
 当社グループの長期的な経営アプローチ

日本郵船グループのESG経営
当社グループは、創業から今日に至るまで、社会やお客さまのニーズに寄り添い、モノ運びを通じて、社会や産業を下支えしてきました。
その根底には、常に新たな価値創造を追求する、いわゆる“Innovation Oriented”な企業文化があり、 
先人たちから大切に受け継いできました。これからの社会や産業から必要とされるSustainable Solution Providerとなるために、 
当社グループはESGを経営の中心に据えさまざまなステークホルダーと協創し“Total Innovation”で企業価値の向上を目指します。
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社会インフラとして、海運業を中心に、航空貨物輸送、 
陸上輸送、倉庫など、海陸空に広がる 

物流ソリューションを提供

運航船舶：約750隻
貨物航空機：8機

国内外の物流拠点：609拠点
当社グループ社員数：約3.5万人

ESG思考が根付く経営・企業文化 当社グループの強み

事業が生み出す 
独自の素材 P.38‒63

Initiatives
1    成長分野への挑戦

既存の事業活動を通じて、社会や産業の発展を下支えするととも

に、社会や環境の課題（ES課題）の中から、当社グループの事業

機会を見出し、これからの成長戦略を描くこと。そして、その分野

に経営資源を投じていくことが、当社グループが掲げるESG経営

です。VUCA（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity）

時代においてもサステナブルな企業グループであるために、ESG経

営を推進していきます。

事業基盤 （存在価値） 01
素材（差別化要素） 02

Our Approach
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• 世界最大級の運航規模
• さまざまな貨物取り扱いの実績
• お客さまからの信頼
• 135年にわたる歴史



創業から135年間、当社グループが積みあげてきた「技術力」は、お

客さまのご理解やお取引先のご協力、地域社会からのご支援など、

さまざまなステークホルダーとの協創により培われてきたものです。

　新たな分野への挑戦には、「技術力」×「協創」の組み合わせが

必要であり、「協創」はイノベーションを推進する原動力です。

　これからも、世界トップクラスのパートナーとの協創により、当社

グループが目指すESG経営を推進し、新たな価値の創出に取り

組んでいきます。

Technology

Our Approach Our Value Our Progress

Total Innovation（ステークホルダーとの協創）

（事業基盤＋技術力）×ESG
視点

2    「技術力」×「協創」で勝負する

 P.20‒37ESGアプローチ（成長戦略） 03
素材（差別化要素） 

SDGs 
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さまざまなステークホルダーとの協創

 P.24  P.26  P.28  P.30  P.32
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• グローバルなネットワーク
• 先進的な技術開発
• 戦略的パートナーシップ
• 多様性が前提の企業風土

お客さま

メディア

地域社会

金融機関

行政

お取引先

株主・ 
投資家

NPOs
NGOs



日本郵船グループが挑む海運イノベーション
ESG経営を推進する当社グループは、環境問題への意識の高まりを絶好の機会と捉え、当社グループが持つ技術力を 

差別化の源泉として海運イノベーションを起こし、ブルーオーシャンの世界を目指します。

Our Approach

 ESG経営による差別化戦略
中期経営計画で掲げる「Digitalization and Green」をテー

マに、ESG経営による差別化戦略を推進しています。Green

の観点では、舶用燃料の転換や水素・アンモニア事業への

参画、ゼロエミッション船への挑戦などを掲げています。また、

安全運航のさらなる追求の観点から、Digitalizationの活用

による有人自律運航船の実現や運航技術のさらなる高度化

を目指しています。さらに、全産業の課題である気候変動対

応の観点から、当社グループは中長期の環境目標を掲げて

削減に努め、環境フレンドリーな輸送モードをお客さまに提

供するとともに、お客さまの環境課題解決にも貢献するべく

当社グループの持つ技術力を徹底的に活用していきます。

2016 2017 2018 2019 2030 
（目標）

2050 
（目標）

船舶、航空機 ▲0.5% ▲1.6% ▲2.4% ▲2.8% ▲30% ▲50%

※ 輸送単位当たりのCO2排出量（基準年2015年度）

中長期環境目標（GHG削減目標）

目指す姿

戦略的アプローチ １ 2 3

選ばれる 
企業

環境技術で
差別化

お客さまに 
貢献

燃料転換 技術革新 運航技術

 国際海運における環境規制
IMO（国際海事機構）を中心に、さまざまな環境課題に対する国際海運への規制強化が議論されています。

カテゴリー 規制 条約・規定 海域 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025

GHG

EEDI  
（Energy Efficiency Design Index）

MARPOL条約付属書Ⅵ 一般海域 Ph 0
0%

Ph 1
10%

Ph 2
20%

Ph 3
tbn

SEEMP 
（Ship Energy Efficiency Management Plan）

MARPOL条約付属書Ⅵ 一般海域 義務化

DCS 
（Data Collection System）

MARPOL条約付属書Ⅵ 一般海域 適用

SOx ・ 
PM 硫黄酸化物 MARPOL条約付属書Ⅵ ECA

一般海域
1.0%
3.5%

0.1%

0.5%

NOx 窒素酸化物 MARPOL条約付属書Ⅵ ECA
一般海域

2次規制
2次規制

（北海・バルト海追加）

生物 
多様性

バラスト水 バラスト水管理条約 一般海域 発効

船体付着物 ― ― 2011年：生物付着管理（非強制）ガイドラインが策定

解撤 シップリサイクル シップリサイクル条約（未発効） 一般海域 2009年採択：発効されれば全船が対象

GHG ： Green House Gases（温室効果ガス）二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCS）、パーフルオロカーボン類（PFCS）、六フッ化硫黄（SF6）など
EEDI ： Energy Efficiency Design Index（エネルギー効率設計指標）船舶の設計・建造段階で仕様に基づく原単位（トン・マイル）あたりのCO2排出量を評価する指標
SEEMP ： Ship Energy Efficiency Management Plan（船舶エネルギー効率管理計画書）航海ごとにエネルギー効率を改善するための運航上の取り組みを明示
DCS ： Data Collection System（燃料消費実績報告制度）総トン数5,000トン以上の国際航海に従事するすべての船舶を対象に、燃料消費量、航海距離および航海時間をIMOに報告する制度
SOx規制 ： 排ガス中のSOx量を抑制するため、燃料油に含まれる硫黄分含有率を規制するもの
NOx規制 ： エンジン排ガス中のNOx量を段階的に規制するもの。 

1次規制：2000~2010年起工船に対し、エンジン定格回転数に応じた排出量を規定。2次規制：2011年以降起工船に対し、1次規制から約20%削減を義務化。3次規制：開始年は対象海域ごとに異な
り、2016年、2021年の2段階となっている。

バラスト条約 ： 2017年9月の発効以降、（定められた個船の期限までに生物や一部の病原菌の越境移動を防止させる）バラスト水処理装置の搭載が義務付けられている
シップリサイクル： 解撤（スクラップ）における労働災害・環境汚染抑制の条約。発効要件を満たした24カ月後に発効

3次規制（米国・カナダ沿岸）

  CSR＞環境＞環境規制
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Our Approach Our Value Our Progress

規制対応に確実に挑む当社グループの組織力
大気汚染防止の観点から、IMOは2020年1月1日より船舶の燃料油中に含まれる硫黄分（SOx）の濃度の上限を
0.5％とする規制を開始しました。当社グループは、2019年4月に「IMO2020」プロジェクト体制を構築。グループ
を挙げて、当社グループの重要な経営課題である当該規制への対応に挑みました。

社長（プロジェクトリーダー）

企画グループ 
（事務局）

燃料グループ
（適合油調達）

営業4本部※1

（スケジュール・ 
コスト管理）

工務グループ
海務グループ
（スクラバー装置
搭載※2・燃料 
切り替え支援）

環境グループ
（規制関係情報
収集・対応）

※1  営業4本部：一般貨物輸送、自動車輸送、ドライバルク輸送、エネルギー輸送
※2 スクラバー搭載隻数は、運航船約80隻まで決定済み（2020年3月末現在）

FAQ 01 FAQ 02

Column

 燃料グループでの取り組み

燃料グループは、舶用燃料の購買を担っていますが、当プロジェク

トにおいては、適合油に関する情報収集と、適合油の早期の確保

に努めました。適合油は、2020年1月の規制開始に向けてサプラ

イヤー側でも成分調整など準備が進められていましたが、規制に

適合する燃料の十分な供給体制が世界各地で構築されるのか懸

念されていました。当社は、2019年10月から適合油の補油開始

を計画し、2019年4月にはサプライヤーとの交渉を開始。適合油

の調達を進めました。適合油の調達、および切り替えを確実に行

うために、本船の運航担当者向けに個別説明会を開催。2019年

末までの燃料切り替えを着実に行うための計画を共有し、実行す

ることができました。

　また、適合油を最適な量で購入するためのシステムを構築し、 

需要予測を「見える化」。運航担当部署と連携することでコストの

削減に努めました。

 ドライバルク輸送本部での取り組み

ドライバルク船は、船種、航路によって燃料油の消費はそれぞれ異

なります。2019年内の適合油の切り替えを確実に進めるために、

他部門が使用する燃料タンク内の残油を可視化するシステムを、

ドライバルク船隊でも活用しました。個船ごとに残油量を確認し、

予定より残油量が多い場合には、本部長を含め、関係者全員へア

ラートメールを送信し、情報共有を図りました。週に2回、アラート

の出た対象船を1隻ずつ丁寧に分析し、運航担当者や関係部署と

協働で指差し確認しながら進めました。

　また、適合油への切り替えを着実に実行するために、社内で燃

料節減活動を推進するIBIS TWO Plusが事務局となり、全社の

運航担当者を対象に、適合油切り替えや契約に関する勉強会を

開催。毎回100名規模の参加

者が集まり、グループ全体で認

識の共有を図りました。

FAQ： いかにしてミッションを達成したか ?FAQ： いかにしてミッションを達成したか ? 01 02

 IMO2020プロジェクト概要
既存船におけるSOx規制への対応には、硫黄濃度の低い燃料（適

合油）への切り替えか、排ガス浄化装置（スクラバー）の船舶への

搭載かのいずれかの対応が必要です。適合油については、船舶へ

の供給体制や燃料の変更による船用機器への影響、スクラバー搭

載には、工事のための造船所確保や船内設置場所の検討など、

解決すべき課題がたくさんありました。当社グループでは、社長を

プロジェクトリーダーとする社内横断的な推進体制をとり、当社内

の複数の関連部署が情報収集や、関係先との調整を図り、大きな

トラブルもなく当社グループ運航船すべての対応を完了し、2020

年1月1日からの規制開始を迎えました。
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Remote Diagnostic Centerの設立
当社グループは、SIMS搭載船約200隻の状態監視を行っています。機関プラントの異常

検知ロジックやデータ品質管理システムの開発に実用化の目処が立ったことから、デジタ

ル船舶管理を行う組織、Remote Diagnostic Center（NYK Fil Maritime E-Training, 

Inc.：フィリピン）を立ち上げ、SIMS搭載船を集中的かつ効果的に監視する体制を整えま

した。重大事故の防止とCO2排出量の削減とともに、安定かつ高品質な物流を維持・提

供することを使命として、当社グループとお客さまのESG経営に貢献していきます（→P.29）。

 船舶の技術・イノベーションロードマップ（抜粋版、2020年8月更新※）
 デジタライゼーション　  ハードウェアイノベーション 

2015
※完全版はNYKレポート2018

2020

 01 ： 予防保全の高度化

高度船舶管理システムの導入

LNG燃料自動車専用船

Our Approach

Innovation Roadmap
̶ 安全運航と「脱・炭素」を推進 ̶ 

外航海運のゼロエミッション化は、大変な努力と困難を伴いますが、達成すべき重要な課題です。併せて、貴重な海洋生態系保全
のためにも、徹底した安全運航が我々の責務です。当社グループは、「船舶の技術・イノベーションロードマップ」を定め、長期的
な視点で取り組む課題を特定するとともに、着実に技術開発を進めています。

DUAL Ratingシステムの導入

LNG燃料タグボート

 02  ： 実船シミュレーションによる船舶設計

 P.24‒25

運航改善ノウハウの自動化・効率化

SIMS2構築／ビッグデータ収集・活用 次世代ICTプラットフォーム

陸からのリアルタイム遠隔診断・監視

水素・アンモニア燃料船の開発

LNG燃料船の展開 複合材の採用、最適形状設計による船体の軽量化

デジタルツインを活用した高環境性能船の開発

画像処理技術を活用した見張り支援コックピット型ブリッジJ-Marine NeCST

状態基準保全（CBM）の導入

 01 ： 予防保全の高度化運航状態の見える化 運転状態の知らせる化

ビッグデータに基づく運航改善（IBISプロジェクト）

Remote Diagnostic Center
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Our Approach Our Value Our Progress

最新鋭のセンサーで収集したデータを活用し、実船シミュレーション設計を実現
当社は（株）MTIおよび古野電気（株）と共同で、実海域における船舶周囲の水流を計測する

センサーを開発しました。収集した実海域データをジャパン マリンユナイテッド（株）と共有

し、分析・活用しています。実船を再現したシミュレーションでさらなる高効率を追求したプ

ロペラの設計により、CO2排出量を約2%削減できました。2020年に竣工した大型原油タン

カーでも同様の計測を実施し、今後も他船種に展開していく予定です。2050年に向け、 

船体抵抗を低減する船舶の設計にもこの実船シミュレーション技術を活用していきます。

2030 2050

 02 ： 実船シミュレーションによる船舶設計

高度船舶管理システムの導入

  外航海運におけるGHG排出量削減の流れ

IMO（国際海事機関）は、今世紀中の国際海運 

からのGHG排出量ゼロに向けたシナリオを描いて

います。2030年までは運航効率化と省エネ技術

が対策の大半を占め、2030年以降は次世代燃料

への転換が寄与するであろうと分析しています。
出典：（一財）日本船舶技術研究協会作成資料を（株）MTIにて調製 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 21002010 2015 20252020 2030 2035 2050

GHG排出量・削減量の推移予測シナリオ
 燃料代替　  船上CCS　  バッテリー　  風力推進　  運航効率化　  省エネ技術

CO
2排
出
量（

M
t）

排出量削減対策なしの場合の 
GHG排出量（BAU）

2050年：総量△50%以上

高度自動化船の船舶管理システムの導入

低軌道衛星による高速通信の活用

陸からのリアルタイム遠隔診断・監視 大容量データを活用した陸からのリアルタイム診断・監視

電気推進機関の導入

水素燃料電池の導入水素・アンモニア燃料船の開発

複合材の採用、最適形状設計による船体の軽量化

デジタルツインを活用した高環境性能船の開発

画像処理技術を活用した見張り支援 有人自律運航システムの導入

状態基準保全（CBM）の導入

 01 ： 予防保全の高度化

プロペラ（模型と実船）

（年）
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Our Approach

０１ ０２

Next Innovation for Zero
̶ 脱・炭素に向けたさらなる一手 ̶ 

「脱炭素」は、全産業が抱える課題です。当社グループは、輸送モードにおける低炭素・脱炭素の推進だけでなく、 
将来の脱炭素社会に向けたバリューチェーン構築に向けて、動き始めています。

NYKグループが考える燃料転換のステップ

2015 2020

重油

 低炭素燃料 : LNG·LPG·メタノール

2015
日本初のLNG燃料タグボート
「魁（さきがけ）」竣工

2016
世界初のLNG燃料自動車 
専用船「AUTO ECO」竣工

2017
世界初の新造LNG燃料供給
船「ENGIE Zeebrugge」竣工

2019
メタノール燃料船 
「TAKAROA SUN」竣工

2020
•  国内造船所初のLNG燃料自動車専用船 
「SAKURA LEADER」竣工予定
•  日本初のLNG燃料供給船竣工予定

2022
LNG燃料自動車専用船竣工予定

2023
LNG燃料大型石炭専用船竣工予定

　　 国内初のLNG燃料供給船が竣工 
当社と川崎汽船（株）、（株）JERA、および豊田

通商（株）の4社で設立した合弁会社セントラル

LNGシッピング（株）（以下、CLS）は、造船契約

を結ぶ川崎重工業（株）とLNG燃料供給船1隻

の建造を進めています。本船は2020年秋ごろに竣工し、国内初の

LNG燃料供給船となる予定です。また、中部地区における船舶向

けLNG燃料供給の事業開始に向けて、2018年5月にCLSおよび

セントラルLNGマリンフューエル（株）（以下、CLMF）4社で設立し

ました。CLSが現在建造中のLNG燃料供給船を保有、管理し、

CLMFがLNG燃料供給事業を展開します。

　　 国内初、LNG燃料の自動車専用船を建造 
当社が発注したLNGを燃料とする世界最大級の自動車専用船の

建造が、2019年9月から開始。国内造船所で建造される初の大

型LNG燃料船として2020年秋ごろに竣工する予定です。

　本船は、大型のLNG燃料タンクを備えた世界最大級の自動車専

用船です。燃料タンクによる自動車積載スペースの減少を最小限に

留めるため、船幅拡張などの主要目の最適化に加えて貨物を積載

するスペースを最大化するための設計に工夫を凝らし、1隻当たり約

7,000台（基準車換算）の輸送が可能です。さらにその環境性能は、

2025年に要求されるIMO（国際海事機関）のEEDI規制Phase 3の

基準値30%を大幅に上回る約40%のエネルギー効率（輸送単位当

たりのCO2排出量）改善効果とともに、従来の重油焚き機関と比べ、

SOxは約99%、NOxは約86%の排出量削減を見込んでいます。

  LNG燃料　舶用LNG燃料の推進 

 船舶の燃料転換ロードマップ
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ISOタンクコンテナによる輸送 AFAGC外観イメージ図

Our Approach Our Value Our Progress

０１ ０２

2030 2050

 低炭素燃料 : LNG·LPG·メタノール

合成メタン

 ゼロ炭素燃料 : 水素·アンモニア

　　 世界初、水素を輸送する国際実証試験を 
本格開始 

当社は、千代田化工建設（株）、三菱商事（株）、

および三井物産（株）とともに次世代水素エネル

ギーチェーン技術研究組合（英語名：Advanced 

Hydrogen Energy Chain Association for 

Technology Development（以下、AHEAD））を立ち上げました。

AHEADでは、世界初となる水素を輸送する国際実証試験を本格

的に開始しています。ブルネイで生成したメチルシクロヘキサン

（MCH）を海上輸送し、川崎市内に設置した脱水素プラントで水素

を分離後、東亜石油（株）の水江発電所のガスタービン向けに供

給。2020年6月に、脱炭素プラントで分離したトルエンをブルネイ

へ輸送し、再度水素と結合させる処理を開始したことで、水素サプ

ライチェーンの循環が完成しました。

　　 世界初、液化アンモニアガス運搬専用船／浮体式
アンモニア貯蔵再ガス化設備の共同研究へ参画 

当社、ジャパン マリンユナイテッド（株）、（一財）日本海事協会は、

アンモニアを主燃料とする液化アンモニアガス運搬専用船

（AFAGC：Ammonia Fueled Ammonia Gas Carrier）および浮

体式アンモニア貯蔵再ガス化設備（A-FSRB：Ammonia Floating 

Storage and Regasification Barge）の実用化に向け、2020年8

月に共同研究開発契約を締結しました。AFAGC、A-FSRBともに

世界初の研究開発です。アンモニアは燃焼してもCO2を排出しな

いことから、次世代燃料として需要増加が見込まれています。大型

船舶によるアンモニア海上輸送の実現と、国内電力会社が取り組

む石炭火力発電所でのアンモニア混焼導入時にA-FSRBでの貯

蔵を含めた物流ソリューションの提供など、海事産業のみならず、

エネルギー産業の脱炭素化への貢献を目指しています。

  水素・アンモニア　脱炭素に向けたバリューチェーンの構築 

コンセプトシップ
「NYK SUPER ECO SHIP 2050」
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磨き上げた技術集団が目指す  
新たな価値創造 
運航の「現場」が直面するさまざまな課題解決に、当社グループは継続して取り組んできました。 
そして、運航の「現場」が持つ豊富な経験や高度な技術力とIoTやビッグデータからスタートした最先端の 

デジタル技術を組み合わせ、海運業界では初となる高度なシステムを構築・適用し、船舶やその運航の最適化を図っています。 
海事クラスターとの協業はもとより、さまざまなパートナーとともに新たな価値を創造する。 
当社グループの技術集団がその価値創造を先導しています。

Our Approach

STEP 1

STEP 2

海務・工務の基盤技術 
• 省エネ運航（Save Bunker）
• カーゴ輸送品質管理 
• 性能解析
• 水エマルジョン燃料ボイラー 
• 太陽電池 + 二次電池搭載 
• ハイブリッド・ターボチャー ジャー 

現場の知見

システム・インテグレーション

• 省エネ付加物 
• 省エネガバナー  
• 空気潤滑 
• 陸電供給
• 省エネ船型改造
• 船底防汚塗料選定   

データ解析・見える化  
•  船舶パフォーマンスシステム「SIMS」による 
データ収集
• 燃料節減活動（IBIS TWO Plus）
• 最適配船
• コンテナ輸送最適化

• 実海域性能解析
• 状態基準保全（CBM）
• 船舶運航支援装置「J-Marine NeCST」
• 船舶管理業務共通プラットフォーム「NiBiKi」
• IoSオープンプラットフォームでのデータ共有
• NYKデータレーク

ビッグデータ・IoT

• 高環境性能船 
• 安全操船支援技術   
• 機関遠隔監視（Remote Diagnostic Center）
• 実海域最適船型設計 
• 事故解析システム「KiSEKI」
• サイバーセキュリティ対策

STEP 3

ESGに資する 
価値創造 

（ゼロエミッション船） 
（有人自律運航船） 

など
  積み重ねてきた価値創造への挑戦

高度自動化・統合化
• 高度船舶管理システム（デジタル船舶管理）
• お客さまのサプライチェーンへの環境ソリューションの提供
• 代替燃料（LNG、水素・アンモニア等）、再生可能エネルギー

ビッグデータ × 設計

現場の知見×システム・インテグレーション

STEP 1 ×  2 ×  3

STEP 1 ×  2

2020年代 新たな挑戦

2010年代

2000年代
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当社グループのESG経営推進において、安全と環境への対応

は最重要課題であり、技術本部の持てる力をどれだけ結集で

きるかが鍵だと考えています。2018年発表の未来のコンセプ

トシップ「NYK SUPER ECO SHIP 2050」の環境（E）要素も

含め、2050年までの研究領域とタイムフレームを示した「船

舶の技術・イノベーションロードマップ（→P.22–23）を策定

し、安全運航の実現と船舶の脱炭素化に向けた研究開発を

進めています。

　また、船舶からのCO2排出量削減とサプライチェーンへの波

及効果を見込んだ中長期環境目標(→P.20)を掲げています。

中長期環境目標の達成に向け、まずは新造計画に合わせなが

らLNG燃料船の導入を検討していきますが、それだけでは

GHG削減効果は限定的です。水素・アンモニア燃料船の開発

といったゼロエミッションを目指した燃料転換や、船型開発に

よるハードウェアの改良のほか、お客さまのご協力も得ながら、

配船や荷役を含めた停泊時間の短縮など、運航効率の向上

も掛け合わせることで目標達成を目指します。これらにデジタ

ライゼーションを組み込むことで、その効果は飛躍的に高まる

と考えています。

　当本部には工務、海務、環境、デジタライゼーション、情報企

画、技術本部統轄の各グループがあり、130名規模のスタッフで

構成されています。加えてグループ会社に（株）MTI、（株）日本海

洋科学、（株）NYK Business Systems、Symphony Creative 

Solutions Pte. Ltd.という4つのラボを持ち、この技術集団は 

唯一無二の強みです。この組織力と実績があるからこそ、舶用

メーカーや造船所、海事系以外の企業ともオープンコラボレー

ションが実現できるのです。2020年7月には、マースクゼロカー

ボンシッピング研究所（The Maersk Mc-Kinney Moller Center 

for Zero Carbon Shipping）の設立に参画を決め、海事産業の

燃料転換による脱炭素化を促進する研究に寄与する考えです。

　当本部には2つの大きな機能があります。事業を支えるイン

フラ技術（土台）と差別化を図る技術（先端技術）です。前者

は、船舶の発注、船員の採用、教育、配乗を含めた船舶管

理、ITインフラなど事業根幹を支える技術であり、これがなけ

れば1日たりとも事業を継続することはできません。後者はデ

ジタライゼーションを含む未来に向けた半歩先の技術です。

先端技術の先駆けとして、2008年に導入した船舶パフォー

マンスシステム「SIMS」により運航データに加え、気象・海象

データなどがビッグデータとして蓄積し、エンジン性能解析、

状態基準保全（CBM※）のほか、有人自律運航船のシステム

開発にもつなげています。また、2019年から本格稼働した船

舶管理業務共通プラットフォーム「NiBiKi」により、船上業務

のHuman Elementもビッグデータ化が可能となりました。

SIMSやNiBiKiで収集されたデータを、当社グループの技術

集団によって解析していく力こそ差別化の根幹であり、将来

のビジネスリターンにもつながると考えています。
※  Condition Based Maintenance：船内に搭載された各機器の状態を常時監視
して、状態に応じて都度メンテナンスを行う予防保全。これにより高度な機関プ
ラントの運用が期待できる

Our Approach Our Value Our Progress

Message

技術本部が持つ力を結集させ、 
加速度的に価値を創出する

専務執行役員
チーフセーフティーオフィサー（マリン）（CSO（Marine））

チーフインフォメーションオフィサー（CIO）
グループIT政策会議議長

技術本部長（上級環境管理責任者：ECEM、技術戦略会議議長）

小山 智之
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オープンコラボレーションによる 
有人自律運航船への挑戦
安全運航や効率性向上、乗組員の労働負荷低減を実現するには、自律運航船に代表される高度なシステム・インテグレーション
が不可欠です。当社、当社グループで技術開発を担う（株）MTI（MTI）、（株）日本海洋科学（JMS）をコアに、 
海事産業を支えるグローバルなプレーヤーやシステム業界など他業種とのオープンコラボレーションによって、 
乗組員が高度な処理能力を持つシステムを活用する自律運航船の実現を目指しています。

Our Approach

2008
船舶パフォーマンスシステム 
「SIMS」の開発

SIMSにより詳細な実海域データの収集が実現。 
各船に搭載することで、個船ごとの運航状態や燃費
に関する情報を船陸間でタイムリーに共有可能に

自
律
運
航
船

基
盤
技
術

2019
アジア初 自律運航船コンソーシアム
「One Sea」参画
欧州拠点の自律運航船の実現を目指す国
際的コンソーシアム「One Sea」にMTIが
参画

2016
国土交通省の海事生産性革命
“i-Shipping”参画
国土交通省が推進する海事生産性革命 
「i-Shipping（Operation）」において「衝突防止と
自律操船」など4件のプロジェクトに、当社および
MTI、JMSが参画。5年間のプロジェクトを開始

2017
船舶運航支援装置 
「J-Marine NeCST」を 共同開発
当社とMTIは、日本無線（株）と共同で電子海図を含む航海
情報を大型ディスプレイ上で管理・共有する装置を開発

2012
最適経済運航プロジェクト  
「IBIS」の発足
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」を開
始。船と陸の情報共有、業務プロセス変革、データ活用などでフリー
ト全体の燃料消費量、CO2削減。効果は年間数十億円規模。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

2019
•  船舶向けサイバーリスク管理システムの共同開発を

Dualog社と開始
ノルウェーの海事IT企業Dualog社およびノルウェーの政府系ファンド「Innovation Norway」の 
資金援助を受けて、船舶向けサイバーセキュリティ管理システムの開発に関するプロジェクト
「Cepa Shield（セパ シールド）」を立ち上げ。2年かけて当社の運航船50隻に搭載・運用しながら 
開発を進める

•  船舶におけるサイバーセキュリティマネジメントシステムの  
認証を取得

当社グループ会社のNYK LNGシップマネージメント（株）が、（一財）日本海事協会からサイバーセ
キュリティ管理システムの任意認証を取得（同協会第一号案件）。2021年1月以降最初の年次検
査までに船舶にサイバーセキュリティ対策の仕組みを導入し、船員や陸上要員の対応マニュアルを
含めた整備が求められる。当社グループは早期対応に向けて準備を進めている

2018
IoSオープンプラットフォームと国際規格化
海事産業全体のイノベーション創出を図るため、（一財）日本海事協会の子会社（株）シップデータセンター（ShipDC）
のIoS（Internet of Ships）オープンプラットフォーム（IoS-OP）構想に当社が参画。（一社）日本舶用工業会のスマート
ナビゲーション研究会において、舶用機器メーカー、（一社）日本船舶技術研究協会とともに、MTIが牽引した舶用デー
タ収集装置に関する国際規格ISO19847／19848（データサーバーの標準化／データ名称の標準化）が制定

2008 2020

2020
•  タグボートの遠隔操船実船試験実施

2018年から国土交通省が進める自動運航船の実証
事業に当社およびMTI、京浜ドック（株）、JMSを含む
16社でコンソーシアムを形成。安全要件の策定などの
環境整備の課題抽出を目的に、タグボートによる実証
試験を東京湾内（横浜沖–横須賀沖間）で実施

•  (一財）日本海事協会より、自律船コンセプト 
フレームワーク APExSのAiP認証※取得
※ AiP認証：Approval in Principle（基本認証）

  https://www.youtube.com/
watch?time_continue=15&v=YGn-2ifrYvY&feature=emb_logo
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Our Approach Our Value Our Progress

   ユーザー視点で有人自律運航船を協創する

当社グループでは、船会社の現場オペレーションのノウハウ
を軸に、自律運航船を開発しています。船を使うユーザーの
視点を中心に、高度な技術力を持つメーカーやサービス提
供者とのオープンコラボレーションを進めているのが特徴で
す。そのために、コンセプトの策定、設計、リスク評価、開発、
検証、搭載、運用の一連のプロセスをパートナーやステーク
ホルダーと共有し、海事産業のそれぞれのプレーヤーの得
意分野を活かして業界全体で自律運航船を世界に先駆け
て実現することを目指しています。

  半歩先の技術を追求し、価値の創造に挑む

当社グループにおける自律運航船に関する取り組みは、「現
場の知見で未来を創る」という言葉を旨として、運航の現場
を預かる海技者が日頃から感じている安全・効率運航に対
する課題・改善点を提起し、海技者自らが中心となって社内
外の多くのパートナーの協力を得て進めている点が特徴で
す。取り組みに携わる者には「パートナーとともに常に半歩先
の技術を追求する」という思想が浸透しており、開発した技
術は囲うことをせず、標準化し世の中に広め、それぞれのビ
ジネスにおける「新たな価値」を創造することを意識していま
す。引き続き、これまで培った「パートナーからの信頼」を元に
ユーザーが求める未来を創造していきたいと思います。

（株）MTI 取締役 

安藤 英幸

（株）日本海洋科学 運航技術グループ グループ長

桑原 悟（日本郵船（株）船長）

Message

2020
Remote Diagnostic Center（RDC）の設立
デジタル船舶管理の一環として、2020年8月、フィリピンのNYK-Fil 
Maritime E-Training Inc.（船員研修所）内にRDCを設立。SIMS搭載
船約200隻を対象に機関プラントのモニタリングを陸上で行う。 
当社グループ運航船の重大機関事故撲滅および燃料節減にも寄与し
ていく。将来は、自律航行の遠隔コントロールセンターへの発展も見据
えている（→P.22）

2019
船舶IoTを活用した機関トラブルの異常検知の
取り組みが、日経コンピュータ主催「IT Japan 
Award 2019」グランプリ受賞

2020
•  (公財）日本財団の無人運航船のプログラム  
「無人運航船プロジェクト「MEGURI 2040」」に参加
無人運航船による内航海運事業の実現を目指すプロジェクト。国
内24社によるコンソーシアムで（2020年8月現在）、当社および
JMS、MTIの3社が参加。2021年には、世界初の無人運航船実現
に向けた実証実験を目指す

「NYK SUPER ECO SHIP 2050」
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NYK × Green

Our Approach

再生可能エネルギーをテーマに 
新たな価値創出を目指す
当社グループは、2019年4月に「グリーンビジネスグループ」を立ち上げ、環境分野での事業開拓を加速しています。 
2017年に世界初の新造LNG燃料供給船による、舶用LNG燃料の供給事業を欧州で展開。2020年には、国内初のLNG燃料 

供給船による事業を開始しています。さらに洋上風力発電などの分野でも具体的なプロジェクトが進行しています。
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洋上風力発電・売電事業への出資・参画 

参画検討領域 

 洋上風力発電  バリューチェーン 

グリーン 
ビジネスグループ

工務グループ 
海務グループ 

（株）MTI （株）日本 
海洋科学 

エネ
ルギー輸送本部 

技術本部 

連携

  営業+技術の両輪で事業創出に挑む  

伝統的なビジネスモデルの構造転換をリードするのがグリーンビ

ジネスグループです。グリーンをキーワードに当社グループの技術

者を動員して技術オリエンテッドな営業を展開します。

※1 SEP船： Self-Elevated Platform（自己昇降式作業台船）。洋上で風力発電装
置の設置作業に必要な船

※2 CTV   ： Crew Transfer Vessel（作業員輸送船）。洋上風力発電設備の建設
や、発電開始以後のメンテナンス用に作業員を輸送するための船

  新規参入事業
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当社グループは、時代の二大潮流に直面しており、これま

で以上に大きな変化が強く求められています。潮流の

一つは、脱炭素への対応です。海運・物流会社である当社グ

ループは重油を大量に消費しながら化石燃料を輸送する事

業者であり、既存事業の継続には、徹底した低炭素、脱炭素

に向けた取り組みが必要です。もう一つは、保護主義や地産

地消に伴うスロートレードの流れです。事業は生き物と同様

に寿命があります。当社グループが持続的に成長していくため

には、時代の要請でもあるグリーンビジネスの分野に果敢に

取り組んでいく必要があると考えています。

　2018年4月、社内にグリーンビジネスチームが誕生。2019

年、専任部署としてグリーンビジネスグループが設立され、

2020年で3年目に入りました。まだ3年目ではありますが、社

会には多数のニーズがあり、当グループで取り扱う案件も急

増しています（→P.55）。グリーンビジネスグループの基本戦

略は、エネルギー輸送本部と同様「バリューチェーン戦略」で

あり、上流から下流まで幅広く関与することを考えています。

例えば洋上風力発電事業では、実行可能性調査から、資材

の輸送、風車の設置・据付、完成後の保守、売電に至るまで

あらゆる段階に関与していくことを想定しています。また、船舶

を建造し運航管理する当社グループの既存事業でのノウハウ

が活かせる分野もあり、洋上風力発電所を建設する段階での

設置作業船（SEP船）や保守段階での作業員輸送船（CTV）

事業などを手掛けていく考えです。また、水素やアンモニアに

おける事業展開については、需要と供給の両サイドから参入し

ていく考えです。まずは、水素やアンモニアの需要を創出しつつ、

その供給網構築に向け、取り組みを開始しています。2017年7

月、当社は次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合

（AHEAD）を社外パートナーとともに設立し、世界に先駆けた

水素の国際間サプライチェーンの実証実験に着手、2020年6

月に試験を開始しました（→P.25）。水素サプライチェーンの構

築には、これから10年以上の年月がかかると思いますが、社外

パートナーと協業しながら技術開発を進めています。

　グリーンビジネスグループでは、「輸送とエネルギー供給にお

いて環境負荷低減に寄与する事業を当社グループの収益基盤

の一つとして育成・確立させ、当社グループの事業全体をサス

テナブルなものにする存在」となることを中長期ビジョンとして

定めています。また、ビジョンを実現するために4つのイノベー

ションに取り組んでいます。一つ目は、洋上風力で必要となる

サービスを提供するプロダクト・イノベーション。二つ目は、水

素・アンモニア供給という新しい市場を開拓するマーケット・イ

ノベーション。三つ目は、国内外の専門的知見を持ったパート

ナーとWin-Winの関係を構築するオープン・イノベーション。四

つ目は、工務・海務・（株）MTI・（株）日本海洋科学などの技術

部門と一体となって新規事業を開発する組織イノベーションで

す。これらの取り組みを通じて、10年後には少なくとも単年度

で数十億円規模の利益が上げられる事業部門を構築したいと

考えています。

グリーンビジネスグループ 
グループ長 

中村 利

サステナブルな企業体に向けて
グリーンビジネスが果たす役割
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NYK ×

Our Approach

Digital

  育成する人材像  
•  新たな市場の開拓や新規事業の創造、社内変革を起こし企業

を牽引するビジネスリーダー

•  個々の社内改革・新規事業を実務者として推進するプロジェ 

クトリーダー

  受講内容   

•  基礎学科では、海運・他業種の実例をもとにしたデザイン思考

などのイノベーション手法や機械学習などデータサイエンスによ

る分析手法を習得。演習では、受講者が自ら選ぶテーマで社内

改革・新規事業の創出に挑む

•  社内外の専門家を講師として招聘

•  演習時には、各チームのメンターを配置

•   最終回は当社グループ経営層に発表会を実施  

卒業時に終了証と社内資格を授与

  卒業後   

デジタライゼーショングループと連携し、提案内容の実行に向け

て、社内の関係部署とともに業務改革やビジネス創出に挑む

テレワークによるディスカッション フィリピンでの短期集中演習

講義時間 ：1回2時間／週（受講総時間124時間／人）

講義スケジュール ：基礎学科（2カ月間）、演習（4カ月間）

フォローアップ ：半年間

Column : NYKデジタルアカデミーは偉大なる長期投資

これからのイノベーション人材は、全体最適を考えて行動しなけれ

ばなりません。国際物流の課題に海運と陸運のシームレス化があ

ります。解決していくには、通常の業務範囲を超えて思いを巡らせ

ることのできる人材が必要不可欠です。そのためには、早い段階か

ら幅広い知見や経験を身に付けていくことが重要です。長期的な

視野で人材育成していく組織が社内にあることは素晴らしく、「偉

大なる長期投資」を行っていると思います。

　本アカデミーでの私の役割は、背後にある普遍的な数理科学

の知見をお届けすることですが、本質を見抜くことができる人材づ

くりに貢献していきたいと思います。 

NYKデジタルアカデミー社外招聘講師
東京大学
先端科学技術研究センター教授 
西成 活裕氏

真の顧客ニーズを洞察し、主体性を持って 
革新・改革に取り組むビジネスリーダーを育成する
将来を担う人材を育成するために、NYKデジタルアカデミーを創設。 
当社グループの若手管理職を対象に現在第二期を実施中です。
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企 業の持続的な成長において最大の推進力となるのは

人材です。当社グループを取り巻く事業環境は、デジ

タル技術の進化をはじめ、従来のビジネスモデルを根本から

見直さなければならないほど大きな変化が起きています。将

来的な不確実性が高まっているという危機感もあり、社員の

考え方や業務プロセスをまるで違うレベルへと進化させる研

修プログラムが必要と考え、2019年9月NYKデジタルアカデ

ミーを発足しました。

　本アカデミーには大きく3つの特徴があります。一つ目は外

部に委託せず、社員自らの手で教育プログラムを設計するこ

とです。社外より一流の講師を招聘するのみならず、海外拠

点で新規事業を立ち上げ過去に前例のない変革に挑戦した

当事者や国内外の教育・研究機関で最先端のイノベーション

のノウハウを習得した人材など、多くの社員が講師となり、当

社グループのビジネスに直結する指導を行っています。二つ目

は、リーダーに必須の素養である、多くの人の共感を得る事

業ストーリーの構築です。本アカデミーはイノベーションがメ

インテーマであり、社内では十分に認知・自覚されていない

シーズを発掘するために、幅広い業種の方へのヒアリングや、

事業ストーリーの仮説を立て、検証を繰り返すなど、新たな

価値を自ら探し、作り出す手法をとっています。三つ目は、“イ

ノベーションの創造は偶然ではない”という観点から、最新の

「型（カタ）」を学び、ビジネスの創造手法を習得します。

　本アカデミーの目的は、エンジニア・デジタル技術の専門家

を育成することではありません。新たな事業を創造し、組織を

率いてそのアイデアを実現する、言わば経営者（ビジネスリー

ダー）の養成にあります。6カ月のプログラムのうち、最初の2カ

月は基礎的な内容を徹底して学習します。時代が変わっても必

要となる普遍的要素（数理科学）や当社グループの歴史・理念、

ビジネスリーダーに必須の教養（リベラルアーツ）を重視してい

ます。また、今後のビジネスでは不可欠なスキルとなる機械学

習やプログラミング言語など、数理分析のベースとなる最新技

術についても学びます。さらに、異文化コミュニケーションや環

境適応能力を向上させるため、海外グループ会社社員との短

期演習を実施します。残りの4カ月は、受講生自らが主体的に

選んだテーマに沿って、新規事業の企画・立案や社内の業務

変革など共同作業を行います。最終回には、社長に向けて提

言のプレゼンテーションを行いますが、提案で終わることなく現

実のものとなるよう、社内の関係先とも連携しながら、研修後

も約半年間フォローアップしていきます。

　企業の使命はお客さまに価値を提供し、社会の期待に応え

ることです。本アカデミーの修了生同士が、お互いのチャレンジ

をたたえ合い、支え合いながら、自律的にプロジェクトを運営し

ていく姿が、グループ内の日常風景になってほしいと思います。

当社グループ内の知見も最大限に活用しながら、最先端の教

育機関として、グループや業界の枠組み、地域を超えた取り組

みで、新たな価値を創造する人材を生み出していきます。

デジタライゼーショングループ   
NYKデジタルアカデミー学長 

石澤 直孝 
東京大学大学院工学系研究科「先端物流科学特論Ⅰ」に外部講師として招聘

組織を率いて新たな価値創造や 
変革を実現する次世代人材を育成する
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Our Approach
特集 ： 座談会

事業を通じて社会課題の解決に貢献する 
新しい可能性やイノベーションを考える

当社グループは中期経営計画“Staying Ahead 2022 with Digitalization and Green”において、 
事業活動を通じた社会課題の解決を目指し、ESGやSDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献する取り組みを推進しています。
今回、「イノベーション」や「起業」の分野で次 と々成功事例を生み出されているみんな電力（株）代表取締役の大石氏をお招きし、
当社グループの未来を担う若手社員とともに、社会課題とイノベーション、仕事への向き合い方についてお話しいただきました。

時に企業価値の創出を重視して事業を運

営しています。行動原則は、「面白くて、儲

かること」の2つ。自分・世の中・お客さま

にとって面白く、社会にも会社にも利益に

つながることを追求しています。最近の事

業活動の一つに神奈川県横浜市が推進

する脱炭素化イニシアチブ「Zero Carbon 

Yokohama」があります。青森県横浜町の

再エネ電力を神奈川県横浜市内の事業

者に供給する地域間連携プロジェクトで、

みんな電力（株）は自社のブロックチェーン

技術を提供しているのですが、このプロジェ

クトに日本郵船さんが賛同し、氷川丸に再

エネ電力の供給を開始したことによりご縁

がつながりました。

外と中から見た 
日本郵船グループの社風や風土

日本郵船グループは 
どのような企業でしょうか。

大石　特にこの数年、再生可能エネル

ギーに強い関心を示す企業が増えたと感

みんな電力（株）と 
日本郵船グループの出会い

始めに、 
大石社長の創られたみんな電力（株） 
とはどのような会社ですか。

大石　みんな電力（株）は2011年に創業

し、社員数は83名（2020年4月現在）です。

異色の経歴を持つスタッフも多く、多様性

ある社員一人ひとりの個性を大切にし、考

え方を尊重しながら、社会課題の解決と同

 大学卒業後、広告制作会社などを経て大手印刷会社へ
就職し、数々の新規事業を立ち上げる。2011年に、みん
な電力（株）を設立し、世田谷区との再エネ啓発事業など
を手掛ける。2016年より、電気の生産者がわかる「顔の
見える電力™」のコンセプトを掲げ、再エネを中心とした電
力小売り事業を展開。電力消費者が発電事業者を自由
に選べる、ブロックチェーンを用いた独自サービスで業績
を伸ばす。再エネ比率は日本トップクラスを誇り、法人約
3,000件と電力供給契約を結んでいる。現在は「顔の見え
るライフスタイル」の実現に向け、電力以外の“顔の見える
化”にも取り組む。 

みんな電力（株）
代表取締役社長 

大石 英司氏
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じています。日本郵船さんもその1社です。

お付き合いしてみてわかったことなのです

が、組織が大きくなると意思決定が遅れ、

柔軟性に欠ける企業は少なくありません

が、むしろ新しいアイデアへの挑戦を柔軟

に後押ししてくれる日本郵船さんの風土は

大変素晴らしいと思っています。私が面識

のある機関投資家の方も、ESGやSDGs

の取り組みに対する日本郵船さんの本気

度は国内屈指だと言っていました。日本郵

船さんは長澤社長が自ら旗振り役となって

ESG経営を推進しておられ、収益にこだわ

る姿勢はもちろんのこと、社会課題などの

新たな視点から事業を推進しようとする本

気度が他社とまるで違うように感じます。

橋元　当社グループには魅力的な人材が本

当に多く、広大な海を舞台に事業展開をし

てきた歴史と文化があるため、風通しがとて

もよい組織です。決して甘やかされるという

ことではなく、もし私が何か間違えた時には

率直に指摘してくれ、別の視点から新たな気

づきを与えてくれる先輩や同僚がいます。

　当社グループが取り扱う貨物は、食料を

はじめ、生活必需品、石炭、原油と多種

多様です。必要とされる荷物をさまざまな

ニーズに対し、丁寧に対応しながらお届け

していくというストーリーを皆で共有してお

り、アプローチは違ってもゴールは同じと感

じています。10年以上前は、船舶はとにか

くスピード重視でしたが、今は省エネの観 

点から燃費効率が重視され、さらには

DigitalizationとGreenといったさらなる価

値について創造することを求められていま

す。当社グループは、時代の変化に合わせ

て求められるニーズや期待に応えられるよ

う努力してきたと思います。

大石　お話を伺うたびに感じているのです

が、海上輸送からグリーンビジネスに至る

まで日本郵船さんの事業は本当に幅広い

ですよね。世界中にネットワークを張り巡ら

せられるほどの信用を築くのは一朝一夕で

できることではありません。誰かが物流を止

めないようにしてくれているからこそ、コロナ

禍においても社会や産業が成り立っていま

す。しかし一般の人 に々はその存在の重要

性が見えにくいのだと思います。日本郵船

さんがもたらす社会的なインパクトを可視

化してもっとたくさんの人に知ってもらえれ

ばいいのではないでしょうか。

倉門　私はドライバルク輸送部門にて、新

たなビジネスの立ち上げをミッションとする

グループに所属しています。また、本業と並

行して海洋プラスチックごみ問題にも取り

組んでいます。歴史ある事業を継続するな

かにあっても、新規事業に挑むことができ

る風土が当社グループにはあります。

　大石社長は、ビジネスチャンスを見つけ

るうえで、どんなことを意識していますか。

大石　私の場合、起業の経緯をお話しす

るとわかりやすいと思います。2007年のこ

2011年に日本郵船（株）へ陸上事務系社員と
して入社し、自動車船やコンテナ船などの現
場での研修後、LNGグループに配属。その後
財務部門での海外投融資関連の業務を経
て、現在ドライバルク輸送事業で新規事業開
発に従事する傍ら、海洋プラスチックごみ問題
に取り組む。

海外ドライバルクグループ 
プロジェクトチーム 

倉門 和遠
2005年に日本郵船（株）へ陸上技術系社員と
して入社し、新造船・就航船に関わる技術部門
や（株）MTIでの研究開発に従事、その間育児
休暇も取得。現在は当社グループが掲げる
GHG排出量削減に向け、代替燃料（水素・アン
モニア等）を使用する船舶の建造および実証試
験を目指して活動中。

工務グループ工務チーム兼 
グリーン技術チーム 

橋元 彩子 
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とですが、地下鉄の車内で偶然携帯電話

のソーラー型充電器を持ち歩いていた女

性を見かけ、自分自身の携帯電話の充電

がなくなりそうだったことから、「この人から

電気を買うことはできないだろうか」と考え

ました。その経験から、自分で電力を作り、

他人にその電力を売ることでさえできるの

ではないかとひらめいたところから、みんな

電力（株）は始まりました。電力の作り手の

顔が見えるという付加価値が、今では同業

他社との大きな差別化要素となっていま

す。課題が大きくなり過ぎると課題解決の

動機を見失ってしまうことがあります。その

課題解決が具体的に誰のメリットとなるの

か。プラスチックごみの問題は世界が直面

している非常に深刻な課題です。しかし、

世界という大きな視点で考えるより、例え

ば、自分の子どもに安全・安心な魚を食べ

させたい、綺麗な海で思いっきり遊ばせた

い。このように自分のなかでイメージが具

体的かつ明確になればなるほど、さまざま

な解決策のアイデアが生まれてくるはずで

す。もう少し言えば、動機が自分の欲求と

密接であればあるほど、どんなに困難な状

況に直面しても、高いモチベーションや熱

量を維持することができます。ソーシャルビ

ジネスであっても、綺麗事だけで成功でき

るほど甘くはありません。身をもって経験し

てきたからこそ、私は自分のなかにある本

能にたちかえることを大切にしています。

新たな価値創出へのチャレンジ

海洋プラスチックごみに関する 
取り組みについて、教えてください。

倉門　私は当社グループの主な事業が海

運業であるということから、海に関する社会

課題に関心があり、当社が運航する船舶を

活用して何か社会課題の解決に貢献でき

ないかと思っていました。その思いから、上

司に許可をもらい 、本業以外の時間で海

洋問題に関する取り組みをしている研究機

関・大学等を一つひとつ訪ねるところから

始め、2020年3月に、マイクロプラスチック

研究で最先端の知見を持つ千葉工業大

学の亀田豊准教授と提携し、マイクロプラ

スチックの外洋サンプリング調査を進めて

います。当社グループは世界中の海でさま

ざまな船を運航していますが、トライアルと

して、幅広い海域を航行するドライバルク船

（石炭、鉄鉱石、チップ等のばら積み貨物

船）の3隻による航行中でのサンプリングを

開始しました。その後も順調に対象船およ

びサンプル数は増え、年内100サンプルを

目指しています。採取したサンプルを千葉

工業大学が分析し、サイズ・濃度分布等の

データを地図上にマッピングした「世界海

洋プラごみマップ」を作成します。サンプル

の日時、位置情報、気象・海象といった

データとも紐付けていきます。進めるにあ

たっては、社内関係部署との連携の大切さ

運航船ネットワークを活用した 
マイクロプラスチックの採取

サンプルの分析調査

自動分析装置

新たなソリューション 
創出へ

世界海洋プラゴミマップの作成

サンプルの提供

調査海域の依頼

マイクロプラスチックのサンプリング分析調査フロー
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を痛感しています。今では、関係各所の

メンバーで構成するタスクフォースが立ち

上がり、環境グループとともに活動を進め

ています。

大石　それは日本郵船さんにしかできな

い、壮大な取り組みですね。事業化を考え

る場合、当社ではブロックチェーンを掛け

合わせることで、今までとは違った価値を

生み出してきました。海洋プラスチックごみ

の場合、その価値の意味付けや対価を考

えていく必要がありますね。例えば、お寿司

を食べる際、他のお店より値段が少し高く

ても、海洋プラスチックごみの削減につな

がるなら、私は喜んで値段の高い方を選び

ます。自分の子どもの将来につながると思

うからです。大手印刷会社でインターネッ

トビジネスを立ち上げた際、当時はインター

ネットの黎明期で、どちらかと言えば公共

インフラという意識が根強く、ニュースや記

事を配信したって課金なんてできないと言

われました。みんな電力（株）を立ち上げた

時も、当初は質の同じ電気を1円でも高く

売れるわけがないと周囲から言われました。

しかし、その電気がどこから生み出され、地

球にどんなメリットがあるのか腹落ちするス

トーリーを描けたからこそ、需要が生まれ、

収益を得ることができたと考えています。海

洋プラスチックごみについてもその出口につ

いてストーリーをもっと明確にできれば

チャンスは広がるように思います。

橋元　海洋プラスチックごみに関しては、

収集したデータに価値があるのではないで

しょうか。きっとそのデータを活用したい人

がいるはずで、大石社長がおっしゃるよう

に顔が見える誰かのメリットにつながる 

ことが明確にわかる仕組みにすれば、船 

会社として社会貢献できると思います。

イノベーションの成功の鍵

大石社長にとって、信念を共有する 
仲間づくりの秘訣とは何でしょうか。

大石　何に面白さを感じるかは人それぞれ

ですよね。人それぞれの面白さを認め合い、

尊重し合う企業文化が一番大切だと思っ

ています。私の経験上、会社や上司の興味

ではなく、心から自分がやりたいと思える事

業の方が長く続くということを実感してきま

した。自分が熱中できるものであれば、人

にもその熱量は伝わります。さらに、自分の

面白さに熱狂してくれる人が一人でもいれ

ば、どんなに大変な局面であっても頑張れ

ると思います。どんな仕事も大変で、大事な

仕事です。私が心掛けていることとして、上

司の仕事は、部下に大きな俯瞰した目で課

題を捉えるように促し、仕事の意義付けを

理解してもらうこと。そして、表舞台で活躍

する人ばかりでなく、縁の下で会社を支え

て地道に仕事をこなしている人にも目を配

ること。そうすれば、一人ひとりの熱量がさ

らに大きくなり、イノベーションにもつながり

やすくなるはずです。

橋元　仕事で面白味を見つけることに関し

て私は得意な方ですが、社内には、いろん

な意見の人がいると思います。今日お話を

伺って、素直にカルチャーショックを受けま

した。技術者としてもっと成長したいと思う

一方、今のままでは何かが足りず、価値を生

み出せていないのではないかという漫然と

した不安もありましたが、自分にはまだまだ

できることが数多くあるはずだと思えました。

倉門　私も非常に勉強になりました。本

能にたちかえり、取り組み始めた時の気持

ちを大切に、やりたいと思ったことはとこ

とんやりぬきたいと強く思いました。これか

ら、新しいことにも恐れず果敢に挑戦して

いこうと思います。

大石　ぜひさまざまなことに挑戦してみてく

ださい。資格や専門性があることで、その

枠に自分を閉じ込めてしまっている人は多

いと思いますが、経験を重ねると強みや得

意とすることが変わることだってあります。

本人はこれが専門だと思っていても、実は

違うこともよくあって、それは、当社でも例

外ではありません。自分で自分を勝手に型

にはめないこと、そして会社や上司はそこに

気づかせてあげるように仕向けてあげるこ

とが大切だと思っています。みなさんのご

活躍を心から応援しておりますし、ご一緒

に「面白くて、儲かる」取り組みができるこ

とを楽しみにしています。
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