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MESSAGE

ESG 経営元年である2021年度、
覚悟を持って意識改革に取り組み
さらなる飛躍の年へ
「失われた10年」は「啓蟄※の

10年」に

での不備など、企業としてのコンプライアン

要か、改めて認識した1年となりました。

スへの姿勢が問われる事態もあり、当社グ

「現在取り組んでいる構造改革が一段

ループは国内外でさまざまな課題に直面し

落すれば、次の飛躍に向けた戦略を描くこ

この10 年、一時 1,000円近い水準だった

ていました。そうした課題や反省に真摯に

とができる。」2020年のこのNYKレポート

当社株価は、2021年6月末時点で6,000

向き合いながら、グループ社員全員があら

で私はそうお伝えしました。そして今回、過

円を狙う水準まで回復してきました。主要

ゆる手を尽くし、一つひとつ成果を積み上

去最高益という結果とコロナ禍で得た経

事業の海運業において船腹需給バランス

げてきました。この10年は「失われた10年」

験とともに、次の飛躍に向けた準備をまさ

の影響を大きく受けやすい産業構造という

ではなく、飛躍へのきっかけをグループ一

に言葉通りに整えることができたことをお

理由から、投資妙味に欠けるという評価が

丸となって掴んだ「啓蟄の10年」だったと

伝えしたいと思います。

続いてきましたが、今やその収益性に期待

言えます。

※ 啓蟄：地中で冬ごもりをしていた生き物が春の訪れで地上に
はい出て動き出すころ

していただけるようになったと感じています。

また、この1年、新型コロナウイルス感染

PERやPBRを見ても、今の株価は決して

症拡大により、荷動きの一時的な急減に

過剰な水準ではありません。

加え、船員交代がままならないという問題

「ボラティリティの高い事業」は

ドライバルク市況の高騰に沸いた2008

に本当に苦労しました。現場が知恵を出し

「サステナブルな事業」に

年を境に、この10年、エネルギー輸送事業

合い、お客さまにもご理解いただきながら

や自動車輸送事業など、好調に推移した

総力を結集して解消に向け取り組んでいま

2020年度は、新型コロナウイルス感染症

事業もありましたが、定期船事業や航空

すが、変異株の出現など、より一層厳しい

拡大による不確実性が高い中、想定通り

貨物輸送事業、
ドライバルク事業は需要

状況が今もなお続いています。海・陸・空

と想定外の2つが織り混ざった1年となりま

に対して供給圧力が強く、収益を上げにく

それぞれの現場で世界のライフラインや産

した。ライナー＆ロジスティクス事業につい

いという課題に悩まされてきました。また、

業を支えるという社会的使命と、
「物流を

ては、まずコンテナ船がコロナ禍により、荷

自動車輸送事業における独占禁止法違

止めない」
という覚悟を持って輸送に携わ

動きが 相 当減ると想 定していました。

反や、航空貨物輸送事業における安全面

る従業員の安全と健康の確保がいかに重

実際、第1四半期はその通りだったものの、

社 長メッセージ

「経済性」と「 ESG 」 のモノサシが浸透する組織づくり

夏以降に急回復。各船会社が柔軟な配

ますが、ワクチン輸送など新たなビジネス

社内に統合思考を。

船体制を取ったこともあって、本来、需要

チャンスもあり、当面、底堅い輸送需要が

ESG経営は第二段階へ

が落ちると運賃も下落するはずが運賃は

続く見通しです。

下がらず、収益が伸長する結果となりまし

一方、不定期専用船事業は、長期契約

2021年2月、当社グループは「NYKグルー

が手
た。日本貨物航空
（株）
（以下、NCA）

主体のエネルギー輸送事業が引き続き堅

プESGストーリー」を発表しました。ESG

掛ける航空貨物輸送事業は、旅客便の激

調に推移したほか、輸送台数の大幅な落

ストーリーは、中期経営計画のように具体

減で、旅客便が担う貨物輸送スペースも

ち込みに見舞われた自動車輸送事業も下

的な戦略や目標を定めたものではなく、将

限定的となり、もともと運賃水準は上がる

期以降の荷動き回復をしっかりと取り込

来のありたい姿を思い描き、当社グループ

と見込んでいましたが、港湾混雑も重なり

み、全体で見れば、まずまずの結果になっ

が向かうべき方向性を示すものです。これ

供給の間に合わない海上輸送から航空輸

たと評価しています。懸案だったドライバル

まで「経済性」が中心になりがちだった

送に切り替える動きもあって、想定以上に

ク輸送事業については、高コスト船の返船

判断基準に、
「ESG」のモノサシも加える

上昇する結果となりました。物流事業を担

を加速させたことで、ようやく構造改革に

ことで、未来の社会からも選ばれ続ける

も
う郵船ロジスティクス
（株）
（以下、YLK）

めどをつけることができました。資産処分

“Sustainable Solution Provider”になり

同様に、海上・航空貨物ともにフォワー

することなく、また財務基盤を損なわずに

たい。私は、海運・物流業界で最も先進

ディング事業の利幅が改善したほか、コン

創出したキャッシュを用いて、
ドライバルク

的なESG経営を推進することによって、お

トラクト・ロジスティクスの堅調な推移も

輸送事業を黒字体質へようやく転換でき

客さまに自分たちのサプライチェーンに組

あって、それなりの収益を確保することが

たことを高く評価しています。

み込まなければ競争力を高めることができ

できました。こうしたトレンドは特殊な状況

2022年度が現中期経営計画の最終年

ない、
と思ってもらえるような企業グループ

下にあると認識しており、いずれ反転する

度で掲げる700億〜1,000億円の経常損

にしたい。選ばれる存在である限り、事業

はずです。しかし、コンテナ船 事 業は、

益目標を、2020年度に前倒しで達成し、

機会は増え、成長戦略や差別化戦略もさ

Ocean Network Express Pte. Ltd.（以下、

さらに2021年度以降も目標以上の収益

らに洗練され、そして利益を継続的に生み

がベストプラクティスの採用などさま
ONE）

を上げるだけの素地を整えることができま

出すことができるはずです。また、当社グ

ざまな効率化に取り組んだことで事業統

した。市況変動などにより、事業ごとに業

ループには技術本部をはじめ、ESG起点

合効果を実現し、以前のように底抜けに

績の変動はあると思いますが、これまで以

の新しい価値創造を推し進めるリソースが

厳しい競争環境にさらされる可能性は低

上に安定性を備えた当社グループの収益

いくつもあります。国内外の有力なパート

いと見ています。YLKも運賃上昇による利

力に自信を深めています。

ナーと手を組んでそのリソースを最大限活

幅改善の恩恵のみならず、経営基盤の強

用し、DX（デジタルトランスフォーメー

化などの構 造 改 革が奏 功しています。

ション）
と技術を融合することで、必ず結果

NCAは、国際旅客便の動向次第ではあり

は出ると信じています。
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各現場、各事業体はこのESGストー
リーを軸に、ESGに資する施策をより具体
的に検討・実施してもらいます。これまで
洋 上 風力関 連 事 業やMarCoPayなど、
さまざまな新規事業が本格的にスタートし
たほか、自動車輸送本部のように、ESG
ブランド「Sail GREEN」プロジェクトを
立ち上げ、LNG 燃料大型自動車専用船

や判断を行うようになれば、コンプライアン

値する、持続可能な社会・環境へとつなが

「SAKURA LEADER」を軸に、環境に優し

ス違反の抑止になり、従業員をはじめとす

ると思います。私はその瞬間を心待ちにし

い総合物流サービスをバリューチェーンと

るステークホルダーからの信頼につながる

ています。

して大々的に売り出す部門も出てきました。

にも寄与します。
というS（社会）

覚悟を持ってESG経営を加速する

同ブランドでは、輸送に係る環境負荷につ

こう考えると、ESG経営とは意識改革

いて定量的に可視化し、CO２排出量をどの

そのものだと言えるのかもしれません。

くらい削減できているかお客さまと共有す

組織全体の意識を完全に変えるには時間

社内の意識改革は現場だけにとどまりま

ることが可能で、高く評価していただいてい

がかかりますが、意識が変わればさまざま

せん。経営層の議論もより中長期的な視

ます。

なことが劇的に変わってくるはずです。例え

点を意識した内容へと変わりつつあります。

（環境）
、S
（社会）
、G
（ガバナン
さらに、E

ば各事業部から投資案件説明がある際、

自己資本比率の改善や構造改革が課題

ス）を個別に考えるのではなく、相互に

以前であれば採算性重視だったのが、

だったこの数年はどうしても足元の議論と

影響し合うものだと捉えることも大切です。

CO２排出量削減をはじめとして、ESG視点

なりがちでしたが、構造改革のめどが立ち、

例えば、コロナ禍で直面した船員交代とい

が必ず入るようになりました。当社グルー

自己資本比率も40%を目指せる状況まで

を強く意識するこ
う課題に対し、S（社会）

プのESG経営は、ESGストーリー策定まで

改善したことで、中長期視点の議論も可能

とで、乗組員に必要以上に無理をさせない

を第一段階とすれば、ここからは経済性と

となりました。体制も、2019年に設置した

という風土が生まれます。現場のモチベー

ESGの統 合 思 考を次々と形にしていく

ガバナンス強化委員会の流れを汲む形で、

ションの維持・向上につながりますが、

第二段階へと移行しました。世界中の

2021年4月に私をトップとするESG経営推

その結果として安全が担保され、海洋環

グループ社員がそれぞれの立場でESGを

進委員会を設置。ESG経営推進の中心

境に甚大な影響を及ぼす事故を未然に

しっかりと理解し、具体的な行動で示して

的役割を担う執行役員の筒井を副委員

防ぐなど、E
（環境）
にも寄与することになり

もらう。この積み重ねによって、当社グルー

長に据えました。委員は各本部を代表す

ます。G（ガバナンス）についても、常に

プの至るところで素晴らしい成果が生み

る執行役員7人に環境グループ長を加え、

「ESG」のモノサシを持って自分たちの行動

出され、最終的には真に豊かで生きるに

アドバイザーとしてゴールドマン・サックス

社 長メッセージ

証券（株）業務推進部長の清水大吾氏を

の立ち上げに合わせ、持続的成長検討タ

るようにしたい。そうした私の強い想いが

招聘し、ESG経営の実効性をより高める

スクフォースも新設しました。最新の技術

少しずつ形になってきていますが、むしろ

布陣としました。目下、ESG経営を加速す

動向やTCFD（気候関連財務情報開示

ここからが本番です。2050年にカーボン

るKPIの設定について、各本部で議論を

タスクフォース）
が示す提言などを参考に

ニュートラルやゼロエミッションを達成する

進めており、2021年度中にその概要を取

しながら、30年後の事業環境を見据え、

ためには、既存船の環境対応やLNG燃料

りまとめる予定です。そして、定めた具体的

いくつかのシナリオを想定しながら、当社

船の投入だけでは間に合わず、アンモニア

目標・指標の進捗は次のNYKレポートで

グループの在り姿を議論します。メンバー

や水 素を燃 料とする船 舶の開 発など、

報告していきます。

は先ほどの7人の執行役員です。この1年、

相当なイノベーションが不可欠です。排出

また、私の考えるESG経営は実効性を

長期的なシナリオについて十分に議論して

量取引制度などカーボンプライシングへの

高めるKPIを定めて終わりではありません。

もらい、そのうえで2022年度には次の中期

知見もこれまで以上に深めていかなくては

現在のESG経営の取り組みの先に、長期

経営計画原案策定に取り組んでもらう

なりません。また、LNG燃料船は既存船

的なシナリオから逆算して次期中期経営

つもりです。

よりも船価が高く、自らが最大限に努力
してコストの抑制を図ることはもとより、

計画の策定を目指しており、こうすることで、

化石燃料を大量に消費して事業を行う

ビジョン
（長期）、中期経営計画（中期）、

企業が淘汰されてしまう危機感を、大きな

増加したコストの一部負担についてお客さ

事業方針
（短期）
すべての時間軸にESG経

差別化戦略を見出す絶好のチャンスへと

まにご理解いただく努力も必要です。環境

営がしっかりと組み込まれることになりま

変えたい。会社を足元から固め直し、将来

問題でやり玉に挙がる筆頭である石炭に

す。その一環として、ESG経営推進委員会

にわたり、グループ社員が大いに活躍でき

ついても、世の中の発電すべてを再生可能
エネルギーへ一気に変えることは難しく、
いまだ石炭を必要とする地域や輸送を希
望するお客さまの存在を踏まえ、少しでも
環境に優しい輸送になるよう工夫をしたう
えで、物流会社として石炭輸送に取り組み
ます。ESG経営はきれいごとばかりではな
いのです。お客さまをはじめとするステーク
ホルダーから理解が得られるよう、たゆま
ぬ努力や丁寧な対話を重視しつつ、ESG
経営のフロントランナーとして道を切り拓
いていく覚悟です。
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これからも社会を支える存在であり続けます

最後に

上げる人事があってもいいでしょう。国籍
や性別にかかわらず、国内外グループ各社

2008年以降の海運バブル崩壊の影響が

の多様な人材がグローバルなフィールドで

長引く中、2019 年 6月の社 長 就 任 時 以

成長し、誰もが自分らしくその能力を最大

降、私はできる限り早くサステナブルな事

限発揮できる組織でありたいと思います。

業体へと変わるべく、
ドライバルク輸送事

現場のみならず、経営ももっと変わり

業の構造改革、ガバナンスの再構築、財

ます。ESG 経営推進委員会だけでなく、

務基盤の徹底強化の3つの課題に注力し

取締役会も実効性をさらに高めようと、

てきました。ESG経営が徐々に進む中で

指名・報酬諮問委員会の開催回数を増や

あっても、これらの課題に対し、手綱を緩

したほか、その際の説明についても、すべて

めるつもりは全くありません。

の情報をオープンに伝えられるよう時間を

今後は、ESG経営をさらに加速してい

かけて実施しています。経営と執行の両面

くために、私自身、現場とのエンゲージメン

で、棲み分けられた議論を十分に行うこと

トをもっと増やしていくつもりです。この

ができるようになり、実効性の評価も向上

NYKレポートをさらに活かして、グループ

するなど手応えを感じていますが、さらに

社員全員に読み込んでもらい、それぞれの

ガバナンスを強化し、透明性を高めるため

現場で「経済性」と
「ESG」の統合思考を

に、経営の監督機能と業務執行機能を

どう形にしていくのか、ぜひ話を聞かせてほ

分離する体制も含めて、あらゆる方向性を

しいと考えています。また、ESG 経 営の

検討していきます。

達 成には、ダイバーシティ＆インクルー

冒頭で私は準備が整ったとお伝えしま

ジョンの観点は不可欠です。これからの

した。本格的なESG 経営に向けた準備

人材に多様な視点や価値観を持ってもら

運動を終え、2021年度が正式なスタート、

うため、難しい仕事や現場をもっと経験し

ESG経営元年と捉えています。これまで

てもらうべく、人事制度の改革についても

に培ってきた強みや成 果を解き放ち、

動き出しました。また、ONEやYLKといった

“Bringing value to life.”という基本理念

グループ会社と日本郵船本社との間の

の下、ESGで圧倒的な存在感を持つ企業

交 流についても検 討します。ローテー

グループへ進化を続ける当社グループにこ

ション人事による幅広い視野を身につける

れからもどうぞご期待ください。引き続き、

だけでなく、特定の部門で専門性を磨き

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長・社長執行役員

長澤 仁志

ESG 経営を牽引するリーダー

DIRECTORS
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取締役の専門性と経験（2021年6月18日現在）
2018年から取締役の専門性と経験を掲載し、投資家の皆さまとの対話に活用しています。
専門性と経験
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テクノロジー・システム

63

●

人材育成・採用・労務

●

マスメディア・ CSR

●

法令・保険

●

リスクマネジメント

●

マーケティング・セールス

●

UK/Belgium

13

UK

65

Germnany

取締役会長・
会長執行役員

日本以外での勤務経験※

外交事情・地政学

行政・公共政策

財務・会計

投資

環境・安全

企業統治

経営管理

企業倫理

学術研究・教育

取締役在任期間
︵年︶

年齢
︵歳︶

内藤 忠顕

●

長澤 仁志
代表取締役社長・
社長執行役員

原田 浩起
代表取締役・
専務執行役員

●

日暮 豊
●

UK

取締役・常務執行役員

●

●

久保田 浩司
●

●

US

取締役・常務執行役員

●

片山 善博
●

●

US

●

●

UK

独立社外取締役
筆頭社外取締役

●

●

国谷 裕子
独立社外取締役

●

田邊 栄一
独立社外取締役

※ 当社以外での海外勤務経験も含む

●

●

●

●

●

●

●

MESSAGE : 独立社外取締役メッセージ

「NYKグループESGストーリー」は
インフラのような存在であるべきです

E

SGという重要な課題への果敢な挑戦をトップ自ら決断した
ことを高く評価しています。また、上意下達ではなく、現場と

の意見交換を重ねながら、
「NYKグループESGストーリー」を丁寧
に作り上げたそのプロセスも大変良かったと思います。ESGストー

トップの本気度が
グループ全体に伝わり、
実践につながることを期待します

E

SGストーリーは、短期的な経済性重視から脱却し、長期的
視点で社会・環境課題の解決を通した当社グループの持続

可能性や価値向上の実現が打ち出されており、高く評価していま
す。持続可能な地球に向けた取り組みなくして、当社グループのあ
りたい将来像を描き、目指すことはできないというトップの本気度
がグループ全体に伝わり、実践につながることを期待します。
「収益の最大化」
と
「ESG」のモノサシが統合され、実際の経営

がれるのではと問いかけました。

にどう活かされていくかが、ESGストーリーの実効性を高めるうえ

2021年度以降は、経営会議での意思決定判断に①ESGのモノ

での最重要課題だと思います。サステナビリティ関連の重点分野

サシがきちんと反映されているか、②投資案件評価のプロセスは

と課題のKPIを設定、その進捗を管理し、必要な人員と予算をつけ

妥当か、③若い世代の事業のアイデアや声がフェアに評価をされ

ることも必要だと思います。

事業創出の機会が生まれているかなどについて、ESG経営推進委

取締役会では、気候変動問題の深刻化と世界で脱炭素社会へ

員会での検討も参考にしながら取締役会等で議論を重ね、経営

の動きが加速していることを繰り返し共有し、当社グループがGHG

基盤が強化されるよう貢献していきたいと考えています。

排出量の削減に野心的に取り組む必要性をお伝えしています。また、

Proﬁle

イノベーションを生まれやすくし、組織のガバナンス強化にもつなが

独立社外取締役

るとの視点から、意思決定レベルにおけるダイバーシティ拡充が急

国谷 裕子

日本郵船株式会社 NYKレポート2021
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リーは、現場への浸透が何よりも大切で、組織や社員を「鋳型には

も必要です。環境や社会への取り組みを業績悪化や収益力低下

める」ものではなく、理念や基本方針を踏まえて、組織や社員がそ

の言いわけにせず、生産性や収益性の向上に結びつける視点と姿

れぞれ自発的に仕事に取り組むためのインフラのような存在である

勢が大切です。そのためには、組織や社員の日常の創意工夫が求

べきです。今まで、陰に隠れがちな部門がもしあったとするならば、

められ、それを経営陣がエンカレッジする構えが重要です。せっか

それこそこのESGストーリーを機に活気づくことを願っています。

くのESGストーリーを形骸化させてはいけません。常に社会や経

ESGストーリーが実効性を持つためには、その内容が社員一人
ひとりに「腹落ち」
しなければなりません。研修の機会はもとより、

済の行方を見据え、変化に適切に対応できるだけの柔軟な姿勢
と思考力を保つように注意したいと思います。

「ESG」のモノサシをもって、経営層と社員との日常的な意思疎通
が図られることが重要だと思います。同時に、取引先や顧客、株主

Proﬁle

などのステークホルダーに対しても積極的に情報発信し、ESGに

独立社外取締役／筆頭社外取締役

対する当社グループの理念や経営方針に共感してもらう取り組み

片山 善博

これまで以上に広い視野をもって
活動することが必要です

E

SGの問題に適切に対処しない限り、会社の成長はあり得な
い時代となりました。経済発展や技術進歩の結果、今日の

社会はグローバルベースで、規模も大きく複雑化した諸問題を抱
えているからです。自らの活動範囲で最適化を図ってきた企業は、
これまで以上に広い視野を持って活動することが必要となり、その
象徴的な課題が地球環境です。長年海とともに生き、輸送インフ
ラを支えてきた日本郵船には、気候変動への対応に加え、海の安

ティはそれ自体意義のあることですが、特に少数者が声を上げや

全、人々の働く環境の改善、若者の教育などの分野でもぜひ力を

すい環境づくりという側面で重要だと思います。
「社外」取締役も、

発揮してもらいたいと考えます。ESGがお題目に終わらぬため、得

文字通りダイバーシティをもたらすべき存在であり、高い視座を持

意の技術を活かした現場発のアプローチが求められます。幸い、

ち込んで、役割を果たしていきたいと思います。

当社グループには、若手を中心として多くの斬新なアイデアが提案

ESGという目標と財務的リターンを両立させる、そして社員もワク

される環境が形成されつつあります。このような力も結集し、着実

ワクしている、そういった会社を作っていってほしいと願っています。

に歩を進めていくことを大いに期待しています。
ガバナンスに関しては、過去に少なからず不祥事がありましたが、

Proﬁle

当社グループはしっかりと向き合い、企業ならびに社員が公正な

独立社外取締役

行動をとる風土づくりに注力していると評価しています。ダイバーシ

田邊 栄一

ESG 経営が目指すもの
これからも社会や産業から必要とされるSustainable Solution Providerを目指すため、
グループ社員一人ひとりが「経済性」のモノサシに「ESG」のモノサシを加えることから始めます。
「ESG」のモノサシで徹底的に考え抜いたうえで、日本郵船グループが社会から必要とされる存在であり続けるために
必要だと判断すれば、長期的な視点で、経営資源（ヒト・モノ・カネ・データ）を重点的に投入します。
その結果、事業基盤のさらなる強化につながり、当社グループの企業価値が向上すると考えています。

当社グループの ESG 経営推進体制
当社グループは、さまざまなステークホルダーの声を積極的に経営
に反映させる仕組みを構築し、経営の健全性、透明性、効率性を
さらに推進するため、2021年1月にはESG経営推進グループを新
設し、同年4月には社長を委員長とするESG経営推進委員会を設
置しました。
また、指名・報酬の各諮問委員会における検討内容にESG要
素を反映させるなど、当社のESG経営をより加速させるためのガバ

０１
TOPIC

ESG 経営推進委員会
ESG経営推進グループを事務局とし、委員長である社長や各本部
を代表する執行役員に加え、本委員会が「器」だけの存在になら
ないよう、資本市場に深い知識と経験を持ち、ESG／SDGsの啓
発活動において実績のある外部有識者をアドバイザーとして招聘
しています。本委員会では、ESGを全社課題として共有し、各本部
の議題を抽出・議論するとともに、次のような活動を行います。そ

ナンス体制の整備にも取り組みます。

に経営会議や取締役
して、その結果・進捗状況を定期的
（年4回）

ESG経営を加速させるガバナンス体制の整備に向けて

会へ報告します。

取締役会における専門性・多様性の維持向上

ESG経営の方針／目標／KPI策定

取締役会でのESG課題の討議

合意されたKPIとアクションプランの進捗管理や評価

役員報酬などへのESG評価の折り込み

ESG経営の社内浸透

リスク管理体制にESG視点を反映

委員会メンバー

ESG経営推進体制図（2021年4月1日現在）
NYK 本社

委員長

長澤仁志社長

取締役会

副委員長

筒井裕子執行役員

アドバイザー

ゴールドマン・サックス証券（株）清水大吾 氏

委員

各本部執行役員 7名
総務本部、経営企画本部、L&L事業統轄本部、
自動車輸送本部、
ドライバルク輸送本部、
エネルギー輸送本部、技術本部

経営会議

指名諮問委員会
報酬諮問委員会

指名・報酬に
ESG要素を反映
多様性の確保
役員報酬にESG要素を反映

ESGのモノサシを反映

執行役員
各本部

ESG 経営
推進委員会

本社
各部門

ESG経営
推進グループ

環境グループ長

日本郵船株式会社 NYKレポート2021
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０2
TOPIC

ESG 経営推進の変遷

ESG

経営元年

2018年3月

2021年1月

中期経営計画発表

ESG経営推進グループを
新設

（予定）
2023年2月
次期中期経営計画
発表

ESGの経営戦略への統合
基本理念の改定
“Bringing value to life.”
2021年4月
2021年2月
「NYKグループ
ESGストーリー」を発表
P.45

ESG経営推進委員会を設置
持続的成長検討
タスクフォースを発足
持続的成長検討タスクフォース
世界が脱炭素社会の実現に向けて大きく加速

2020年4月

していく中、当社を取り巻く事業環境がどのよ

ESG経営推進体制を
構築

うに変化していくのか、執行役員でもある7名
のメンバーが超長期的な視点で予測を立て
バックキャスティングで事業計画への落とし込
みを行う予定。

COLUMN

ESG経営推進を支えるガバナンス強化
ESG経営推進活動の根幹には、たゆまぬガバナンス強化の取り組みを置くべきと考え
ています。ガバナンスは将来に向けた成長戦略の方向性が正しいかどうかを判断する
拠り所であると同時に、グループ社員が「ESG」のモノサシについて理解を深めながら、
自分たちの活動を可視化し、ステークホルダーと共有するコミュニケーションにおい
Proﬁle
執行役員
ESG経営推進委員会副委員長

筒井 裕子

ても、
しっかりしたガバナンスが不可欠だからです。さらに、ESG経営を実現するため
に各自の業務において「ワクワク感」を持てる仕組みも取り入れたいと思います。これ
からも自己変革を恐れずに、理想のガバナンスの形を追求しつつ、より良い地球環境
でより価値のある物流事業を展開するSustainable Solution Providerを目指します。

０3
TOPIC

「 NYK グループ ESG ストーリー」 の浸透策

トップダウン、ボトムアップによる浸透
ESG経営を推進するには、社長をはじめとした経営陣が率先して

国内各社と直接対話をすることに加えて、米州・欧州・東アジア・南

取り組み、コミットすることが重要です。新設されたESG経営推進

アジアの各拠点に設置しているRegional Management Ofﬁce

委員会を活用し、
トップダウンによるESG経営の浸透を図ります。

（RMO）
を中心に、本社と各拠点や各拠点間での良好なコミュニケー

本委員会にて共有・議論された課題を各本部に持ち帰り、本部長

ションを維持します。これにより、当社グループの企業理念やESG経

から担当社員に至るまで、
「課題解決に向けて、自分の業務に引き

営で目指す姿をグループ会社と共有し、高い倫理観と社会規範に

つけてできることは何か、
どのように貢献するか」を自律的に考え、

沿った責任ある事業活動を通じて企業価値向上を目指します。

実践につなげます。そして、その結果・進捗状況については3カ月
ごとに開催される本委員会にて報告していきます。
その一方で、ESG経営では長期的な当社グループの持続可能
な成長に向けて、社員一人ひとりがストーリーを紡ぎ出す行動を
起こさなければ意味をなしません。各本部からの縦割りの職制だ

ESG経営浸透の仕組み
トップダウン

トップとボトム両側からの

・ESG経営推進委員会を活用した社員への浸透

アプローチでグループ全体に

・NYKグループESGストーリー説明会動画配信

ESG経営を浸透させる。

・ESG経営に対するNYKの本気度を示す
発信継続
（タウンホールミーティングなどの
エンゲージメント）

けではなく、ボトムアップによる改革をより広範に進めています。自
NYK本社

発的な活動を喚起するために、委員会の事務局であるESG経営

グループ会社

推進グループは、当社グループ内へのESG経営の浸透活動と現場

国内

の声を直接拾い上げる活動を強化し、委員会に上申するバイパス

海外

としてのルートを確保します。

上下・左右をつなげるのが
ESG経営推進グループの役割

Regional Management
Ofﬁce（RMO）

このようなトップダウン、ボトムアップの取り組みにより、グループ
内の声をきめ細かく把握することで自己変革を繰り返し、ESG経

グループ会社と日本郵船本社との
連携を強め、ガバナンスや
情報・資源の共有活用をサポート

営を前進させる委員会として、社員の意識改革を進めていきます。
また、グローバルに事業を展開する当社グループは、国内外にある

ボトムアップ
・ESG経営を実践する仲間を増やす
・社員一人ひとりが主役の、
社員や部門に寄り添った活動
・すべての社員がESGのモノサシをもって
日々の業務に向かうための環境づくり

さまざまな事業内容、事業規模のグループ会社で構成されています。

浸透に関する取り組み
ESG経営浸透活動事例
内容

対象者

時期

社長によるタウンホールミーティング

国内外グループ会社従業員

2021/2

1,665名※

NYKレポート2020（統合報告書）社内説明会

国内外グループ会社従業員

2021/1

172名

国内外グループ会社従業員

2020/下期

延べ
570名

基調講演 全2回
（株）
ニューラル 夫馬 賢治 氏、
みんな電力
（株）大石 英司 氏
※ 後日の動画再生回数含む

参加人数

タウンホールミーティング

日本郵船株式会社 NYKレポート2021
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MESSAGE

グループ会社における
ESG経営推進
Proﬁle
郵船ロジスティクス
（株）
執行役員
チーフビジネスデベロップメントオフィサー（ CBDO ）

永溝 香織

郵

船ロジスティクス
（株）
（以下、YLK）

ただくことも増えてきています。お客さまととも

とってはいかに多くの従業員にESGを自分ごと

は世界47の国と地域で、航空・海上

に持続的な成長を成し遂げるには、私たち自

として日々の業務に落とし込んでもらうかが

貨物輸送、在庫管理、陸上輸送などを一括

身がESGやSDGsを正確に理解し、お客さま

ESG経営推進の鍵となります。こうしたボトム

で請け負うグローバル総合物流企業です。私

を経営の中心に置くYLKらしいESG経営方針

アップの活動も積極的に支援していきます。こ

たちは「世界で認められ選ばれ続けるサプラ

を策定しなければなりません。

れらを盛り込んだ「NYKグループESGストー

イチェーン・ロジスティクス企業になる」
という

YLKではESGやSDGsを考えるきっかけづく

リー」のYLK版を策定し、ビジョンを共有する

ミッションを世界中の約2.4万人の従業員と

りとして、社内講演会を実施しました。日本郵

仲間を増やし、ESG経営の浸透を推進してい

共有しています。
「物事の本質を見極める力」

船本社で実施された講演会をそのまま踏襲す

きます。

「徹底したサービス品質」
「新しい価値の創造」

るのではなく、YLKの今までの活動や取り組

という私たちの提供する価値を一層磨き、お

み、お客さまからの具体的なお問い合わせや

客さまに寄り添いより良い関係を築いていく

ご要望の紹介など、事業内容に沿ったものに

ことで、ミッションの実現を目指しています。

しました。国内外の社員合わせて約180名が

コロナ禍では巣ごもり需要などによる荷動
きの急回復に対して、輸送スペースやコンテナ

参加するなど、予想以上に大きな反響があり、
非常に良い契機になったと考えています。

が不足しサプライチェーンが混乱する難局に

アセットを持たない利用運送事業では、CO2

対峙しています。どんな難局においても、社会

排出量一つとっても計測は容易ではありま

基盤である物流サービスを提供し続けること

せん。だからこそ環境負荷低減効果の可視化

はYLKの責任であり使命です。お客さまの物

や、有望な外部パートナーとの提携など挑戦

流を止めないために全従業員が一丸となり、

の領域は広がります。これまでにないイノベー

知恵を絞り、同じベクトルで動くことで、より多

ションでお客さまに対して、より環境を意識し

くのお客さまから選んでいただいていると自負

たサプライチェーン改革を提案できる仕組み

しています。

を構築していかなければなりません。

環境や社会課題の意識が高まる中でESG

ESGやSDGsの重要性を理解し始めた従

やSDGsは重要な経営課題となり、お客さまか

業員は、すでに自発的にできることから取り組

らYLKの取り組みについてお問い合わせをい

みを進めています。事業の裾野が広いYLKに

気候変動への取り組み
当社グループでは、
「気候変動」を重要な経営課題の一つであると認識しています。2018年12月にTCFDの最終提言への賛同を
表明し、TCFD提言に沿った情報開示の推進に努めています。中長期的な視点で気候変動問題を捉え、社内組織のあらゆる階層
でのさらなる議論加速化を目的として、2021年には新たなガバナンス体制を構築しました。

ガバナンス
当社グループでは、従前より重要な経営課題である気候変動に関して議論を行う体制を整え、取締役会での活動の監督、リスク管理
委員会（→P.73）
でのリスクの把握と対応状況のモニタリングなどを行ってきました。
に加え、中長期環境目標の達成を真剣に目指すうえで、管理職層を対象とした
2021年4月に発足したESG経営推進委員会（→P.14）

GHG削減タスクフォースや、運航関係者を対象としたIBISチャレンジといった新組織を始動させ、全社一丸となった気候変動に対する取
り組みをより一層加速させていきます。

GHG削減タスクフォース

ESG経営推進委員会と新組織の関係

• 関連する各営業部門の管理職を中心に構成
• お客さま・パートナーとともに取り組むGHG削減に関する情報交換・
具体化のほか、技術開発の情報共有、LNG燃料船投入の可能性、採
算・環境のバランス等を議論

それぞれの方針・進捗は情報共有される仕組み
ESG全般

出席対象

環境

GHG削減全般

• 少なくとも年4回開催し、議論の内容はESG経営推進委員会に報告

運航関連

経営層

IBISチャレンジ
• 関連する各営業部門の運航関係者を中心に構成
• 最適運航を追求するIBIS TWO Plus 内の新組織
※

• GHG削減に直結する運航効率向上のための情報交換や

ESG経営推進委員会

管理職層
運航関係者

GHG削減タスクフォース
IBIS

チャレンジ

具体的方策を議論

対象範囲

• 年4回程度開催し、議論の内容はESG経営推進委員会に報告
※ IBIS TWO Plus：2012年コンテナ船で最適経済運航を目指すための「IBISプロジェクト」が開始。
2013年に、コンテナ船以外の船種でも最適運航を追求する「IBIS-TWO」を開始。2019年には
「IBIS TWO Plus」に改名し活動の幅を拡大

中長期環境目標（GHG削減目標）
2016

2017

2018

2019

2020

2030 2050
（目標）（目標）

船舶、
▲0.5% ▲1.6% ▲2.4% ▲2.8% ▲3.9% ▲30% ▲50%
航空機
※ 輸送単位当たりのCO2排出量
（基準年2015年度）
※ 2018年6月、SBT
（Science Based Targets）
イニシアチブから、科学的根拠に基づく目標としてSBT
認定を取得

戦略／リスク管理
内部炭素価格
当社グループでは、2020年度より内部炭素価格を導入し、投資判断を審議する投融資審議会や経営会議において、投資判断に資する
参考情報として活用しています。
適用価格はEU-ETS等の価格を参照したうえで決定しており、最新の社会情勢を把握しつつ、必要に応じて見直しを行います。
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シナリオ分析
当社グループは、これまで行っていた当社独自の輸送需要予測に

（Sustainable Development Scenario）
を分析しています。また、

気候変動要素を加味し、社会的に合理的なシナリオを前提とした

将来のシナリオ変化に対応するため、モニターすべきポイントを定

リスクと機会の把握を進めています。エネルギー関連の将来動向

点観測する、新たな管理手法を導入しています。エネルギー部門か

（国際エネルギー機関）
が発表するWorld Energy
については、IEA

らスタートしていますが、他の営業部門への展開の検討をはじめ、

Outlookを参照し、IEAのメインシナリオであるSTEPS（Stated

これらの取り組みで明らかとなった内容を踏まえ、当社グループの

Policies Scenario）とともに、SDGsの達 成を前 提としたSDS

長期的な姿やレジリエンスを示すための開示を進めていきます。

気候変動により想定される主なリスク・機会
当社グループは、気候変動により想定されるさまざまなリスクや機会の把握に努めています。毎年開催されるリスク管理委員会でリスクの
把握と対応状況をモニタリングし、長期的な視点で当社グループ事業への影響を確認しています。

想定されるリスク・機会
想定されるリスク・機会

政策・
法規制

移行
リスク

技術

市場

評判

当社グループへの影響

• 環境規制強化（EEDI、GHG排出量削減）

• 設備投資の増加、
既存船舶の座礁資産化

• 使用燃料の規制
（重油規制、
燃料転換、
再エネ義務化）

• サービスの低下

• 排出権取引制度（MBM）導入

• クレジット購入等によるコスト増加

• 新技術対応（新規投資ほか）

• 新技術開発に向けた研究開発費等のコスト増加
• 既存・開発中の技術の陳腐化

• 物流市場の変化（地産地消、
リサイクルなど）

• 荷況の変化、荷量の減少

• 省エネ、
自動運転技術の導入

• 設備投資の増加

• 化石燃料使用に対する忌避

• 燃料転換時期の早期化

• 入札基準への環境パフォーマンスの組み入れ

• 早期対応による商機の獲得、差別化促進
• スケジュールの遅延、貨物ダメージの増加（品質低下）

急性的

• 異常気象の増加

• 機器トラブル、
操船事故等のリスクの拡大
• 運航費の増加

物理的
リスク

• 気候変動に起因する人口、地域の変化
慢性的

• 貨物動向に対応する船舶投資
• 海面上昇に伴う港湾設備等への影響

• 荷況の変化、荷量の減少
• 投資計画の見直し、投資コストの増加
• 再エネ関連ビジネスの増加
（洋上風力ほか）

機会

市場

• 新規ビジネスの開拓
• 新技術開発

• 代替エネルギー
（バイオマス、水素、
アンモニアなど）
の輸送需要の増加
• 既存技術の応用による新規事業の開発
• 新技術導入による燃料消費量の減少

気候変動リスクへの対策（例）

当社グループでは、気候変動リスクへの対応として、下記のようなさまざまな対策を進めています。
• ガバナンス体制の構築

（→P.49）
• 新舶用燃料への転換に向けた技術開発・実用化

• 気候変動要素を加味した投資決定プロセスの構築

• 燃費節減活動の加速

• 気候変動を加味したリスク管理手法の導入とシナリオ分析

• IMO規制に則った安定的な適合燃料の調達

• 化石燃料など貨物需要の把握

• 金融機関などのESG部門やESG投資家との積極的な対話
（→P.59）

• 運航船舶のLNG燃料転換の推進
（→P.29）

