶環境省「環境報告ガイドライン�—2007年版—」
▶ GRI�「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン3.0」
▶ ISO26000
（GRIガイドラインと国連グローバル・コンパクト、およびISO26000の対照表はウェブサイト
に掲載しています）

Web CSR活動＞CSRレポート 各種ガイドライン対照表

発行時期
▶ 2011年6月（前回：2010年6月　次回予定：2012年6月）

表紙について
当社グループの基本理念で
ある「海・陸・空にまたがるグ
ローバルな総合物流企業グ
ループ」をイメージして、船・
トラック・飛行機と世界遺産
を同じ比率で並べることによ
り、スケール感とモノ運びが
人々の暮らしに密接にかか
わっていることを表現しました。
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CSR 活動報告

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

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

社内共有・啓発

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

■YUSEN
■安全情報誌
■CSRハンドブック

財務報告

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

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

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

■NYK PLUS

企業活動全般
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安全の確保と環境活動を最優先に、
「モノ運び」を通じて人々の暮らしを支えます。

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。世界経済を根幹から支えるグロー
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ともに、その責任 
を深く感じています。
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さらなる成長を目指して
　当社グループは、3ヵ年の新たな中期経営計画“More Than 
Shipping 2013”を2011年4月からスタートしました。それに
先立つ2008年度から2010年度までを対象とした中期経営計
画“New Horizon 2010”では、「成長」「安定」「環境」の3つの
キーワードと、それらを支える「CSR経営の強化」を掲げ、構造
改革を実施し、世界的な金融危機および世界同時不況を克服し
てまいりました。
　新中期経営計画“More Than Shipping 2013”においては、

「アジアの成長を世界へ繋ぐ」をテーマに、①物流事業を活かし
て、アジア域内・発着輸送に対応　②自動車物流・ターミナルを
活かして、アジアでの完成車輸送に対応　③技術力を活かして、
より高度なエネルギー輸送に対応　④世界ネットワークを活か
して、海外資源エネルギー輸送に対応という４つの基本戦略の
下、事業展開を行います。

グローバルなCSR先進企業を目指して
　企業が社会と共に持続的に発展するには、内部統制の整備・
強化をはじめ、安全の確保、環境の保全、コンプライアンスの遵
守、人権、労働基準への対応などCSRの推進が必要です。
　安全の確保のためには、優秀な船員の育成が不可欠であり、
フィリピンでは商船大学を運営し、各国での研修制度を充実させ
ています。また、環境対応では、世界に先駆けて太陽エネルギー
発電システム搭載船舶や空気潤滑システム搭載のモジュール船
の就航などハード・ソフト両面の開発を今後とも積極的に推進し、
2015年度までに2010年度比較で燃料消費効率を10％向上

させることを目指して、CO2 排
出量削減に取組んでいます。
　コンプライアンスの遵守は
極めて重要なCSR活動である
ことは言うまでもありませんが、
NYKグループは過去に独禁
法違反に該当する事例があっ
たとの指摘を受けております。
再発防止に向け社内に設置し
たタスクフォースを中心に対策を進めてまいりましたが、さらに
独禁法遵法活動を行う強力な司令塔として本年4月に本社内に
フェアトレード推進グループを新設、グローバルに独禁法遵守
を推進してまいります。
　当社は、2006年5月に国連グローバル・コンパクト（以下
GC）に賛同、支持を表明しました。当社グループは、GCが企業
に対し遵守するように求めている人権、労働基準、環境、腐敗
防止に関する10原則をCSRのガイドラインとして活用し実践し
ています。とりわけ、全世界に約5万人の従業員を有する当社グ
ループが事業展開を進めていく上で、人権、労働基準への取組
みは非常に重要です。そのため、本社内にグローバル・コンパク
ト推進委員会を設置し、国内外グループ会社に対してGCの人
権、労働基準に関する原則の周知、研修による人権侵害防止に
努めています。

最後に
　未曾有の震災により日本経済･社会への影響が懸念される
中、当社グループはNYKグループバリュー「誠意・創意・熱意」

（Integrity、Innovation、Intensity: 3I’ s）を実践し、コアコン
ピタンス（競争力となる能力）を発揮することで、この試練を乗り
越えていきたいと考えています。また、全世界のステークホルダー
から支持されるよう、良き企業市民として持続可能な社会の発
展のために尽くしていく所存です。ステークホルダーの皆さまの
忌憚のないご意見・ご提案を頂戴できますことを願っています。

日本郵船株式会社
代表取締役社長

震災で被災された皆さまへ
　３月１１日に発生しました東日本大震災により被災された皆さ
まに、謹んでお見舞い申し上げます。
　震災発生後、当社では私を本部長とする「東日本大震災対
策本部」を速やかに立ち上げ、グループ社員および家族の安否
と被害状況の確認をしました。また、（社）日本経済団体連合
会と協力してモジュール船“YAMATAI”による海上輸送、さら
にはコンテナトレーラーによる陸上輸送により、青森県、岩手県、
宮城県に救援物資をお届けしました。１日も早い被災地の復興
のために、義援金寄付や本業を活かした輸送支援をグループ
を挙げて継続してまいりたいと考えております。

Yasumi Kudo
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新中期経営計画
「More Than Shipping 2013」

日本郵船グループは、新たな3カ年の中期経営計画「More Than Shipping 2013〜アジアの成長を世界へ 
繋ぐ〜」を、2011年4月よりスタートさせました。
当社グループは、2008年度から2010年度までの中期経営計画「New Horizon 2010」において、「成長」「安定」 

「環境」の3つを基本戦略とし、激変する外部環境に対応しながら、企業価値および利益の向上に努めてきま 
した。新中期経営計画「More Than Shipping 2013」においては、「アジアの成長を世界へ繋ぐ」をテーマに当社 
グループの永続的成長を目指していきます。

　当社グループは、事業環境や社会状況の変化に応じて中期経営計画を策定し、“安全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支える”
という基本理念の実現を目指し続けています。

　2008年度から2010年度の3カ年を対象とした中期経営計画「New Horizon 2010」については、2008年末の世界的な景気の減
速を受けて2009年10月に見直しを行い、景気回復後の飛躍に向けて取組んできました。

中期経営計画の進化

「New Horizon 2010」の振り返り

2008年度 2011年度 2014年度2005年度

「海運事業の拡充」
「ロジスティクス・インテグレーターへの飛躍」
「企業基盤の強化」の3つの戦略に取組む

New Horizon 2007 「成長」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
「安定」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
「環境」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

New Horizon 2010 従来海運業＋αの戦略
■物流事業を活かして 、アジア域内・発着輸送に対応
■自動車物流・ターミナルを活かして、アジアでの完成
車輸送に対応
■技術力を活かして、より高度なエネルギー輸送に対応
■世界ネットワークを活かして、海外資源エネルギー
輸送に対応

More �an Shipping 2013

経常利益

計画
（2009年10月時） 実績 計画差

2009年度 ▲330億円 ▲304億円 ＋26億円

2010年度 400億円 1,141億円 ＋741億円

構造改革の骨子 達成状況

物流事業の拡大・強化 ■NYK Logisticsと郵船航空サービスを統合

完成車輸送と自動車物流の強化 ■タイ・中国などで自動車物流への投資

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

■中国などの新興国で長期契約の獲得
■ NYK Bulkship Atlantic社による大西洋商権拡大
■ シャトルタンカービジネス世界第2位のクヌッツェン・

オフショア・タンカーズ社出資

コンテナ船隊のライトアセット化 ■長期固定船隊を縮小
■ 運営を世界3極体制からシンガポール１極体制へ

航空運送事業の抜本的見直し ■コスト削減により損益分岐点を大幅に下げる
■チャーター・リース事業の拡大

徹底したコスト削減 ■総額1,000億円以上のコスト削減を達成

数値目標は達成。構造改革はさらなる展開へ

数値目標 構造改革
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　125年を超える国際海運会社としての実績をベースに、航空、陸上の物流なども加えたプラスアルファの価値を提供することで、お
客さまに満足いただける、選ばれる企業へと成長を目指します。

「More �an Shipping 2013」の要旨

目指す組織 国籍・職域をまたぎ活発な議論ができる組織

全体方針 ナショナルマネジメントの比率増大

目指す人材像 各領域にてお客さまから選ばれる
エキスパート人材

お客さまの近くへ

目指す組織 培ってきたNYK海技力を高め続けられる組織

目指す人材像 高まる品質要求に対応できる人材

世界最高水準の海技力で事業拡大を支援

目指す組織 国際・職域をまたぎ活発な議論ができる組織

全体方針 ナショナルマネジメントの比率増大

目指す人材像 各領域にてお客さまから選ばれるエキスパート人材お客さまの近くへ

目指す組織 培ってきたNYK海技力を高め続けられる組織

目指す人材増 高まる品質要求に対応できる人材

世界最高水準の
海技力で事業拡大を支援

「More Than Shipping 2013」の業績目標

海外展開の加速化に対応した組織強化・人材育成

2010年度実績 2011年度計画 2012年度計画 2013年度計画 2016年度目標

売上高 19,291 20,000 21,000 23,000
売上高

2.7兆円超

経常利益
1,700億円超

を目指す

経常利益 1,141 800 1,000 1,300

当期純利益 785 500 750 950

（億円）

※為替の2010年度実績は¥86.04／$。2011年度以降は¥85／$を前提に計画しています。
　また、バンカーの2010年度実績は$483.87／MT。2011年度以降は$650／MTを前提に計画しています。
※上記の計画値・目標値には、東日本大震災による影響は含まれていません。

（業績目標）

More �an Shipping＝従来海運業＋αの戦略

投 資More �an Shipping

従来海運業＋αの戦略によりさらなる成長を目指す

高付加価値の
運賃安定型事業

成長するアジア
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事業紹介
日本郵船グループは、国際的な海上運送業を中心とした総合物流事業および客船事業などを主要な事業として
います。世界中に広がる海・陸・空の輸送網を通じて、人々の生活を支えるとともに、一つ一つの貨物に託された
想いを運び、豊かな社会を創り出していきます。

■ドリルシップ
■シャトルタンカー

海洋事業10

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）
　109隻／2,022万kt（DWT）
■バルカー（パナマックス＆ハンディサイズ）
　235隻／1,360万kt（DWT）
■チップ船
　57隻／286万kt（DWT）

バルク輸送5

運んでいる貨物

■原油　■ケミカル　
■LPG（液化石油ガス）　■アンモニア など

■タンカー
　86隻／1,312万kt（DWT）

原油、ケミカル・LPG輸送6

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
　118隻／207万kt（DWT）

自動車輸送2

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）
　143隻／557万kt（DWT）

コンテナ輸送1

運んでいる貨物

■LNG（液化天然ガス）

■LNG船
　29隻／213万kt（DWT）

LNG輸送7
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1 コンテナ輸送
私たちの生活に欠かせない食料品や日用品、電化製品など、さ
まざまな貨物を輸送しています。効率的で競争力のある輸送
サービスを提供しています。

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

3 物流事業
世界36カ国に412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。

4 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。

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

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

7 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。

8 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クルーズを
展開。これからもトップブランドを維持・強化しつつ船旅の魅力
を広めていきます。

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

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

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

バルカー
（パナマックス＆
ハンディサイズ）

235隻チップ船 57隻

自動車専用船
118隻

タンカー 86隻

LNG船 29隻
客船 3隻 その他 47隻

コンテナ船
（セミコンテナ船等

を含む）
143隻
バルカー

（ケープサイズ）
109隻

連結 827隻
6,019万kt（DWT）

■運航船腹量

2011年3月末現在

運んでいる貨物

■自動車関連部品
■電子部品・電気機器関連 など

■B747- 400F　8機

航空運送事業9

主な業務内容

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

■物流センター
　世界36カ国、412事業所
■倉庫面積
　213万㎡

2010年9月現在

物流事業3

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　13カ所
■その他ターミナル　6カ所

2011年2月現在

ターミナル関連事業4

■客船
　3隻／2万kt（DWT）
　総乗客数（3隻合計）
　2,864名

客船事業8

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

その他の事業11
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日本郵船グループの船舶は、石油や天然ガスなどのエネルギー資源、食料品や衣料、機械、自動車など、
毎日の暮らしになくてはならない物資を運んでいます。

物資の輸送を通して世界の経済成長をサポートする一方で、輸送量の増大に伴い懸念される
地球環境への負荷を軽減できるよう、当社グループは技術と運航上の工夫の両面から努力を続けていきます。

暮らしの豊かさを支え、
環境も大切にするモノ運びへ。

当社グループは環境と成長の両立を目指し、下記目標を掲げています。

■長期ビジョン：2050年までの世界の温室効果ガス排出半減に貢献
■削減目標：2013年までに2006年度比原単位で最低10％削減

海上荷動量が毎年3％増加すると、40年後の荷動量は3.3倍となります。
CO2総排出量を半減するためには、さらなる技術革新によってトン・マイル
あたりのCO2排出量を85％削減する必要があります。

出典：�日本郵船（株）「2008年8月環境特命プロジェクト
記者発表用資料」

日本郵船グループの環境目標

（年度）
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日本郵船グループ環境経営指標データ
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のガイドラインに準拠した「環境経営指標」を採用してい
ます。この数値が減少すると、同じ重さのものを同じ距離運ぶ
ときのCO2排出量が改善したことになります（P.26参照）。

環境経営指標データの大きさ

原油タンカー
ライフラインを担う原油タンカーは、重いものを一度に大
量に運ぶことができる効率的な船です。一方で世界全体
での輸送量も多く、CO2削減効果が期待されています。安
全運航の管理を徹底しながら、CO2の削減を進めています。

8.8%削減

環境経営指標データ
2006年度 2010年度
3.4 3.1 29.3%削減

コンテナ船
食品や衣料、機械などの身近なあらゆるものを運ぶコン
テナ船は、世界の経済成長に伴い物流量の増大が見込
まれています。より効率の良い運航や、次世代技術の開
発などによるCO2排出量の抑制に特に注力しています。

環境経営指標データ
2006年度 2010年度
14.0 9.9

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約85万トン

約2,735億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約313万トン

約658億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約367万トン

約3,699億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約80万トン

約1,096億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約23万トン

約146億トン・キロメートル
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2006年度から
2010年度の差異
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当社グループは、2030年までの開発を目標とした、約69％のCO2排出量を削減
する「NYK�スーパーエコシップ�2030」を発表しています。太陽光パネルや空気潤
滑システムの搭載など、さまざまな省エネ技術の開発を進めるとともに、既に運航
している船舶についても、運航効率を向上させることでCO2削減に取組んでいます。

　世界の約9割もの物流量を担っている船舶。IMO（国際海
事機関）※1 によれば、2007年の国際海運全体でのCO2排出
量は約8.7億トンで、これは全世界の約3％に相当し、ドイツ
1国の総排出量と同等の量です。今後、国際間での物流量の
増大により、2050年に海運が排出するCO2は現在の1.5倍
から2.5倍に増えると見込まれており、国際海運が地球環境
に与える影響は大きくなると考えられます。
　当社グループでは、2013年までに2006年度比原単位で
最低10％のCO2削減を目標にしています。現在運航している 

約800隻の船で減速航海を行うなど、全グループをあげて
「Save Bunker キャンペーン」に取組み、着実にCO2を削減
しています。今後は、さらにCO2削減を進めるべく、社会発展
への貢献と環境負荷低減を両立できる技術の開発に取組んで
いきます。

※1 IMO（国際海事機関）
International Maritime Organization。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

世界の約3％を占めるCO2排出量の削減を。

自動車専用船
自動車専用船は船や積み荷の構造、納期など
の条件からCO2排出量が比較的大きい船です。
運航や荷役の効率化、太陽光パネルの搭載な
どの取組みを進めています。

16.5%削減

環境経営指標データ
2006年度 2010年度
57.0 47.6

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約85万トン

約2,735億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約313万トン

約658億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約367万トン

約3,699億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約80万トン

約1,096億トン・キロメートル

環境負荷（CO2排出量）

事業付加価値（海上輸送重量）

約23万トン

約146億トン・キロメートル
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2.7%削減
チップ船
チップ船は紙の原料となる木材チップを無駄
なく積み込み、効率良く運ぶことができる船で
す。無駄な旋回流を推進力に変える省エネ装
置「MT-FAST」を搭載したものもあり、効率の
良い運航に尽力しています。

2006年度 2010年度
7.5 7.3

環境経営指標データ

LNG船
LNG（液化天然ガス）船には、タービンプラン
ト船とディーゼルエンジン船の2種類があり
ます。LNGを利用するタービンプラント船で
蒸気を再利用する技術を新開発し、環境負荷
の低減を進めています。

11.2%削減

2006年度 2010年度
17.9 15.9

環境経営指標データ
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当社と三菱重工業（株）は、船舶用タービン
プラントの蒸気を再加熱利用するウルトラ・ス
チーム・タービンを開発しました。これは、蒸
気を高圧タービンから中圧タービンに送る途
中で取り出し、再度加熱して戻す方法で、蒸
気熱を有効に利用することで、約20％のCO2
の削減を実現。地上で活用されているエコ技
術を、機器のサイズを小さく工夫することで海
上での利用を可能にしました。現在、当社で
は、世界で初めて同システムを搭載したLNG
船の造船に取組んでいます。

船舶の運航時には、海水による摩擦抵抗が発生します。当社と三菱重工業
（株）では、船底に送風機で気泡を送り込むことで、この摩擦抵抗を低減
する空気潤滑システムを開発し、2010年に、外航船でブロア（送風機）方
式としては世界で初めて本システムを搭載したモジュール船“YAMATAI”
“YAMATO”の2隻が竣工しました。本船ではCO2の10％削減効果を見込
んでいます。今後は、外洋航海における実運用レベルでの効果の測定を行う

とともに、新たに石炭運搬船に適用できるシ
ステムの開発に取組んでいきます。

未来のコンテナ船「NYK�スーパーエコシップ�2030」（P.29参照）の具現化という大きな
目標に向けて、新しく船を造る際は、自然エネルギーの活用や、水・空気抵抗が少ない船
型など、最新技術の中から最適なものを組み込んでいます。さらに、竣工後もさまざまな
気象条件のもとで、新たに搭載された省エネ設備の効果測定を繰り返し、改善をはかって

います。CO2の削減は国際海運全体の責務です。日本郵船は、そのリーディ
ングカンパニーとして、世界に先駆けて技術開発に取組み、それが海運業界
全体の財産になることを目指しています。

リーディングカンパニーの責務として
CO2削減の新技術を開発しています。

気泡によって抵抗を減らしCO2を10％削減。

蒸気を再利用して、船舶用タービンプラントの未来を拓く。

新たに造る船のCO2排出量を2030年までに約69％削減するという目標のもと、
最新の技術を投入して、環境に配慮した革新的な船の実現を目指します。

新しい船造りには
CO2削減技術が不可欠。

海面送風機より
送り込まれた気泡

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

経営委員（環境、客船事業各グループ担当）

左光 真啓
Masahiro Samitsu

取組み

喫水が浅いモジュール船は、船底の水圧が小さいため空気を
送り込むエネルギーが小さくて済み、また、平らで幅広の底に
空気が滞留しやすいため、本システムに適している

高圧タービンを通過した蒸気を、再加熱して
中圧タービンへ送り高効率化する。CO2・
NOx・SOxの排出が少ないLNGを燃料とし、
環境への負荷を軽減する船を実現

空気潤滑システム搭載船
“YAMATAI”

 P.27 そのほかの取組みは >>>
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当社と（株）ウェザーニューズは、船舶の運航管理
情報統一システム「NYK�e-missions’」を開発し、
当社グループ全体が運航する船舶約800隻に導入
しました。これにより、従来は複数のシステムを併用
していた運航船の位置、停泊地・航路上の気象・海
象予測情報や海賊情報を一元管理することが可能
になりました。陸上と海の両方の現場が、同じ情報
を手にすることでリスクの確認や最適航路の選択を
容易にするとともに、社員の燃費節減への意識付け
にも役立っています。

定速で動く船にとって、10％の減速は約20％、20％の減速は約40％の
燃料油とCO2を削減することができます。当社グループでは、2005年より
「Save�Bunker�キャンペーン」を行い、燃費節減とCO2削減への意識づ
けを行っています。船種ごとに目標数値を設定し、3カ月ごとに燃節コミッ
ティを開催。また、陸上の運航担当者の訪船活動、“30分早出しキャンペー
ン”など、「今できるすべてのことを行動しよう」という意識を共有し、CO2
削減に取組んでいます。

継続的な燃費節減活動
「Save Bunker キャンペーン」。

天候と海流、安全情報を一元管理し、省エネルートを選択。

現在運航中の船舶では、CO2削減のため、ドック時の機関整備や、摩擦抵抗を減らす
船底クリーニングなどに取組んでいます。環境負荷を減らす最大のポイントは、「大量
の荷物をゆっくり運ぶこと」です。本船到着時間を維持しながら最適ルートを選択し、
減速運航を行うためには、陸上の運航担当者と、現場海象を知る船長の情報共有、そ
してお客さまのご理解も重要です。CO2の削減は、人の意識・行動によって実現できる
ものという認識を持ち、小さな積み重ねを継続して今後も燃費節減運動に取組んでい
きます。

スローに航海するためには、
海と陸上との連携が最も重要です。

約800隻の船のうち、新しく入れ替わる船は1年間にごくわずか。最大の課題は、現在運航している船からの�
CO2削減です。効率的な運航方法を用いて、今ある船からのCO2削減を目指します。

CO2のさらなる削減は
「スロー」が合い言葉。

機関長

黒木 修
Osamu Kuroki

取組み

 P.26・27 そのほかの取組みは >>>

陸上のオペレーターは本船の帰港時に訪船する。本船
の船長、機関長と燃節運航の結果について意見交換し、
また、次の航海スケジュールについて話し合う

海流、風向や風力、波の高さ、気圧、前線、結氷などについて、
任意の情報をリアルタイムで表示。港の気象予測から、入港もベス
トタイミングで行える
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環境も大切にするモノ運びへ。



日本郵船グループのCSR活動

CSRの具体的な活動として、CSR推進
グループを含む本社の31部署でCSR
活動プログラムを策定し、PDCAサイク
ルにより、進捗管理をしています。

※ CSR活動プログラム概要（抜粋）を、各ページの見出
しの下に掲載しています。P.19〜38をご覧ください。

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

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

CSR活動プログラム 企業行動憲章・行動規準 NYKグループ・バリュー

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

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

NYKグループ・バリュー
創 意 熱 意誠 意

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

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

Integrity Innovation Intensity
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　当社グループにおける国連グローバル・コンパクト（以下GC）
の推進と人権侵害の調査・対応を目的として、2010年9月にグ
ローバル・コンパクト推進委員会を本社内に設置しました。本委
員会は、人事グループおよびCSR推進グループで構成され、「人
権」および「労働基準」に関するGC原則1から6に対する取組
みを推進します。GCに反する恐れのある業務執行および事実な
どについて調査し、事実を認定し、是正のために必要な措置を
決定します。なお、GCの「環境」への取組みは環境グループ、「腐
敗防止」への取組みはコンプライアンス室およびフェアトレード
推進グループが中心となって推進しています。

　安全・確実な「モノ運び」を通じて、お客さまのサプライチェー
ンの一端を担う当社は、「取引先に対するCSRガイドライン」を
2010年4月に策定しました。サプライチェーンにおける法令
遵守、公正な取引、信頼構築、安全・安心、環境、人権、労働、 
腐敗防止に関する当社の指針を記載しています。2010年度に

　本社に総務CSR本部を設置し、国内グループ会社、海外の
6拠点※1 に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、当社グループ全体のCSR活動の取りまとめや、国内
外のグループ会社のCSR活動推進をサポートしています。また、
CSRレポートやCSR通信の制作と配布、CSR研修※2 の実施、
SRI調査※3 の対応など、ステークホルダーからの要望を把握し、
社会からの期待と信頼に応え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。
　海外グループ会社に対しては、世界各地からのCSR活動報
告を取りまとめた『Global CSR Newsletter』を発行して情報共
有をはかるとともに、年に1回、東京本社に担当者が集まり、人
権等に対する取組みをグローバルに展開するための活動方針を
共有しています。

は国内グループ会社に対して説明を行い、本CSRガイドライン
の普及に努めました。

グ
ロ
ー
バ
ル
・コ
ン
パ
ク
ト
の
周
知
、研
修
の
実
施

推
進
状
況
の
調
査

（
人
事
労
務
・
人
材
育
成
に
関
す
る
調
査
）

調
査
結
果
の
集
計
お
よ
び
分
析

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
推
進
委
員
会
の
開
催

調
査

是
正
措
置
の
決
定
・
実
施

Web CSR活動＞日本郵船グループのCSRへの取組み 取引先に対するCSRガイドライン

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

国連グローバル・コンパクト  http://www.ungcjn.org/

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 （2011年4月1日現在）

グローバル・コンパクト推進プロセス

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
ディネーターを配置し、各地域の特性や取組むべき課題に沿ったCSR活動を推進しています。
CSR担当者・CSRコーディネーターは、本社総務CSR本部や、ほかの担当者と情報を共有
しながら、活動を展開しています。

CSR活動の体制と推進プログラム

グローバル・コンパクト推進委員会

取引先に対するCSRガイドライン

※1 6拠点
東アジア、南アジア、オセアニア、欧州、北米、中南米

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

※3 SRI調査
Socially Responsible Investment （社会的責任投資）の観点から見た調査
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監査役会　4名
（社内2名、社外2名）

会計監査人

経営委員会　32名

本社各部門

グループ各社

取締役会　13名（うち社外取締役2名）
（経営意思決定・業務執行監督）

経営戦略会議
（重要案件の審議）

グループ会社社長会
（グループ経営戦略の審議）

選任・解任 選任・解任

監査

選任・解任・監督

報告

内部監査

株　主　総　会

内部監査室

監査役会　4名
（社内2名、社外2名）

会計監査人

経営委員会　32名

本社各部門

グループ各社

取締役会　13名（うち社外取締役2名）
（経営意思決定・業務執行監督）

経営戦略会議
（重要案件の審議）

グループ会社社長会
（グループ経営戦略の審議）

選任・解任 選任・解任

監査

選任・解任・監督

報告

内部監査

株　主　総　会

内部監査室

健全で透明性の高い企業経営

　日本郵船は、お客さま、株主・投資家の皆さま、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。

　内部統制システムの整備、およびグループ内の統制の強化を
はかるために、社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し
ています。この「内部統制委員会」を中心に、定期的に各統制状
況を確認し、その結果を改善につなげています。また、「会社法」
に対応する内部統制システム整備に関する基本方針も取締役会
で決議しました。
　さらに、「金融商品取引法」に基づく財務諸表の適正性を確保
するために必要な内部統制体制を構築し、整備・運用状況の有
効性評価を実施しています。

コーポレート・ガバナンスの考え方 内部統制

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

ガバナンス体制図 （2011年4月1日現在）
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　当社グループはコンプライアンス推進に向けてさまざまな取組
みを行っています。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）および、社員自らの行動規準の遵守
状況の確認、一人一人のコンプライアンス意識調査を行うコンプ
ライアンス総点検活動（年1回）、国内外グループ会社との連絡・
研修会、国内外グループ会社に向けたNYKコンプライアンス・
スタンダードの配布、ケーススタディで学ぶコンプライアンス学
習（e-ラーニング）、コンプライアンス集合研修があります。また、
各地域の事情に応じて従来より設置している、ヘルプライン（「郵
船しゃべり場※1」など）をさらに拡充することにより、不正防止に
つながる情報の迅速な収集を行うとともに、透明性の高い企業
風土を醸成するよう努めています。

※1 “郵船しゃべり場”
社外弁護士を含む6名を「聞き役」とし、コンプライアンスにかかわる相談・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58社で、グループ全体への拡大を
はかっている

　当社は、近年の世界的な独占禁止法（独禁法）・競争法の急速
な広がりと適用の厳格化、また遺憾ながらグループ会社が独禁
法に抵触したと指摘された事実に鑑み、2008年7月に独禁法タ
スクフォース（ALTF※2）を本社内に設置しました。日々の業務で
知らぬ間に独禁法に抵触しないよう、グループ会社社員に対し正
しい知識を伝えるとともに、独禁法・競争法に関する質問・相談
への対応を行っています。2010年度は、グループ会社向け「独
禁法マニュアル（和文版・英文版）」の作成・配布※3と国内外で
の研修に注力しました。2011年4月には、ALTFを発展的に解
消し、後継組織として新たにフェアトレード推進グループを設置
し、グループ全体への啓発活動を通じ、独禁法・競争法に対する
グループ社員一人一人の意識改革をはかっています。
※2 ALTF
Antitrust Law Task Force

※3「独禁法マニュアル（和文版・英文版）」の作成・配布
和文版は国内外グループ会社の邦人社員1,200名以上に配布。英文版は海外6拠点（東
アジア・南アジア・オセアニア・欧州・北米・中南米）に設置した RTF（Regional Task 
Force）を通じて世界各地のナショナルスタッフへ配布

コンプライアンスの徹底

独占禁止法への対応

　当社グループは、企業を取り巻くリスクを全社的な観点で総
合的に評価し、適切な対応が取れるような組織運営を目指して
います。具体的には、リスク管理方針およびリスク管理規程に基
づき、定期的に各部門が担当業務で考えられるリスクを洗い出
し、全社的に評価し、リスクに対して適切な対応を行うための体
制を整備しています。また、グループ社員に対するリスク管理に
ついての教育・啓発活動により、各自がそれぞれの業務の中で主
体的にリスク管理活動に取組む意識を育み、業務執行に活かし
ています。※4

※4

当社グループの経営成績、株価および財務状況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競合他社との競争 ❹為替
レートの変動 ❺燃料油価格の変動 ❻グローバルな事業展開における各地域の経済状況
等 ❼システム開発・運用における事故等 ❽環境保全、安全・保安対策に関わる規制強化
等 ❾航空運送事業 10 取引先との関係 11 事業再編等 12中期経営計画及び緊急構造改
革プロジェクト 13 投資計画 14 金利動向 15 船舶の売却等 16 投資有価証券における評価
損 17 退職給付制度 18 繰延税金資産の回収可能性の評価 19 重要な訴訟事件等の発生

　情報システムセキュリティ対策機関として、当社では「情報セ
キュリティ管理委員会」およびその下部組織である「情報システ
ム・セキュリティ委員会」を設置し、両委員会の承認を経て毎年
の活動計画を作成・実施しています。具体的には、コンピューター
のウイルス対策・ネットワークセキュリティ対策などの各種施策、
グループ会社全体の情報セキュリティ体制の強化などに取組ん
でいます。さらに、グループ社員を対象にしたセキュリティ啓発
活動の一環として、情報セキュリティのe-ラーニングを開講して
います。

　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）※5」を策定しています。2011年3月に発生した東日
本大震災の際は、社長を本部長とする大震災対策本部を設置し、
情報の収集・整理および当社の事業や被災地支援にかかわる対
策を講じました。また、在宅勤務の態勢を整備するなど、より実
践的なBCPを作成し、検証を実施しています。
※5 事業継続計画（BCP）
Business Continuity Plan

リスクマネジメント

情報セキュリティ対策

事業継続計画（BCP）の策定

コンプライアンス研修受講状況
2010年度 実施回数 受講者数
集合研修※ 18回 686名

e-ラーニング研修 1回 1,823名

※  2002年度以降延べ
291回、6,795名

独占禁止法研修受講状況
実施回数 受講者数

集合研修（国内） 65回 約1,950名（延べ人数）
集合研修（国外） 25回 約1,000名（延べ人数）

e-ラーニング研修（国内） 1回 約2,850名（2010年度）

NYK-Point

NYK-Point
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安 全

日本郵船グループは、高度な輸送技術により、世界中で安全・確実な 
「モノ運び」を通じ、人々の暮らしを支えています。これからも安全運航を
推進しながら、お客さま視点に立ったサービスを追求していきます。

「高い目的意識が安全性を高めています」
　（株）グローバル オーシャン ディベロップメントが運航管理を行っている海洋地球研究船「みらい」
は、地球規模の気候変動や環境変化に関するデータの収集と発信を行っています。2010年には
3年連続で北極海での観測を実施し※、海底堆積物の採取や連続採水等の40数日間にわたる
観測活動を無事故で終えることができました。安全運航を維持
するために、事前に航海の安全性評価を行ったうえで、必要に
応じて運航要領や海賊対策を策定しています。また、訪船活動
や船機長の乗船前・後のブリーフィングを通じてルールや安全情
報を本船と共有することで、安全意識の向上に努めています。

※北緯79度11分、西経164度58分の過去最北の海域で観測を実施

NYK Shipmanagement Pte. Ltd.
HSEQ Manager

リテッシュ・スード
Ritesh Sood

（株）グローバル オーシャン 
ディベロップメント
船舶管理部 部長

足立 賢二
Kenji Adachi

from シンガポール

from 日本

人々の暮らしを
支えるために

「安全運航を目指してプログラムを開発しました」
　事故につながる危険な行動をなくすため、BBS（Behavior Based Safety）プログラム
を開発しました。全スタッフがSTOP（Suspend Think 
Observe Proceed）カードを携帯し、ほかのスタッフの
危険な行動を察知したときにカードを提示し、問題点を
確認後、作業を再開します。経営層はSTOPカードの
提示回数を常にモニターし、STOPカードで指摘された
危険な行動はニアミス報告として登録されます。

©JAMSTEC北極海を運航中の「みらい」
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継続的改善の実施
　安全運航の確保は、日本郵船グループの事業活動の基盤であり、また、環境保護とともに、最重要課題
と位置付けています。この安全運航の達成のために地道な活動を通じて継続的な改善に取組んでいます。

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
にて、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。さらに、船種別に設
ける小委員会で活動方針を具体化し、安全推進
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）
事故・トラブルの発生に備え、ERN※2 を構築して
います。

海での取組み
CSR活動＞安全活動Web

※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

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

継続的改善

安全運航
達成のために

安全キャンペーン
事故対応訓練
ニアミス 3000活動
NYK e-missions'
海賊防止対策

安全運航管理システム
「NAV9000」

PLAN  （計画） DO  （実行）
安全推進体制
遅延時間で安全をはかる
緊急対応ネットワーク

事故情報の解析とフィードバック
安全カレンダー
改善活動　   
安全情報誌「CALM SEA」

ACT  （改善）

CHECK  （点検）

＞P.19

＞P.22

＞P.20

＞P.21

安全推進体制図（2011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］

安全対策推進本部長 
 ［海務担当役員1名］

安全対策推進本部（運営委員会）
事務局

［海務グループ長］［企画グループ長］

上級環境管理責任者（ECEM） 
 ［環境担当役員1名］

環境対策推進本部（運営委員会）
事務局

［環境グループ長］［企画グループ長］
（P.25参照）

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
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PLAN 安全および環境活動方針、目標の決定など

海での安全への取組み

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ 安全・環境対策推進委員会（以
下、SEMC）を中心とした安全
推進活動の進行

■ 全グループ社員（含む船員）へ
の安全推進活動を展開

■ SEMCを中心とした安全活動の推進
　➡ SEMCによる定期レビューを開催（4月）
　➡ 安全推進活動、事故トラブル対策およびテロ・ 

海賊対策の実施

■ SEMCによる安全活動の推進
■ SEMC体制の拡充
■ 運航船増加への対策

■ ニアミス3000活動の拡充、安全活動の改善
　➡ 参加船社、船主の拡充（昨年度比2社増）
　➡ 四半期ごとにフィードバックを実施

■ ニアミス3000活動の拡充
■ フィードバックによる、その他安全活動

の改善
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安全キャンペーン
　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。営業・運航・技術の担
当者が一組となって訪船し、本船と陸上スタッフ
の相互理解を深めるとともに関係者全員の安全意
識の向上に取組んでいます。また、安全運航の達
成に欠かせないパートナーである船主および船舶
管理会社を対象に安全推進会議や安全セミナー
などを開催し、情報共有をはかることにより、日本
郵船グループ全体で安全運航に取組んでいます。

事故対応訓練
　社員の事故対応能力を高めるために、定期的に
訓練を実施しています。より現実的な訓練にする
ため、船の種類や船型、事故、トラブルの内容は
毎回変えて行います。訓練には本船や船舶管理会
社に加え、官公庁や荷主の方々など多くの関係者
にも参加していただいています。2010年9月には
海上保安庁と合同で自動車専用船の海賊対策訓
練を兼ねた事故対応訓練を実施しました。訓練の
レビューにも重点を置き、そこで得られた意見を
元に事故対応体制の強化をはかっています。

ニアミス3000活動
　ニアミス3000活動は、ハインリッヒの法則※3

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!※4」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。

※3 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

※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

※4 “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

DO 本船、各現場、会社が一体となった安全活動の実施

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

※7 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

※5 “FROM”
Fleet Remote Monitoring System
衛星通信装置を利用して運航船の動静
を監視する当社独自で開発したシステム

NYK-Point

※6 “NYK e-missions ”̓
Environmental Management 
Infrastructure with Safety and 
Security Information in Seamless
全運航船の動静監視、全世界の気象海
象・熱帯低気圧情報、荒天海域などの
警報、距離計算、推薦航路の表示、天
気予報の自動送信、船長報告等各種レ
ポートの閲覧などの機能を持つシステム

NYK-Point

暮らしの豊かさを支え、
環境も大切にするモノ運びへ。

P.10〜13

特集もご覧ください

CSR

NYK e-missions’
　1998年より使用していた「FROM※5」に替え
て、当社グループ全運航船の動静情報や気象
海象情報を一元的に監視できるシステム「NYK 
e-missions ※̓6」を開発・導入しました。2009年
12月より運用を開始し、異常が発生したり注意を
要する状況になった場合は、画面上およびe-mail
にて関係者にアラームを発信する仕組みになって
います。

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・海賊緊急対策本部を設置しました。
情報収集と情報展開によって、ソマリア周辺海域航
行指針を策定し、さらに国土交通省やUKMTO※7 

などの関係機関と綿密な情報・意見交換を継続的
に実施しています。

事故対応訓練の様子
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※9  Auditor
専門的な知識を持つ、会社監査および
検船を実施する監査員

※8 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

安全運航管理システム「NAV9000」
　運航船舶の安全確保と環境保護の責任を果た
すため、1998年から当社グループ独自の安全運
航管理システム「NAV9000」を導入しています。
自社船・傭船※8 にかかわらず、船舶や会社（船主、
船舶管理会社）に安全運航に関する事項を提示し、
遵守を求めています。この要求事項は、国際条約
で要求される重要な事項、過去に発生した事故・
トラブルのフィードバック、およびお客さまからの
要求事項を反映しています。内容は必要に応じて
適宜見直し、現在は約600項目となっています。
　 要 求 事 項の遵 守 状 況は専 門 知 識を持つ
Auditor※9が定期的に船舶や会社へ訪問し監査
しています。要求事項が満たされていないと判断
した場合には、当社から是正要求を行い、船舶ま

たは会社は当社へ是正計画
書を提出します。当社は提
出された是正計画書と改善
対策が適切か否かを判断し、
適切な場合は次回監査時
に再確認し、不十分な場合
は是正計画書を再提出して
もらっています。これら一連
の活動を通じて、安全運航の維持・向上に努めて
います。
　2010年度は306隻の検船、およびこれら船舶
を管理する船舶管理会社38社へ訪問し、2,783
件の改善を実施しました。

CHECK 実施された安全活動の効果・確認など

Voice 
社内外問わず、スタッフ全員で安全運航に取組んでいます
　ニアミス3000活動の報告の分析によると、ニアミ
スの主要因は手順の不履行と安全意識の欠如が約
70％を占めています。ハインリッヒの法則によれば、こ
れらが事故・トラブルの原因につながっていることにな
ります。つまり、事故・トラブルを減らすためには、常に
安全意識を持ち、手順を守って業務を遂行することが
重要です。これを踏まえて「NAV9000」活動では、検
船と会社監査を通じ、船舶や会社が当社の安全運航
にかかわる要求事項を守り、維持しているかを確認し、

不十分な点があれば是正をお願いしています。とても
地道な草の根活動ですが、事故・トラブル防止のため
に欠かせない活動と考えています。

海務グループ
安全統轄チーム 

越水 豊
Yutaka Koshimizu

海務安全統轄担当者の声

ニアミス報告件数

2010年度ニアミス要因

手順不履行
39％

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 31％

整備不良
7％

説明不足
4％
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海での取組み
CSR活動＞安全活動Web

「NAV9000」の冊子

検船の様子 インタビューによる検船
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 NAV9000改善（要求）
件数の内訳

2008年度 2009年度 2010年度
本船監査数（隻） 308 319 306
会社監査数（社） 36 35 38
改善件数（件） 2,898 2,946 2,783



事故情報の解析とフィードバック
　事故再発防止につなげるため、事故・トラブル
が発生した場合は、速報を運航船に送付してい
ます。また、間接原因にも着目して事故原因を究
明したうえで、再発防止策を決定し、安全情報
誌「Safety Bulletin※1」などにより全運航船へ
防止策の実施依頼や「NAV9000」要求事項への
フィードバックを行っています。

安全カレンダー
　船上での事故・トラブル防止のために、過去
の教訓から乗組員が守るべき事項、注意を払う
べき事項をイラストで解説した「Seamanship 
Calendar」を 作 成 しました。Deck、Engine、
Generalの3パターンがあり、毎年、全運航船お
よびその船主と船舶管理会社へ配布しています。
2011年3月には3年間のイラストを冊子にまとめ
て配布しました。

改善活動
　改善活動の1つとして、発生した機関事故・トラ
ブルから得た教訓のエッセンスをチェックリスト形
式で取りまとめた「NYK's Checklist of “Engine 
Essentials”」を全運航船に配布しています。チェッ
クリストを用いて船を定期的に点検することにより、
再発防止に役立てています。さらに、各船での利
用状況を「NAV9000」検船時に確認しています。
これらの活動等が、機関事故・トラブルによる遅
延時間の削減につながっています。

安全情報誌「CALM SEA」
　発生した事故概要と遅延時間、主なトラブルの
内容、船上での注意事項、ニアミス3000活動の
事例、「NAV9000」検船結果の優良船、過去の
事故・トラブルの教訓および環境対策などを紹介
する安全情報誌「CALM SEA」を発行。全運航
船およびその船主と船舶管理会社へ配布していま
す。また、付属冊子として「機関事故・トラブル事
例集」を発行し、機関事故・トラブルの防止に努め
ています。

ACT トラブル原因の究明と目標達成に向けた改善

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

NYK-Point

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

NYK-Point

海での取組み
CSR活動＞安全活動Web

安全情報誌「Safety Bulletin」と「Casualty Report※2」

「NYK's Checklist of “Engine Essentials”」

安全カレンダー「Seamanship Calendar」 安全情報誌「CALM SEA」
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※1  インシデント
事故には至っていないが、航空機の運航
に影響を与える可能性がある事態

港湾・ターミナルでの安全への取組み
　事故を未然に防ぐことを安全対策の基本に置
いて取組んでいます。2010年度は年3回開催し
ている国内3ターミナル（東京･横浜･神戸）合同
安全会議において、直近発生事故に関する原因
究明・再発防止策の分析・討論を行い、事故防止
策の共有化・標準化に努めました。今後はこれら
の成果を踏まえて手順書の見直しを行うとともに、
他 業 界との安
全対策に関す
る情 報 交 換も
継続して行って
いきます。

航空部門での安全への取組み
　日本貨物航空（株）（NCA）では、「NCA安全理
念」のもと、安全運航の絶対堅持に向けた活動を
行っています。2010年度は「NCA安全文化の更
なる醸成」を全社的安全目標に掲げ、積極的に安

全推進活動に取組みました。具体的には、全役職
員を対象に行った安全意識調査の結果を参考に、
当社の弱点等に関する議論を組織横断的に行い、
当社が目指すべき安全文化ビジョンを取りまとめ
ました。また、ヒヤリハット報告制度を海外にも広
め、報告された事象に基づくリスクマネジメントに
より、事故やインシデント※1 等の防止をはかって
います。
　さらに、現場職員と社長等との意見交換会（年
4回）、外部講師を招いた安全講演会、他社安全
教育施設の見学会（毎月）、自社航空機からの緊
急脱出に備えた訓練等の安全啓発活動を行いま
した。

物流部門での安全への取組み
　国内外で物流事業を営んでいる企業を対象と
して、物流現場の監査を実施しました。さらに、

「GLOBAL KPI※2」の運用や「Global Traffic 
Safety Campaign※3」により、事故予防対策
を強化徹底し、安全と品質向上に取組んでいます。
また、新たに「月次安全自主チェックシート」を導
入し、毎月、過去の
事故・事件から安全・
品質に関するチェック
シートを作成し送付
しています。各地から
の返答内容を精査し
安全対策が不十分な
点について、対応を
指示しています。

※2  “GLOBAL KPI”
旧NYK Logisticsの統一評価指標

（KPI：Key Performance Indicator）

NYK-Point

※3  “Global Traffic Safety 
Campaign”

年1回、交通事故防止月間として安全
運転意識を向上させる取組み

NYK-Point

陸と空での取組み
CSR活動＞安全活動Web

陸と空での安全への取組み

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ 事故発生の予防

■ 発生事故の真因に対応する安全基準の更新
　➡ 継続実施 （年2回見直し）

■ 発生事故の真因に対応する安全基準
の更新を継続

■ 他業界の安全対策に学ぶ安全基準見直し
　➡ JFEエンジニアリング（株）とコンテナ格納庫

建設の安全対策を共同策定
■ 他業界の安全対策に学ぶ安全基準見

直しを継続

安全講習会の様子 安全環境推進キャンペーンポスター

本船荷役前の機器点検
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環 境

日本郵船グループでは、物流に伴って発生する環境負荷を考慮して地球
環境の保全・改善に取組んでいます。温暖化や生物多様性などの環境 
問題を最重要課題に位置付けるとともに、環境技術開発への投資を通じて、 
環境先進企業グループを目指します。

「年間約10,300kgのCO2削減を実現しました」
　日本油化工業（株）は2010年度の日本郵船グループの環境経営ビジョンおよび環境方針
のもと、12項目のアクションプランを策定・実行しました。なかでも、ソーラーパネルの導入や
ボイラー燃料の変更、屋上緑地の設置では、年間約
10,300kgのCO2を削減する成果が認められました。ま
たクーリングタワー設置でも、年間422㎥の水道使用量
削減を達成し、NYKグループ環境報奨制度の報奨対
象会社に選定されました。今後も積極的に環境問題に
取組んでいきます。

NYK Logistics （UK） Ltd.
Marketing Manager

クレア シビルス
Claire Sivills

日本油化工業（株）
品質管理課 課長

永江 青樹
Seiju Nagae

from イギリス

from 日本

地球環境の
今と未来のために

「英国倉庫協会より環境賞を受賞しました」
　2010年7月、NYK Logistics（UK）社は英国倉庫協会による環境賞を受賞しま
した。英国倉庫協会は、英国における倉庫と物流業の事業者団体であり、同賞は
優秀な実績を残した第三者物流企業の表彰を
目的として、年間を通じて最も環境に配慮した
取組みを行った会社に授与されます。今回の受
賞は、消費電力・CO2 排出量・ごみの削減の取
組みが評価されたものです。今後も地球環境
保全のためにこれらの取組みを続けていきます。 受賞式の様子

導入したソーラーパネル
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ISO14001認証・グリーン経営認証
　本社に安全・環境対策推進委員会を設置し、グ
ローバルに活動できるマルチサイト体制を築き、
全世界で44社105サイト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11社、グリー
ン経営認証※1 を取得しているグループ会社が8
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（2011年4月1日現在）。

※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）ユニエックス、海洋興業（株）、郵船
港運（株）、旭運輸（株）、郵船海陸運輸

（株）、横浜共立倉庫（株）

※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

グループ環境経営の強化
　国内主要グループ会社を対象とした「グループ
環境経営連絡会」を設置し、現在は51社とともに
環境経営を推進しています。各社は「NYKグルー
プ環境マネジメントガイドライン」のもとで、事業
内容・規模に応じた活動を実践しています。グルー
プ全体の環境活動をさらに促進するため、2010
年10月には第4回グループ環境経営連絡会を開
催し、運航船舶やオフィスにおける省エネ活動を
はじめ、グループ各社の優れた環境活動をグルー
プ全体に紹介し、今後の取組み強化について確認
を行いました。

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51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。

環境活動推進体制図（2011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 
 ［海務担当役員1名］

安全対策推進本部（運営委員会）
事務局

［海務グループ長］［企画グループ長］
（P.19参照）

上級環境管理責任者（ECEM※4） 
 ［環境担当役員1名］

環境対策推進本部（運営委員会）
事務局

［環境グループ長］［企画グループ長］

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

［51社］

海外グループ会社
環境管理責任者

（CEM※5)
［6拠点］

環境経営について
CSR活動＞環境活動Web

暮らしの豊かさを支え、
環境も大切にするモノ運びへ。

P.10〜13

特集もご覧ください

CSR

環境経営の推進

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ 環境マネジメントシステムの 
強化

■ ISO14001認証の拡大、内部監査員の増強
　➡ 環境マネジメントチーム員が内部監査員研修

を受講

■ ISO14001認証の維持・拡大
■ 環境関連の法規制の整理、遵守評価、

記録の徹底

■ 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（39社）
　➡ グローバル環境管理責任者会議（11月）

■ グループ環境経営連絡会の実施
■ グローバル環境管理責任者会議の開

催

25NYK Group CSR Report 2011

環 境  環境経営の推進



環境経営指標
　日本郵船グループは、運航船舶からの温室効果
ガスの排出削減に取組んでおり、船舶の運航効率
を把握するために、国際海事機関（IMO※1） のガ
イドラインに準拠した環境経営指標を算出してい
ます。この算出に必要な海上貨物の輸送量や、温
室効果ガスの排出量などのデータは、当社独自の

「ECO REPORT」システムによって全運航船か
ら収集しています。
　また、CO2の排出量削減目標を「2013年まで
に2006年度比で最低10％削減」と定め、「Save 
Bunker キャンペーン」などの燃費節減活動で実

低硫黄（low-sulfur）燃料油
　硫黄分を含む燃料油を燃焼させると硫黄酸化物
（SOx）※4 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、就航船の
搭載機器の改造や新造船の建造仕様の変更など、
必要な対策を検討するタスクフォースを立ち上げ、
安全運航と環境保全の両立に取組んでいます。

施した省エネ対策の効果を環境経営指標で確認
しながら、改善活動を進めています。

Save Bunker キャンペーン
　当社グループでは、2005年10月から船舶の
燃料消費量とCO2排出量を削減する燃費節減活動

「Save Bunker キャンペーン」に取組んでいます。
2010 年度は「NENSETSU2010」として、船陸
間のコミュニケーション活性化のため「燃節伝道
師」を各グループに任命し、エコスピード※2 の導入、
自動車専用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、2011
年1月には「Save Bunker マニュアル」を改定し
ました。IMOで導入が検討されているSEEMP※3

に対応し、燃節対策ごとに責任者を明記するなど、
燃費節減の実効性を高める活動を展開しています。

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で、窒素酸化物
（NOx）※5 の発生を軽減できます。また、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。2011年3月末現在、
38隻の電子制御エンジン搭載船が就航。今後も
新造船への搭載を推進していきます。

※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 �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

※3 �SEEMP
船舶エネルギー効率管理計画。国際海
運からのCO2 排出量削減を目的として、
船舶における省エネ対策の立案、定期
的な効果検証と改善により、効率的な運
航を促すための管理計画。IMOでガイド
ラインが策定されており、現在は全船へ
の備え付けの強制化を検討中

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

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

CO2排出量の削減

大気汚染防止

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 2010年度

原油
タンカー 3.4 3.1 8.8％

自動車
専用船 57.0 47.6 16.5％

コンテナ
船 14.0 9.9 29.3％

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

暮らしの豊かさを支え、
環境も大切にするモノ運びへ。

P.10〜13

特集もご覧ください

CSR

海での環境への取組み

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ CO2排出量削減の実践
■ 運航船のCO2排出量原単位の削減
　➡ Save Bunker キャンペーンの推進
　➡ ECO REPORTの運用（改善率8.5％）

■ 燃費節減活動のさらなる推進
■ ECO REPORTの継続

■ 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
　➡ “EMERALD LEADER”にバラスト水処理装

置搭載
■ バラスト水処理装置搭載の推進
■ 環境配慮型ヤードでの解体推進
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※9 �バラスト水処理システム
バラスト水とは、船舶がバランスを保つ
ために船腹に積む海水のことで、通常荷
揚港で船底のタンクに注水し、荷積港で
排出される。このバラスト水とともに運ば
れた海洋生物を処理し生態系を乱すこ
とのないようにするシステムのこと。バラ
スト水管理条約が発効されれば、本条
約に定める処理基準を満たすため、すべ
ての外航商船にバラスト水処理システム
の設置が義務付けられる。また、新造船・
既存船の順に2017年1月にかけて順
次規制対象が拡大される

※10 �バラスト水管理条約
環境や人の健康、経済活動に対して有
害な水生生物および病原体の移動を防
止することを目的として、船舶のバラスト
水および沈殿物に関する規制、管理を行
うための国際条約。正式名称は「船舶の
バラスト水および沈殿物の規制および管
理のための国際条約」で、2004年に採
択されたが、2011年4月現在、未発効

※11 �有害物質
油、アスベスト、PCB、フロン、TBT等、
自然や人体に悪影響をおよぼすもの

油：燃料となる重油の残渣

アスベスト：石綿という繊維状の天然鉱
石。耐久性や耐薬品性などに優れている
が、繊維を大量に吸入すると肺ガンや中
皮腫を誘引する

PCB：ポリ塩化ビフェニル。電気絶縁性
や耐薬品性に優れているが、毒性が強く
発ガン性がある

フロン：オゾン層破壊や温室効果の原因
となる気体

TBT：有機スズ化合物
貝のオス化など海洋生物に悪影響を与
える物質

バラスト水処理装置
　2010年9月に当社運航船として初めて、自動
車専用船“EMERALD LEADER” に国土交通省
の型式承認を受けたバラスト水処理システム※9

を搭載しました。これはバラスト水管理条約※10 の
発効に先立ち、地球環境への配慮の一環として実
施したものです。このシステムには当社グループの

（株）MTIが実証試験段階から携わっており、今
回の搭載経験
を活かして、現
在保有・管理す
るほかの船 舶
への搭載検討
を順次進めてい
きます。

東北大学への研究調査協力
　当社は、温室効果ガスの分布と循環を地球規模
で調べる東北大学の研究に協力しています。日本・
オーストラリア間、および日本・北米間を往復して

いる2隻のコンテナ船で、1982年から約30年間、
海上で大気を採集しています。採集した大気は東
北大学で分析され、これまでの観測から、北半球
と南半球で温室効果ガスの濃度に違いがあり、季
節や年によって変動することが明らかになりました。
地上の定点観測に、海上の観測を加えることで、
地球規模での温室効果ガスの分布と循環の解明
に貢献しています。

船舶の解体
　船は重量比90％以上がリサイクル可能なリサイ
クルの優等生ですが、解体に伴って有害物質※11 

が発生します。当社では、発生する有害物質を適
切に処理する設備を有し、労働安全・環境に配慮
している中国の指定ヤードでのみ解体を行うこと
を原則としています。また、より安全と環境に配慮
した解体作業を行うために、船に使用されている
有害物質をリストアップする取組みも順次進めて
います。これは安全と環境に配慮した解体作業を
行うための重要な情報になります。

生物多様性の保全

水域への化学物質排出

大気への化学物質排出

土壌への化学物質排出

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

●陸上電力の使用
●船底空気潤滑システム
●BRIDGE※8

●水エマルジョン燃料装置
●船体・プロペラ清掃
●排ガスエコノマイザー
●太陽光発電利用

●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

リサイクル

売る

水域への化学物質排出

●環境経営指標
●低硫黄（low-sulfur）
　燃料油使用
●Save Bunker
　キャンペーン
●SPAS※6

●SIMS※7

日本郵船
グループ

船を
調達する

エネルギー資源利用

船を
処分する

船を
運航する

大気への化学物質
排出

CO2、NOx、SOxなど

エネルギー資源・
自然資源利用

海、燃料油、潤滑油など
水域への化学物質・
汚染物質排出

スズ、バラスト水など 

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

造る

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

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

リサイクル

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

日本郵船
グループ

船を
調達する

船を
処分する

大気への化学物質
排出

CO2、NOx、SOxなど

エネルギー資源・
自然資源利用

海、燃料油、潤滑油など 水域への化学物質・
汚染物質排出

スズ、バラスト水など 

造る

�2010年度海洋汚染事故

燃料油補油・移送中の漏洩 1件
油圧機作動中の漏洩 5件
着岸中の潤滑油漏洩 2件

日本郵船グループと生物多様性の関係性マップ
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

※6 �SPAS
Ship Performance Analyzing 
System

※7 �SIMS
Ship Information Management 
System 

※8 �BRIDGE
最新の気象・海象予測情報を船舶へ配
信するシステム

上記8件は、適切に報告・処理されてい
ます

バラスト水処理装置の海水フィルター
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モーダルシフトへの推進
　日本郵船グループのインド現地法人であるNYK 
AUTO LOGISTICS（INDIA）社は、インド国内の
完成車鉄道輸送事業を担う合弁会社、CONYK 
CARTRAC Pvt. Ltd.※1 を2010 年 10月に統
合しました。この事業では、長距離部分を一台あ
たりのCO2 排出量を大幅に削減できる鉄道輸送
とし、その両端をトラック配送とするハブ＆スポー
ク・ネットワークを活用しています。同国での完成
車物流の増加
に向けて、環境
対策にも積極
的に対応し、よ
り充実したサー
ビス提供を目指
しています。

エコハンガーが千葉県建築文化賞受賞
　日本貨物航空（株）が成田空港に建設した整備
用エコハンガー（省エネ型航空機整備用格納庫）
が、2010年12月に千葉県建築文化賞選考委員
会で「千葉県建築文化賞※2」（「環境に配慮した
建築物」の部）に選定されました。この整備用エコ 

ハンガーは最新の省エネ技術を利用して、従来と
比べ約3割のCO2排出量の削減を見込んでいます。

大井コンテナターミナルに 
CIS太陽光発電を導入
　日本郵船が（株）ユニエックス、日本コンテナ・
ターミナル（株）と共同運営する東京湾コンテナ埠
頭の新6・7号バースに、郵船商事（株）がCIS太
陽電池※3 を設置し、2010年4月1日より本格稼
動しました。次世代型太陽電池として期待される
CIS太陽電池の国内ターミナルへの導入は初めて
です。発電規模135kWの大型の太陽光発電設
備となり、年間発電量は約130,000kWhでター
ミナル使用電力の約1％に相当します。

※1  CONYK CARTRAC Pvt. Ltd.
インド鉄道の子会社であるインド・コン
コール社（Container Corporation of 
India）とNYK LINE（INDIA）社が2009
年9月に設立（出資比率50:50）

※2  千葉県建築文化賞
千葉県が、優れた建築物を表彰するこ
とにより、うるおいとやすらぎに満ちた
快適な街づくりを推進することを目的に、
1994年度に創設した賞。「景観上優れ
た建築物」、「ユニバーサルデザインに配
慮した建築物」ならびに「環境に配慮し
た建築物」の各部門があり、建築主、設
計者および施工者に授与される

※3  CIS太陽電池
主な成分である3元素の、銅（Copper）・ 
インジウム（Indium）・セレン（Selenium） 
の頭文字をとった薄膜系の太陽電池

※4  BSR
Business for Social Responsibility
社会的に責任ある企業行動を考える企
業者ネットワーク。1992年に米国で発
足したNPOで、CSRにかかわる倫理的
価値や環境問題、人権、地域社会に対
するさまざまな取組みを支援している

※5  クリーンカーゴ・ 
 ワーキンググループ

世 界の主 要なコンテナ船 社と荷 主
が、海上輸送での環境性能を評価する
Environmental Performance Survey

（EPS）、および各船のガス排出量を算
出するEnvironmental Performance 
Metrics（EPM）を策定し、評価してい
るワーキンググループ

Voice 
環境に配慮した輸送を目指しています
　BSR※4のクリーンカーゴ・ワーキンググループ※5 

では、環境的・社会的に責任のあるビジネス原理を
輸送管理に浸透させるために、企業間で啓発活動を
行っています。この活動には、世界の主要な製造業者、
小売業者など25社以上が参加しており、世界のコン
テナ輸送の60％近くになります。当社グループはこの
メンバーとして、多くのお客さまや取引先と情報交換し

ながら、各種ツールや評価基準
を開発し、輸送・物流部門の環
境影響の低減を目指しています。

NYK Group Americas Inc.
環境管理責任者 

ブレット キャッツ
Brett Kats

環境管理責任者の声

陸と空での環境への取組み

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ CO2排出量削減の実践
■ オフィスの省エネ推進
　➡ オフィス環境対策推進委員会を開催（月例開

催で昨年度比約1％減）
■ オフィス環境対策推進委員会の活動推進

事業別の取組み
CSR活動＞環境活動Web

完成車をコンテナで鉄道輸送する様子

省エネ整備用エコハンガー
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※1  環境の日
ストックホルムで1972年6月5日から
開催された「国連人間環境会議」を記念
して定められたもの。日本では「環境基
本法」により「環境の日」が定められてい
る。環境保全についての関心と理解を深
め、環境保全に関する活動への意欲を
高めることが目的

※3  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

グループ全体での取組み

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。2010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、NYKキャンドルナイト※2 の実施、環境e-
ラーニング、CO2ダイエット宣言※3 に取組みまし
た。2010年度の環境e-ラーニング受講者数は、
3,551 名で、昨年度の
2,442 名より1,109 名
増えました。また、夏と
冬の2回実施したCO2

ダイエット宣言への参加
者は、合計11,386名と
なり、社内で大きな広が
りを見せています。

環境負荷データの収集
　グループ全体の環境負荷の把握と、各社の環
境への取組みを促すため、全世界にわたるグルー
プ会社から環境負荷データの収集を行っています。
国内は69社（268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。

グループ環境報奨制度
　環境活動の促進や先進的な取組みの横展開、
およびグループ社員の意識高揚を目的とし、「グ
ループ環境報奨制度」を設けています。2010年
度は、旭運輸（株）、内海曳船（株）、日本油化工業

（株）、八馬汽船（株）、郵船ロジスティクス（株）
の5社を報奨しました。2010年10月のグループ
環境経営連絡会で表彰式を行い、各社の先進的
な取組みを紹介しました。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
取組んでいきます。

※2 “NYKキャンドルナイト”
国内外グループ社員および家族へ「100
万人のキャンドルナイト」への参加を呼
びかけ、希望者へオリジナルのキャンド
ルを配布。エネルギーを節約するととも
に、環境問題について考える良い機会と
なった

NYK-Point

NYK スーパーエコシップ 2030

　世界経済の発展による国際貿易量の増加に伴っ
て、世界の船の数も増加し、排出されるCO2が増加
することが懸念されています。環境へ配慮しつつ、世
界経済の発展に寄与し続けるために、さらなる環境技
術を船に盛り込む必要があります。「NYK スーパーエ
コシップ 2030」は、船体重量や摩擦抵抗の低減に
よる推進必要エネルギーの削減と、燃料電池を使用
するエネルギー転換、太陽光や風力などの再生可能
エネルギーの最大限の利用、本船の運航方法の改善

など、未来の環境技術を予測し、その技術を駆使する
ことでCO2の排出量を約69％削減する未来のコンテ
ナ船です。

環境コミュニケーション
CSR活動＞環境活動Web

NYKキャンドルナイト

受賞式の様子
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ステーク
ホルダー

日本郵船グループは「モノ運び」とともに、人々の暮らしを豊かにする 
文化や価値も一緒に運んでいます。これからも社会と企業の持続的な 
発展を目指して、社員一人一人が社会の期待に応えていきます。

「体験型セミナーを実施しました」
　2010年5月、中部ロジスティクスセンターに中日本地区の重要顧客10数社を招き、航空機
への搭載方法と理想的な荷物の梱包について、体験型セミナーを実施しました。貨物輸送に
おいてダメージを発生させないことは、お客さまと私たち
の共通の願いです。研修後に実施したアンケートでは「大
変参考になった」というお客さまからの評価、また今後実
施してほしい研修についてのご要望、ご意見をいただき
ました。今後もお客さま満足度向上に向けて、お客さまの
ニーズに合わせた取組みを実施していきます。

NYK Group Europe Ltd.
Digital Content Coordinator

コリーン ウィリアムズ
Colleen Williams

郵船ロジスティクス（株）
航空事業部

中日本航空業務センター
航空業務課

櫛田 浩貴
Hiroki Kushida

from チェコ共和国

from 日本

ともに価値を運ぶ
人々のために

「物資の無償輸送で水害復興を支援しています」
　2010年8月、チェコ共和国北部が壊滅的な洪水に見舞われた際、NYK Logistics

（Czech Republic）社はNGO団体People in Needの活動を支援し、プラハ近郊
から水害地まで、飲料水・洗剤・洗面道具などの
救援物資を無償輸送しました。さらに、当社へ入
社予定のスタッフ20名も自発的に水害復旧のボ
ランティアに参加しました。当社グループは、今後
とも地球社会とともに生きる「良き企業市民」とし
て、積極的に社会貢献活動に取組んでいきます。
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物流サービス
　日本郵船グループはこれまで、海上フォワー
ディング※1および陸送・倉庫保管・配送事業を主
体とするNYKロジスティックス事業と、航空フォ
ワーディングを中心とする郵船航空サービス（株）
の協業で総合物流サービスに取組んできました。
しかし、今後は郵船ロジスティクス（株）に統合し、
事業と組織の運営をグローバルレベルで統一して
いきます。これによって、海上・陸上・航空の事業
ネットワークの連携や、これまで培ってきた品質重
視のノウハウ・技術の共有、倉庫施設やシステム
等のアセット使用の効率化、そして、最も重要な

※1 �フォワーディング
船会社や航空会社からスペースを調達
してお客さまの貨物を輸送する事業、お
よびその輸送に関連した通関などの手
配を行うサービス

経営資源である人材の活用を、名実ともに一つと
なったマネジメントのもとに強力に推し進め、その
質および規模の両面においてお客さまの多様な要
望に応えるべく、よりいっそう充実した総合物流
サービスの提供が可能になります。
　2010年10月、日本地域での統合を皮切りに、
2011年4月には、欧州、米州、アジア、オセアニ
アなど、計20カ国以上の国々で2社統合を実行し、
2012年3月までにグローバル統合を完了させま
す。自社のグローバル体制を強化し、地域に根ざ
した事業運営を通じて、国際経済の発展に貢献し
ていきます。

郵船ロジスティクス（株）の物流サービス

海上輸送

陸上輸送

航空輸送 物流センター

お客さまとともに

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■�顧客満足度の向上

■�品質管理の徹底（客船事業）
　➡�客船“飛鳥Ⅱ”にお客さま満足度向上委員会
が発足

　➡�アンケート集計、分析、改善
　➡�改善内容をお客さまへフィードバック
　➡�旅行雑誌にて世界一、日本一の評価を維持

■�お客さま満足度向上委員会による徹底
した品質管理（飛鳥Ⅱ）
■�旅行雑誌にて世界一、日本一の評価を
維持

Web

お客さまとともに

CSR活動＞
ステークホルダーとともに
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神戸ターミナルの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
したお客さまとの接点でもあります。そこで、お客
さまからどのように評価されているのかを把握する
ため、2008年度より約80社を対象としてお客さ
ま満足度調査を行っています。各社へ直接訪問し
て調査の趣旨を説明し、調査後には結果と今後の
取組みについて報告しています。お客さまからいた
だいた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、コミュニケーションが良
好になり、徐々に高い評価をいただいています。今
後もさらなる満足度向上に向けて、取組みを進め
ていきます。

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。日
本郵船グループは海運会社として、安全運航を基
盤に、お客さまに満足いただけるようクルーズを
企画し、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・ソフトのサー
ビス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。

輸送部材管理システム
　資源・環境問題や物流コストの高騰を背景に、
使い捨ての梱包資材の代替として、繰り返し使用
可能な輸送部材を導入するお客さまが増えていま
す。当社と（株）MTIは、自動認識技術を利用した
ソリューションでお客さまの輸送部材の運用をサ
ポートしています。
　再利用可能な輸送部材は回収が必要であり、
管理方法によっては紛失・盗難・回送の増加など、
かえってコストの増加につながることがあります。
そこで、輸送部材に電子タグ※1 を貼付することに
より、適切な所在管理が可能となり、上記リスク
を軽減することができます。MTIの実験施設であ
る、MTI TOKYO LABではこのようなお客さま
のニーズに応えるための技術を検証するとともに、
お客さまに自動認識技術をご理解いただくための
機器展示やデモンストレーションを行っています。

※1 �電子タグ
電波を利用して人やものを認識するタ
グ。 ICタグ、RFID（Radio Frequency 
Identification）タグとも呼ばれる
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53.9

44.6

1.5

�神戸ターミナル� �
お客さま満足度調査結果

�MTI�TOKYO�LABの� �
2010年度見学者調査結果

全く得られなかった
0％

どちらとも
いえない
3％

あまり得られなかった
3％

十分
得られた
33％

ある程度
得られた 61％

ほしい情報の取得について

全体的な満足度について

やや不満足 0％
不満足 0％

普通 0％

やや満足
24％

大変満足
76％

Web

お客さまとともに

CSR活動＞
ステークホルダーとともに

客船“Crystal Symphony”

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

※2 メジャーインスペクション
石油産業の全段階をカバーして事業展
開している巨大企業の「石油メジャー」
による検船

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
と良好な関係を築くため、適時に公平かつ迅速な
情報開示をするとともに、双方向のコミュニケー
ションを積み重ねることで、企業価値の向上に努
めています。日本郵船では、社長を筆頭とする経
営陣が積極的にわかりやすく情報開示を心がけて
います。2010年度は個人投資家を対象とした会
社説明会に積極的に取組むとともに、当社役員や
社員へのIR活動のフィードバック強化に努めまし
た。

施設見学会の実施
　2010年12月、タイにて機関投資家・アナリスト
向けのIRツアーを開催しました。自動車メーカー
や電気機械メーカーの多くが生産拠点を置くタ
イでの当社グループの取組みをご覧いただくため、

RORO船※1やターミナル、物流倉庫、郵船ロジス
ティクス（株）の物流施設を見学し、当社サービス
をご利用いただいているお客さまへも訪問しまし
た。

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）
発行しています。また、最新の情報
をご覧いただけるように、毎月のコンテナ船の荷動
きやばら積み船・タンカー市況の開示や、個人投
資家を対象とした会社説明会の予定を掲載するな
ど、ウェブサイトの充実にも力を入れています。

Voice 
株式市場を重視した企業姿勢が評価されています
　日本郵船は、日本証券アナリスト協会のディスクロー
ジャー評価でも、機関投資家から上位の評価を得てい
る会社の1つです。社長出席によるスモール・ミーティ
ングの開催や、日頃から経営戦略に関するディスカッ
ションができるIR体制の整備など、ディスクロージャー
を通じた、株式市場との対話を経営に活かそうとする
企業姿勢が評価されています。また、国内外の施設
見学会にも積極的に取組んでいます。私も2009年
は自動車船、2010年は安全運航に関する現場見
学に参加しました。自動車専用船の見学会は世界
経済同時危機後に日本の自動車輸出動向が厳しく 

なった時期の開催でした。また、安全運航の見学会は
メジャーインスペクション※2 による安全運航基準が
厳しくなった頃の実施であり、現場の声を直接聞ける
有意義な機会でした。

住友信託銀行（株）
株式運用部 

シニアリサーチアナリスト 

手塚 裕一 氏
Yuichi Tezuka

証券アナリストの声

2010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

420社
（27社）※

457名
（28名）

海外IRツアー 190社
（20社）

244名
（32名）

施設見学会・事業説明会
国内（2回） 49社 55名
海外（1回） 4社 4名

個人IR
国内（13回） ― 1,929名

※（　）は社長IR

株主・投資家の皆さまとともに

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ 情報開示の強化
■ 投資家の皆さまの理解促進のため、情報提供の

機会を増やす
　➡ 投資家説明会や見学会を実施

■ 投資家説明会の充実、施設見学会・事
業説明会の継続実施により、中期経営
計画の理解促進をはかる

■ IR活動の社内浸透 ■ 当社役員や社員へのフィードバック強化
　➡ IR報告会の開催や、月次報告を実施 ■ 継続

Web

株主・投資家の皆さまとともに

CSR活動＞
ステークホルダーとともに

vol.9 2011 春号
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1

2

3

社会貢献活動
日本郵船グループは持てる技術とノウハウを最大限に活かし、社会の課題の解決に積極的に取組んでいます。 
災害被災地や途上国の復興支援として、海を越え、世界へ向けた輸送協力の一部をご紹介します。

東日本大震災3
輸送地域   神戸→八戸（青森県）

横浜→仙台（宮城県）・滝沢（岩手県）
食料品、乳児用品、衛生用品等を輸送
※�グループの輸送網を駆使し、さまざまな支援を行っています

中国青海省地震2
輸送地域   蘭州（甘粛省）→西寧（青海省）
SUV車6台の陸上輸送

パキスタン水害1
輸送地域   日本→パキスタン・イスラム共和国
フォークリフト1台を輸送

輸送地域   オーストラリア→パキスタン・イスラム共和国
医療品、衛生用品等を輸送

©JADE�/�JPF

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
2 未来の地球社会への「投資」
3 地域社会との共生

34 NYK Group CSR Report 2011

社会貢献活動  ステークホルダー



4

5,6

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＞
東日本大震災に関する
復興支援活動

CSR活動＞社会貢献活動

Web

Web

 2010年度および 
東日本大震災支援実績

災害名 金額
2010年4月
中国青海省地震 1,131,764円

2011年3月
東日本大震災

87,073,555円
（2011年5月末現在）

施設名 入場者数
日本郵船歴史博物館 26,836名
日本郵船氷川丸 231,349名

会社寄付、マッチング、グループ社員募
金の合計金額。別途、国内・海外グルー
プ会社から、義援金・支援金約1億3
千万円あり（2011年5月末現在）

 2010年度輸送協力実績

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸

日本郵船歴史博物館

日本郵船氷川丸

　横浜には、かつて日本・シアトル間を往復していた
貨客船「日本郵船氷川丸」と、横浜支店ビルを改装
した「日本郵船歴史博物館」があり、往時の面影を
そのままに当社の歴史を伝えています。展示以外に
も、市内の中学生を対象とした日本郵船氷川丸で
の職場体験や、小学生を対象に「海と船」をテーマ
にした絵画コンクールなどを実施しています。今後も
横浜のウォーターフロントエリア活性化など、地域に
貢献できる活動を推進していきます。

 2010年度施設入場者数

❶輸送協力
�国際協力NGOジョイセフ／2010年度自転車輸送
�国際協力NGOジョイセフ／2010年度ランドセル輸送
（公社）シャンティ国際ボランティア会／2010年度絵本輸送

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

主な社会貢献活動

チリ大地震5
輸送地域   日本→チリ共和国
衛生用品、毛布、建機、衣料、ガーゼ、マスク等を輸送

©ICA�/�JPF

チリ大地震6
輸送地域   アメリカ→チリ共和国
ブームトラック3台を輸送

ハイチ地震4
輸送地域   日本→ドミニカ共和国
サンダル10,000足を輸送

©ADRA�Japan�/�JPF

「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 2,670台※

※ 2000 年度以降延べ 27,834 台

国際協力NGOジョイセフ

「想い出のランドセルギフト」
輸送先 輸送個数

アフガニスタン 14,855個※

※ 2004 年度以降延べ 73,085 個

※ 2004 年度以降延べ 129,416 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（ミャンマー難民
キャンプ）

23,264冊※

（公社）シャンティ国際ボランティア会
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研修制度の充実
　日本郵船グループでは、陸上で働く社員の総合
力強化を目指した研修体系「NYKビジネスカレッ
ジ（NBC※1）」を充実させています。2010年度は
70種類を超える研修を実施し、3,200名以上の
グループ社員が参加しました。経理知識のさらな
る習得のために「NYKアカウンティングスクール」
を新設し、担当者のレベルアップをはかっています。
また、郵船ロジスティクス（株）の研修体系「YPC
プロフェッショナルカレッジ」とコラボレーション
し、営業力強化を目指しています。2011年度も引
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。

「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」との思いか
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
おり、2010年度は25名が参加しました。社長と
の直接対話や懇親会のほか、グループワークでは
経営委員へのプレゼンテーションを通して、意見
交換ができる場をつくっています。「Global NYK 
Week」を通して、世界中のグループ社員に企業
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。

※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

NYK-Point

「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

陸上での働きがいのある職場づくり

Web

陸上で働く

CSR活動＞
ステークホルダーとともに＞
グループ社員とともに

グループ社員とともに

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ 人権擁護
■ 人権研修の実施
　➡ NYKビジネスカレッジ、新入社員、グループ

会社への人権研修（10回中8回実施）

■ NYKビジネスカレッジ、新入社員、グ
ループ会社を対象に人権研修を年8回
実施

■ ワークライフバランスへの対応
■ 次世代育成支援対策推進法対応プログラムの

実行
　➡ 男性の育児休業取得者増進（4名）

■ 男性の育児休業取得者5名以上
■ ワークライフバランスセミナー開催
■ 子どもの職場理解の増進

Global NYK Weekの様子
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※2 “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

運航マイスター制度
　全社的な運航能力のレベルアップを目的として

「運航マイスター制度※2」を導入しています。2
年目となる2010年度は、グループ会社2社が加
わり、新たにプラチナ資格の認定も開始しました。
全体の運航能力レベルの底上げによって、さらな
る安全かつ効率の良い運航が実現されています。

ワークライフバランスの推進
　ワークライフバランス推進委員会※3 では、
2009年度より「意識改革」を活動の柱としたアク
ションプラン「NYK WLB PROJECT」に取組ん
でいます。2010 年度はPROJECTのPHASEⅡ
として、①時間外労働･休日取得の数値目標をグ
ループ単位で設定・到達度確認、②早帰り放送の
ブラッシュアップ、③会議のスリム化の提案、④定
時退社トライアルの4つを実施しました。

人権の尊重
　当社グループでは、普遍的な価値観の一つであ
る「人権の尊重」は、企業としての社会的責任を
果たすための第一歩であると認識しています。毎
年、新入社員研修や新任チーム長研修、海外赴
任者研修、CSR研修において「人権研修」を実施
し、2010年度のCSR研修では計4回125名が
受講しました。さまざまな人権問題について、また、
障がい者の人権やハラスメントをテーマに取り上
げることで、誰もが働きやすい職場づくりと、社員
の人権に対する意識の向上に努めています。

Voice 
枠を超えた協力体制で最適なサービスを提供します
　 総 合 物 流 戦 略としての 人 材 交 流 で、NYK 
Container Line（株）に勤務して1年半が経ちました。
旧郵船航空サービス（株）では輸入を担当していました
が、現在は定期コンテナ船の欧州・太平洋航路にて
輸出の営業をしています。市場が安定しない中で、お
客さまからの信頼や満足を維持（獲得）していくことの
難しさを感じる一方で、ほかのグループ会社との交流
の機会も増え、キャリアのみならず人のネットワークも広
げることができ、大変貴重な経験となっています。今後
は、世界各地に広がる日本郵船グループの一員として

枠を超えて協力し合いながら、お客さまに最適なサービ
スを提供することを目指していきます。

郵船ロジスティクス（株）より出向
NYK Container Line（株）

第一営業本部
欧州・大洋州輸出部 

秋田 誠司
Seiji Akita

「物流人事交流」体験者の声

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年以内であれば2分割
が可能
•�育児・介護フレックスタイム・�
短時間勤務制度

①フレックスタイム制度：妊娠中・
小学6年までの子を育てる社員、
介護に従事する社員 ②最大1日2
時間までの短時間勤務：小学1年
までの子を育てる社員、介護に従
事する社員
•�配偶者転勤休業
配偶者が海外転勤の際、最長2年
間まで取得可能。（国内転勤につい
ては、2010年より3カ年限定）
•�郵船チャイルドケア�
（企業内保育所）
2002年4月開設。法定基準を上
回る保育士を配置。

NYK-Point

※3 “ワークライフバランス推進委員会”
労使委員とグループ長クラスの第三者
委員で構成され、時間外労働および休
暇取得状況の確認をはじめとするワーク
ライフバランス推進のための施策につい
て検討・実施している

NYK-Point

Web

陸上で働く

CSR活動＞
ステークホルダーとともに＞
グループ社員とともに

インターンシップの受け入れ
　当社は、2010年度、学生を対象に海運・物流
業界の仕事に触れ、理解を深めてもらうことを目
的に、すべての職種を対象に、インターンシップを
受け入れました。海上職では、実際に当社の運航
する大型船の中に入るなど、肌で現場を感じても
らうものとなりました。今後も、次世代の人材育
成に向けたアプローチを続けていきます。

等級 2009年度 2010年度
マイスター — —
プラチナ — 6名
ゴールド 32名 16名
シルバー 43名 22名

※延べ119名

運航マイスター取得者数

プラチナ資格認定式
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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、世界中の商
船系大学と提携して卒業生を当社のキャデット※1

として採用し、独自のキャデット訓練船5隻を活用
して将来の幹部船員として養成しています。

船員教育プログラム
　独自の教育制度「NYKマリタイムカレッジ」の
もと、各職、職位ごとに必要な知識・技能の要項
を「NYK統一Requirement」として定めていま
す。この要項に則って、世界各地のトレーニング
センターおよびマンニングオフィスで統一の教材・
カリキュラムを使って現地教官による授業を行っ
ています。また船長・機関長など上級船員には、シ
ミュレーターを導入した高度な訓練を実施。船上
では、独自開発
の3D 映像やビ
デオを使用した
教育ソフトを導
入し、効率的な
OJT※2 を行って
います。

※1 �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

※2 �OJT
On the Job Training
仕事を通じた環境での教育訓練

海上での働きがいのある職場づくり

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

Voice 
船上業務の大変さを実感しました
　家を長期間留守にする機関士の夫が心配であった
ため、家族便乗制度を利用しました。日本とカタールを
1カ月間で往復するLNG船“DOHA”に乗船したので
すが、休憩時間や夜間であっても機器の不具合があ
ると機関室に駆け付けては汗だくで戻ってくる夫の姿
を見て、船上勤務の大変さを身をもって感じました。長
旅でさまざまな心配もしましたが、皆さんに温かく迎えて
いただき、野生のイルカ、満天の星空、水平線に沈む
夕日などに出会うこともでき、貴重な経験をすることがで

きました。これからも夫の仕事を尊敬するとともに、互
いに協力し合っていこうと思います。

「家族便乗制度」利用者の声

人事グループ
採用・雇用チーム 

津田 達矢（右）
Tatsuya Tsuda

友香（左）
Yuka

船員の災害・疾病報告件数
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疾病 災害／事故

2010年度災害発生場所

工作室 13％

船橋 1％
厨房 7％その他 12％

貨物庫（船庫）
4％

機関制御室
0％（なし）

居住区
14％

係船索作業区域 3％

機関室
29％

甲板上
17％

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年度以降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

独自の商船大学によって
質の高い船員を育てる

P.39〜41

ダイアログもご覧ください

CSR

2010年度CSR活動プログラム概要（抜粋）

2010年度目標・課題 取組み・進行状況 今後の取組み

■ 船員確保策の見直し
■ マンニングソースの集約
　➡ 優秀な船員確保へ、クロアチア、ルーマニア、

インド、フィリピンからソースを集約
■ 優秀な船員確保を目指したマンニング

ソースの集約を継続

■ 日本人船員教育体制の構築 ■ 練習船訓練の導入
　➡ 社船訓練とキャデット船教育による新人教育

■ 社船訓練とキャデット船教育を組み合
わせて、新人教育を整理・改善

Web

海上で働く

CSR活動＞
ステークホルダーとともに＞
グループ社員とともに

研修の様子
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外国人から日本人へ、
そして日本人からフィリピン人へ
津金　私が参加した（財）運輸政策研究機構の「世界の船員
需給見通し及び船員確保促進対策に係る研究会」では、今後
の船員需給のアンバランス、特に職員の不足に対し、いかに対
応するかが重要な課題であると指摘しています。経済の発展と
ともに、世界のネットワークの中で船を動かすようになってい
ますから、これは地域というよりグローバルな課題です。
赤峯　当社の運航船は堅調に増加しており、船の数だけ動か

す人が必要になります。1970年の運航船数は300隻弱で、
当時の日本人船員の数は4,000名強でした。現在では800隻
を超えていますが、日本人船員は約600名となり、代わって
急速に外国人船員が増えてきました。この外国人船員をどう
育てるかが、海運企業として重要なファクターであると認識し
ています。当社は約30年にわたりフィリピン人船員の雇用・育
成に取組んできましたが、ついに、自前の商船大学NTMA※1 �

を設立し、独自の船員教育を始めました。1875年、岩崎彌太
郎によって、国際航路に通用する日本人船員を育てるために
三菱商船学校（現在の東京海洋大学）が設立、「外国人から日
本人船員へ」という船員教育によって日本郵船の礎が築かれ、 

独自の商船大学によって
質の高い船員を育てる
生活を支えるあらゆる物資を、一度にたくさん、遠くまで運ぶ国際海運。安全運航、 
環境保全という責務を果たすためには、高度な知識と意識を持った船員が欠かせません。 
日本郵船がフィリピンに設立した独自の商船大学による教育を中心に、船員不足の解消
と船員教育などについて、専門家を交えて意見を交換しました。

ステークホルダー・ダイアログ
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それから約130年後、今度は「日
本人から外国人へ」という船員
教育を始めることになったのです。
亀井　NTMAは2007年6月に、
航海科 60 名、機関科 60 名の
120名を一期生に迎え、4年制
の学校として開校しました。現在
は457名が学んでいます。最初
の3年間は座学で、専門教育に
加え、数学や英語などの基礎学
力の向上をはかっています。4年
目には訓練用の船で乗船実習を
行います。2010年4月には、一

期生が乗船訓練を始めました。卒業後は、全員が上級ランクの
船員に到達するという目的を持って教育をしています。2011
年には、この一期生が卒業を迎えることとなります。【上記図1参照】
津金　商船大学設立の場所をフィリピンに定めたのには、何
か理由があるのでしょうか。
赤峯　当社グループ全体で約32,000名の船員のうち、フィリ
ピン人が約70％を占めていることから、フィリピンでの育成に
重点を置きました。フィリピン人船員が多い理由としては、①
英語が堪能 ②労働力人口が多い ③社会情勢が安定している 
④日本人と相性が良いことなど、船員リソースとして競争力が
高いことがあげられます。
津金　これまで日本郵船は、グループ会社などを通して、外
国人船員への研修を行ってきていますが、今回のNTMA開校
は、その方向を転換したようにも捉えられます。船員を自社養
成することで、日本郵船に対しロイヤルティのある船員を確保
し、運航が難しい船種に対しても自社船員で対応できるという
メリットがありそうですね。

亀井　そうですね。当校設立の根幹にあるのは、NTMAから
高いレベルの船舶職員を安定的に供給し続けることで、安全
運航に貢献するという思いですね。
赤峯　当社は、安全運航と環境の保護は経営の根幹であると
考えています。それを達成するためには、システムやマニュア
ルも重要ですが、実際に船を動かす「人」の育成が何よりも重
要です。NTMAはその育成の核になる存在だと位置付けてい
ます。

基礎教育の充実が、
応用力のある人材を生む
津金　フィリピンには、国立や組合がつくった既存の商船大学
があります。船員の育成への支援ならば、これらの学生に対す
るキャデット※2 制や、奨学金制度といった方法も考えられるで
しょう。日本郵船が、あえて直接学生を教えるに至ったのには、
どんな理由があるのでしょうか。
赤峯　一番の理由は、基礎教育
を充実させるためです。フィリピ
ンの基礎教育は6・4制であり、
6・3・3制の日本よりも2年少な
いため、基礎学力が低い傾向が
見られ、LNG、VLCC、大型コン
テナ船等、いわゆるハイリスク船
のシニア職員が少ないのが現状
です。これまでの経験から、基礎
学力の向上が彼らの成長につな
がると実感し、教育の根幹から
携わるべくNTMAを設立したの

赤峯�浩一
Koichi Akamine

常務経営委員
（海務グループ担当）

図1：NTMAのカリキュラム概要

津金�正典氏
Masanori Tsugane

東海大学海洋学部
航海学科航海専攻専任教授

基礎教育▶

専門教育▶

英語、数学、物理 など

地文航法、船体構造、
船上荷役・積み付け、
船上基礎安全教育 など

英語、数学、化学、
コンピューター など

天文航法、電子航海機器、
船上荷役・積み付け、
衝突防止法 など

日本語、タガログ語、
数学、世界地理 など

航海・操船術、人命探索・
救出、船体復元力・堪航性、
自動衝突予防援助装置 
など

航  

海  

科

乗船訓練▶1年間

訓練船 運航船

基礎教育▶

専門教育▶

英語、数学、物理、化学 
など

船舶基礎知識、
製図・デザイン、
工具・機械工作、
船上基礎安全教育 など

英語、数学、物理、
コンピューター など

舶用ディーゼル機関、
舶用補機、電気工学、
工具・機械工作 など

日本語、タガログ語、
数学、世界地理 など

舶用タービンプラント、
舶用補機、
舶用自動化機器、
油圧・空気回路 など

機  

関  

科

乗船訓練▶1年間

訓練船 運航船

最終訓練
・試験

高等教育庁
による
書類審査
・研修

資格取得

6月 6月 6月 5月～8月4月／7月 4月／7月

2年目入学 1年目 3年目 修了4年目

乗船訓練を2グループに分けて
行うため、修了月が分かれる
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です。
亀井　基礎教育の充実を示すも
のとして、専門科目と基礎教育
の2面を問われるフィリピンの商
船学校の統一テスト「MSAP※3」
の結果があります。2010年に
二期生を参加させたところ、全
受験生11,500名のうち、トップ
50までをNTMAの航海科と機
関科の学生が占め、2011年も、
17,000名のうちトップ40まで
のほとんどをNTMAの航海科と

機関科の学生が占めています。NTMAは、世界で活躍できる
船員の教育を目指す機関ですが、この結果は少なくとも我々の
教育が間違っていないことを示してくれているのだと思います。
今後は、さらに高いレベルへと彼らを引き上げることに傾注し
ていきたいと思います。
津金　外部からの評価を受けて自らのレベルを知るというの
は、大事なことですね。単に専門科目だけではなく、いわゆる
基礎教育も含んだ試験で、上位成績を修めているというのは、
全体的なレベルの底上げになっていると感じます。きちんとし
た基礎教育がなされれば、応用力のある人材として活躍するこ
とができます。将来の船員としてのレベルの向上にもぜひ期待
をしたいと思います。
赤峯　NTMAは後発の学校であり、まだまだフィリピン国内
での認知度は低いのが実情です。けれども、当社が2010年
に海運専門誌「Lloyd's List」よりトレーニングアワードを受賞
した理由の一つとなりました。大変に励みになると同時に、こ
れを維持していくことの重要性を実感しています。

裾野を広げた船員教育と
今後のNTMAの課題とは
赤峯　雇用の面に目を向けると、フィリピンにはNTMAのほ
かに、NYKフィル・シップマネジメントがあります。同社は22
年にわたる雇用促進の実績から、アロヨ前大統領からプレジ
デンシャルアワードを授与されました。このほかにマンニング
オフィスは世界4カ所にあり、中国、ロシア、ベトナム、ウクラ
イナの代理店とも提携しています。また日本では、2004年か
ら女性船員を採用し、現在は12名の女性船員が活躍、2006
年からは一般大学からの採用も始め、32名の一般大学卒業
生がいます。
津金　広い世界で働く船を動かすには、リソースの多角化が
必要です。それに向けての取組みは十分評価できると感じます。 

ぜひ、今の姿勢を貫いていただきたい。一方で、高いレベル 
で運航し、安全な海上輸送を行うためには、雇用後の育成も
重要ではないでしょうか。
赤峯　育成の面では、海上でのOJT教育として、知識や技能
の習得度合いを自己確認できるDADAS※4、それをサポート
するNYK-STARS※5というe-ラーニングのツールもあります。
陸上では、操船シミュレーター等を有するシンガポールとフィ
リピンのトレーニングセンターで高度な訓練を実施しているほ
か、NYKマリタイムカレッジ（P.38参照）のもと、各地で現地
職員による研修を行っています。
津金　なるほど、学生だけではなく、雇用後の育成もまた、しっ
かりとしたカリキュラムがつくられているのですね。私は教育に
携わる者として、教育は理念や将来計画を明確に示すことが
重要だ、と常々考えています。皆さんの考え方もお聞かせくだ
さい。
亀井　私は、NTMAの学生には「公平であれ」、「変化に敏感
であれ」そして「公正であれ」と伝えています。現代は、コンプ
ライアンスが強く求められる時代です。学生にもテクニカルな
面だけではなく、人間的な向上を求めています。
赤峯　NTMAの卒業生にはぜひ「NYKグループ・バリュー」
つまり、「誠意・創意・熱意」を持った職員になってもらいたい。
ここには、船員として安全効率運航を全うするのに必要なすべ
てが含まれていると思っています。NTMAは順調なスタートを
切り、本年後半に最初の卒業生を輩出しようとしています。す
べてはこれからです。卒業して免状を取得し職員として乗船す
る、そして、経験を積み昇進して船長や機関長になる。さらに
は、陸上で日本人と同じように働く。こういった「成功体験」を
積み上げた先に、本当の成功があります。長期視点で、将来
を見据えて取組んでいきたいと思っています。
津金　日本郵船には、国際海運のリーディングカンパニーとし
て、あるいは公平な立場で、船員教育を行う責務を担ってほし
いですね。現在のモチベーションを維持し、さらには世界の船
員のレベル向上は日本郵船が受け持つのだ、という気概で、こ
の取組みを継続し、またアピールしていただきたいと思います。

※1 NTMA
NYK-TDG Maritime Academy。
当社がTransnational Diversifiedグループと共同運営する商船大学

※4 DADAS
Dos and Don't at Sea Program

※2 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

※5 NYK-STARS
NYK-Shipboard Training and Assessment Record System。
キャデット用のCadet STARSなどの目的別、自動車専用船用のPCC STARSなどの船
種別と、さまざまな種類がある

※3 MSAP
Maritime School Assessment Program。
フィリピンの商船学校92校を対象とし、基礎科目、専門科目のレベルを問う統一テスト

亀井�平
Hitoshi Kamei

NTMA在勤、船長
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環境データ
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省エネ活動の継続に加え、ESCOサービスを活用したビル
設備のさらなる運用改善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0.384kg-CO2／kWh（2009年度実績）を
使用しています。廃棄物発生量には再利用量183トンを含
んでおり、再利用率は83％となっています。

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。取扱量の増加
により、CO2排出量は前年度より増加しています。

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。
2010年度は運航船の増加により、CO2排出量は増加して
います。

（東京、横浜、神戸）

数値変化について
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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

※�安全推進活動による事故率削減効果
は、前年度比の値を算出。1996年度
（当社の基準年）と比較した場合の効
果は3,771百万円

�■環境保全コスト／効果の年度比較

2010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、
地球温暖化や大気汚染の防止に役立つ環境技術
の採用に関するコストが大幅に増加しました。ま

■2010年度の総括
た、地球温暖化防止にかかわる環境保全効果も、
減速航海などの燃料消費節減活動の強化により
増加しました。

2009年度 2010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 982 1,445 740 –778
地球温暖化や大気汚染の防止、海洋環境の保全、省資源、環境技術の採用 3,272 10,843 3,483 14,843
合計 4,254 12,288 4,223 14,065

■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） 199
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） 541

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 695
海洋汚染防止 VLCCカーゴタンク底板耐食鋼採用など 5
資源の節約 グリーン購入※1 0

5.環境技術の採用

地球温暖化や大気汚染の防止 電子制御エンジンの搭載、陸上受電装置の導入、
風圧抵抗低減船型の採用、推進援助装置の設置など 2,101

オゾン層破壊防止 船舶空調機・冷凍機など 0
海洋汚染防止 当社独自のビルジシステム 242

研究開発費用 国際運航管理システムの開発、
本船性能モニタリングシステムの開発など 407

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 27
合計 4,223

■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

317
2,041

0

0
685
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

740
5
6
0

（4）研究開発コスト
環境負荷低減 0 407

（5）社会活動コスト
社会貢献活動 0 22

（6）環境損傷対応コスト 0 0

合計 2,358 1,865

■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2010年4月1日から2011
年3月31日。（船舶の燃費節減活動
の集計期間は2010年1月1日から
2010年12月31日まで）

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

3. 環境省「環境会計ガイドライン2005
年版」を参照

4. 投資額は、当期に取得した減価償却
対象の環境関連設備を集計

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

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

7. 効果は、その影響が定量的に把握で
きるものを計上
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人事データ（日本郵船）※日本郵船社員（陸上・陸上勤務船員・海上）
※年間または年度末の数値 （2011年3月末現在）

■社員の状況
社員数（長期）

男 女 合計
陸上 736名 275名 1,011名
陸勤船員 233名 1名 234名
海上 348名 11名 359名
合計 1,317名 287名 1,604名

採用人数 ※新卒、中途を含む

男 女 合計
陸上 24名 7名 31名

海上 20名 3名 23名

合計 44名 10名 54名

社員数（有期）
男 女 合計

陸上 61名 25名 86名

海上 4名 0名 4名

合計 65名 25名 90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

2008年度 2009年度 2010年度
男 女 男 女 男 女

取締役・経営委員 37名 1名 39名 2名 31名 2名

グループ長 37名 2名 38名 1名 36名 0名

チーム長以上 131名 18名 126名 17名 123名 20名

参考：本社組織の人数 451名 194名 472名 189名 455名 189名

30歳以下離職者数
男 女

陸上 0名 1名
海上 0名 0名

平均勤続年数 ※海上には陸上勤務船員を含む

男 女
陸上 17.9年 15.7年
海上 16.2年 3.0年

■教育
平均研修参加日数

2008年度 2009年度 2010年度
陸上 5.7日 6.3日 5.3日
海上 19.5日 20.2日 20.6日

平均教育・研修費用
2008年度 2009年度 2010年度

陸上 244,630円 243,571円 255,352円
海上 744,826円 475,830円 473,208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

■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

2008年度 2009年度 2010年度

7名 7名 19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

2008年度 2009年度 2010年度

37名 35名 28名

育児休業制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2008年度 2009年度 2010年度
男 女 男 女 男 女
0名 11名 1名 8名 3名 19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

2008年度 2009年度 2010年度

13.1日 13.5日 13.9日

女性の育児休業取得率

2008年度 2009年度 2010年度

100% 100％ 100％

障がい者雇用率

2008年度 2009年度 2010年度

2.41% 2.14％ 2.28％

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

2008年度 2009年度 2010年度
男 女 男 女 男 女
1名 20名 0名 15名 0名 10名

介護休職制度利用者数
※退職者を除く延べ利用者数

2008年度 2009年度 2010年度
男 女 男 女 男 女
0名 0名 0名 1名 0名 1名

■労働災害
労働災害発生件数 ※通勤災害を除く

2008年度 2009年度 2010年度
陸上 1件 1件 1件
海上 1件 2件 2件

死亡者数
2008年度 2009年度 2010年度

陸上 0名 0名 0名
海上 0名 0名 0名

休業日数 ※休業1日以上

2008年度 2009年度 2010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） （2010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 19,527名 10,103名 29,630名

陸勤船員 70名 6名 76名

海上 1,200名 47名 1,247名

合計 20,797名 10,156名 30,953名

■社員の状況（日本郵船除く）

社員数（6カ月未満の契約）
男 女 合計

陸上 378名 373名 751名

採用人数
男 女 合計

陸上・海上 2,521名 2,001名 4,522名

■社員支援体制（日本郵船除く）
育児休業

男 女 合計
陸上 92名 338名 430名

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

■労働災害（日本郵船除く）
死亡者数

2009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（日本郵船含む）
陸上社員数 ※日本人陸上勤務船員およびグループ外からの出向者を含む

国名 日本 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 86社 50社 58社 16社 29社 6社 10社 255社

人数 9,134名 5,326名 9,186名 2,960名 3,589名 950名 631名 31,776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 369名 206名 9,396名 ー 9,971名

単純傭船　521隻 ー ー ー 12,056名 12,056名

合計　　　779隻 369名 206名 9,396名 12,056名 22,027名

陸上海上社員数合計　53,803名
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第三者意見
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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

　2011年3月11日の東日本大震災は、安心・安全、生命の大

切さや事業継続の重要性を日本人が再確認した出来事であった

と思います。安全・確実な「モノ運び」を通じ人々の生活を支える

という、御社の基本理念を改めて高く掲げることが求められてい

ます。

　御社が震災発生後いち早く東日本大震災対策本部を立ち上

げ、モジュール船“YAMATAI”による海上輸送、コンテナトレー

ラーによる陸上輸送などの輸送支援を行ってきたことは、危機

対応力と社会の要請に応える迅速な行動力を高く評価できます。

今後も本業を活かした支援をぜひ継続してください。その際社員

参加で支援活動を行い、普段は一般消費者や地域社会と接する

機会が少ない御社社員の方が、改めて物流業務に誇りと社会意

義を感じるようになることを期待しております。

　私が第三者意見を記述させていただくのは、昨年に引き続き

二回目となります。昨年指摘したコンプライアンス意識の強化や

安全性の確保、グローバルな中核人材の養成について、取組み

の着実な進展がみられることに敬意を表します。グローバルコ

ンパクト推進委員会やフェアトレード推進グループの設置など

CSRの取組み体制の一層の強化も進んでいます。

　今後はCSRの国際的なガイダンス文書であるISO26000の

考え方を、CSR推進の枠組みに取り入れていくことを期待して

います。

　CSRレポート2011のトップメッセージでは、新たな中期経営

計画“More Than Shipping 2013”において「アジアの成長を

世界に繋ぐ」としてアジアが今後の重要地域であることに言及す

るとともに、グローバル企業としてのCSR推進の必要性を述べ

ておられます。ISO26000の大きな特徴は、企業の「影響力の

範囲」を特定し、ステークホルダーと対話をして、自社の中核的

な課題を抽出して取組みの優先順位を決定するというステーク

ホルダー・エンゲージメントの推奨にあります。また特定された

課題への取組みを企業行動に統合・反映させていくことも期待さ

れています。グローバルなCSR先進企業である御社には、ぜひ

“More Than Shipping”という「従来海運業＋α」の戦略がもた

らす環境、社会面への影響を、ステークホルダーとの対話を行

いながら具体的に洗い出し、CSRの中期計画としてまとめていっ

ていただきたいと思います。

　また、大震災後の復興に向けた今後の動きは、日本のエネル

ギー政策、サプライチェーン、地域構造等に影響を与えていくこ

とが予想されます。その中で御社の「大量に荷物をゆっくり運ぶ」

スローな運航技術はますます必要になるでしょう。またエネル

ギー政策の見直しによって御社の成長戦略の一つである、LNG

や海洋油田関連事業の需要が一時的に高まる可能性もあります。

日本再建の動きのなかで、御社が日本のリーディングカンパニー

として物流を通じてどのような貢献ができるか、ご提案いただく

ことを期待しております。

　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。東日本大震災の被災地への支援を通じ、当社グループの事業が人 の々生活を根幹か
ら支えていることを改めて実感いたしました。今後も復興にむけての支援をグループ全体
で継続してまいります。
　今回のレポートでは新しい中期経営計画を紹介するとともに、特集でCO2排出量削減に
向けての技術開発や運航面でのたゆまぬ取組みについて詳述しました。ダイアログでは、フィ
リピンに設立した商船大学を題材に、有識者からご意見を頂戴しながら、世界的な船員不
足や船員教育等の課題に対する当社グループの果たすべき役割を再確認しております。
今回ご指摘の内容をこれからの活動の参考にさせていただき、グローバル企業としてCSR
活動への取組みを強化しつつ、環境に配慮した安全・確実な「モノ運び」をさらに進化させ
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



社会からの受賞・表彰
2010年度

Web ホーム＞ニュースリリース＞2010年、2011年

2010年4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3 年 連
続で受賞［Crystal Cruises社］

■ Ethisphere Instituteが発表した「2010 
World's Most Ethical Companies」
に3年連続選定

■ 社会的責任投資指標のFTSE4Good 
Global Indexの組み入れ銘柄に8年連
続で選定

■ フィリピンにおける海外派遣労働者の
雇用拡大への継続的な貢献を評価さ
れ、アロヨ前大統領から「プレジデンシャ
ルアワード」を受 賞［NYK-FIL SHIP 
MANAGEMENT社］

2010年5月
■ バラ積み貨物船の船倉内点検設備「メン

テさん」を開発し、社団法人日本舶用工
業会より「平成22年度第4回会長表彰」
を受賞［（株）MTI］

2010年6月
■ バラ積み貨物船の船倉内点検設備「メン

テさん」の開発に対し、日本船舶海洋工
学会賞（発明・考案）を受賞［（株）MTI］

2010年7月
■ 米 旅 行 雑 誌「Travel＋Leisure」の 読

者投票により、「World's Best Large-
Ship Cruise Line」を15 年 連 続 受 賞

［Crystal Cruises社］

■ 英国倉庫協会が選定する環境賞を受賞
［NYK Logistics（UK）社］

2010年9月
■ （株）MTI社客員研究員・合田浩之著『コ
ンテナ物流の理論と実際 −日本のコンテ
ナ輸送の史的展開−』(共著：石原伸志)
が平成22年度日本物流学会賞を受賞。
日本港湾経済学会「北見俊郎賞」、海運
集会所「住田海事奨励賞」も受賞し、三冠
獲得［（株）MTI］

■ オーストラリアのニューキャッスル港にお
いてバルカー“SHIRAMIZU”が積荷役記
録歴代1位を記録し、PORT WARATAH 
COAL SERVICES社が本船を表彰

■ 海 運 専 門 紙「Lloyd's List」のグロー
バル・アワード2010において、「The 
Training Award」を受賞

2010年10月
■ 欧州連合軍の軍民連絡調整官として派

遣された船長・進藤航が、英国の海運会
議所および石油会社国際海事評議会よ
り功労賞を受賞

2010年11月
■ Dow Jones Sustainability World 

Indexの構成銘柄に8年連続で選定
■ 米 旅 行 雑 誌「Condé Nast Traveler」

の読 者 投 票により、17 回目の「Best 
Large-Ship Cruise Line Award」を受
賞［Crystal Cruises社］

2010年12月
■ 省エネ型航空機整備用格納庫が、千葉

県建築文化賞選考委員会により「千葉県
建築文化賞」に選定［日本貨物航空（株）］

2011年1月
■「Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World」に5年連
続で選出

2011年2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］

■ 東北電力向けの長期専航船“能代丸”の
船籍がパナマから能代市へ置籍された
記念に、能代市が本船に対して特別住
民票を発行

■ 郵船ビルディングが、経済産業省関東経
済産業局からエネルギー管理優良事業
者として「関東経済産業局長表彰」を受賞

■ フジサンケイグループが主催する「第20
回地球環境大賞」において「国土交通大
臣賞」を受賞

2011年3月
■ スイス・SAM 社によるCSR 格 付けで
「Silver Class」に2年連続で選定。運輸
業では日本で唯一選定

■ 海洋地球研究船「みらい」初代船長赤嶺
正治（現日本郵船歴史博物館館長代理）
が、財団法人日本水路協会より、水路業
務功績者として表彰
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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。
またインキには植物性由来のインキを、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（2011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687社
　　　　　　　持分法適用会社112社

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

NYK Super Eco Ship 2030

Tanker

Taj Mahal

Lines and Geoglyphs of Nasca 
and Pampas de Jumana

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。

「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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