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経営判断のプロセスにESGを 
組み入れながら、引き続き安定経営に注力
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による不確実性も加味しながら、 
現場の底力で、社会・産業を支える使命・責任を手堅く守り抜く

代表取締役・専務執行役員
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）
経営企画本部長

髙橋 栄一

   2019年度業績の総括と 
2020年度業績の見通し

2019年度は、第4四半期に新型コロナウイルス感染症拡大の影

響があったものの、当期の業績に与える影響は限定的で、期初想

定を上回る結果となりました。一般貨物輸送事業で営業開始2年

目を迎えたOcean Network Express Pte. Ltd.の運営が軌道に

乗り、貨物構成や航路・投入船の最適化による収支改善を実現

し、前期比で大幅な増益を達成したほか、不定期専用船事業でも

自動車輸送およびエネルギー輸送が堅調に推移したことなどが奏

功しました。懸念していたSOx（硫黄酸化物）規制に適合する舶用

燃料油への切り替えについても、事前にグループ会社を含めた関

係者とともに周到な準備を進めた結果、2020年1月1日の規制強

化開始後も混乱なく安定的な輸送サービスを提供し続けることが

できました。当社グループの対応能力の高さを示すことができたと

同時に、相応のコスト負担に関して、地球環境保全の観点でお客

さまのご理解を得ることができたという点において、大変意義があっ

たと評価しています。

　2020年度業績については、不確実性が非常に高い中、経済活

動への新型コロナウイルス感染症の影響が最も大きいのが4～6月

であり、そこから徐 に々回復するとの前提の下、経常利益200億円

を予想しています。事業部門別に見ると、エネルギー輸送は長期

契約が中心であり、また社会インフラとしての需要が底堅いことか

ら、引き続き安定的な利益が見込まれます。一般消費財や耐久消

費財を輸送する一般貨物輸送と自動車輸送については経済活動

の停滞の影響を強く受けるものの、第1四半期を底に貨物需要が

徐 に々回復していくと見ています。ドライバルク輸送については、荷
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量に大きな変化はありませんが市況が長期間にわたり低迷するな

ど安定しておらず、通年では減益を余儀なくされる見通しです。

   財務戦略と 
中期経営計画の進捗

不確実性の高い事業環境に直面していますが、モノ運びを通じて

社会や産業を支える企業グループとして、安定したサービスの提

供はもとより、経営そのものの安定なくしては、その使命や責任を

しっかりと果たすことはできないと常々考えています。よって、盤石

な財務基盤を構築するため、金融機関に約3,000億円のコミット

メントラインを設定しています。2020年度償還を迎える負債につ

いては、別途約1,200億円の長期資金を確保しているため、仮に

新型コロナウイルス感染症拡大の新たな波に直面したとしても、財

務面に関する懸念は当面ないと考えています。

　一方、投資については、将来の成長に向けて資金を確実に振り

向けていく考えです。既決船舶投資額は、リーマンショック時の

2009年3月末はおよそ1兆1,300億円だったのに対し、2020年3月

末は約2,300億円と厳選し、抑制しています。フリー・キャッシュ・

フローの確保を優先しつつ、サステナブルな事業体を目指して案

件を吟味し、時機を見て投資を継続していきます。また、今後当社

グループでESG経営を推進していく中では、投資判断や資金調達

においてもESGの視点を持ち、経営判断のプロセスにESGをきちん

と組み入れることも重要だと考えています。

　2019年度は、営業キャッシュ・フローの一定の回復に加えて資

産処分も進めたことによりフリー・キャッシュ・フローが600億円

以上のプラスとなり、有利子負債の削減に充当しました。バランス

シート上は、有利子負債の金額があまり変わっていませんが、これ

は、海外連結子会社におけるIFRS新リース会計基準適用による

影響額約900億円を含んだ結果であり、実質的には、同等額の

有利子負債の削減を実現しています。政策保有株式や不動産な

どの資産の流動化についても引き続き促進していく予定です。株

主の皆さまへの安定した利益還元として、連結配当性向25%、配

当水準の下限を当面年間20円とする配当方針にも変わりはあり

ません。

　また、中期経営計画では、経常利益700億～1,000億円という

目標を掲げていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を除け

ば、500～600億円の経常利益を計上できる実力まで回復してき

ており、目標に着実に近づいていると考えています。8%とするROE

目標についても、2020年3月末時点で6.6%とこちらも順調に進捗

しています。DERについては1.5倍以下という目標に対し2.27倍と

やや乖離していますが、これは先述の新リース会計基準適用の影

響といった特殊要因もあり、引き続き到達に向け改善していきます。

新型コロナウイルス感染症の影響が今後より明確になった段階で、

定量目標含め、見直していくことも視野に入れていますが、中期経

営計画で掲げている事業・財務戦略の方向性は間違っていない

と認識しており、現時点でその内容を大きく変更する考えはありま

せん。　

   難しい局面で改めて見えた 
当社グループの経理部門の底力

新型コロナウイルス感染症拡大が通期決算対応の時期と重なっ

た経理部門では、社員の安全確保を大前提としたうえで、部署外

のスペースも活用して密を避けるなど、できる限りの感染対策を徹

底したうえで、必要に応じ出社してもらい、決算対応を進めました。

都市封鎖に直面した海外グループ会社も3月期決算としている中、

対応には苦心しましたが、関係する全グループ社員がその職責を

しっかりと果たしてくれたことにより、決算公表に漕ぎ着けることが

できました。これまで経験したことのない難しい局面において、例

年と同じく確実に決算対応できたことに、当社グループ経理部門

の底力を見ることができ、感謝するとともに非常に高く評価してい

ます。

　決算は対応して当然と思われがちですが、企業として信頼してい

ただくためには、どんな状況でもきちんと公表していくための体制を

強化することが重要と考えています。今後は今回の経験から学び、

これまでの業務手順の見直しや効率化も推進していく所存です。
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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で要求されている開示内容や方法など精査を進めてきました。そして2020年4月、気候変動という課題に向けた
指標策定や目標達成への行動をより具体化し、全社的な活動として更に発展させるため、新たにガバナンス体制を構築しました。

Our Progress

 シナリオ分析
当社グループは、シナリオ分析を用いた気候変動関連のリスクと

機会の評価や、当社グループの事業・戦略・財務に及ぼす影響を

把握することが重要であると認識しています。長期的な事業運営

の観点から、これまで行っていた当社独自の輸送需要予測に気候

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リス

ク管理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

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

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

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

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

ルギー輸送需要量に気候変動のリスクと機会がどの程度影響す

るか当社独自に算出し、特に海上輸送需要へ与える影響を測定し

ます。加えて、必要なパラメータ（為替・燃料価格・炭素税など）を

設定することで、当社グループの事業運営に反映しています。エネ

ルギー輸送本部においては他の事業本部に先行し、シナリオに影

響を与え得る要素を特定し、「不確実性」と「影響度」の観点を取

り入れた数値化による各要素のマッピングを行うことで、効果的な

シナリオ分析に向けた準備を進めています。今後はドライバルク輸

送本部や自動車輸送本部などへの導入も検討しています。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。

ガバナンス

気候変動が当社グループ事業に及ぼす影響について、長期的な

時間軸の中で計測し、具体的な経営戦略などに取り入れる必要

もあり、これらを推進するために、2020年4月に社長を責任者とし

た気候変動対応の管理体制を設置しました。

  管理上の主なポイント 
•  気候変動に関する事項は、ESG経営推進体制（→P.17）の下、全社横断
的に組成されたタスクフォースを通して経営会議に報告され、十分な議
論を経て決定 
•  経営会議（→P.66）は、気候変動に関する事項を取締役会規則に基づき
定期的に（年2回程度）取締役会に報告
•  意思決定に関わる重要な4つの会議体（投融資審議会、リスク管理委員
会、投資経営会議、財務方針会議）には、ESG経営推進担当役員が参加

気候変動対応管理体制 

 体制構築後の主な具体的取り組み 
•  2020年4月以降に開催された4つの会議すべてに、ESG推進担当役員（担当・担当補佐の2名のうち少なくとも1名）が参加
•  リスク管理委員会にて、気候変動に関するリスクと機会を議論（右ページ参照）
•  気候変動対策の1つとしてのGHG排出量削減について経営会議で議論 

戦略／リスク管理 

取締役会

経営会議

監督 報告（年2回程度）

業務執行体制

責任者

責任者：社長

ESG経営推進
担当役員

企画担当役員 総務本部長 経営企画本部長 経営企画本部長

投融資
審議会

リスク管理
委員会

投資 
経営会議 

財務方針
会議

50 日本郵船株式会社　NYKレポート2020



Our Approach Our Value Our Progress

 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（→P.71–72）

にて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 当社グループへの影響

移行
リスク

政策・ 
法規制 

• 環境規制強化（EEDI、GHG排出量削減）
•  使用燃料の規制（重油規制、燃料転換、再エネ義務化）
• 排出権取引制度（MBM）導入

•  設備投資の増加、既存船舶の座礁資産化
• サービスの低下
• クレジット購入等によるコスト増

技術 • 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

市場
•  物流市場の変化（地産地消、リサイクルなど）
• 省エネ、自動運転技術の導入

• 荷況の変化、荷量の減少
• 設備投資の増加

評判
• 化石燃料使用に対する忌避
•  入札基準への環境パフォーマンスの組み入れ

• 燃料転換時期の早期化
•  早期対応による商機の獲得、差別化促進

物理的
リスク

急性的 • 異常気象の増加
•  スケジュールの遅延、貨物ダメージの増加（品質低下）
•  機器トラブル、操船事故等のリスクの拡大
• 運航費の増加

慢性的
•  気候変動に起因する人口、地域の変化
• 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

機会 市場
• 新規ビジネスの開拓
• 新技術開発

•  再エネ関連ビジネスの増加（洋上風力ほか）
•  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

想定されるリスク・機会

指標と目標 

当社では、具体的な指標や目標の開示に向けて全社横断的に議論を進めています。取り組み内容や定性的な目標については、2020年

度に発表予定の「NYKグループESGストーリー」にて開示を行う予定です。今後、定量的な指標と目標を順次設定し、これらの進捗につ

いて2021年度以降の段階的な開示を目指しています。

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
•   気候変動要素を加味した投資決定プロセスの構築
•  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
•   化石燃料など貨物需要の把握
•  運航船舶のLNG燃料転換の推進

•  新舶用燃料への転換に向けた技術開発・実用化
•   燃費節減活動の加速
•  IMO規制に則った安定的な適合燃料の調達
• 金融機関などのESG部門やESG投資家との積極的な対話
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 中期経営計画

 2019年度の進捗  取り組み事例

中期経営計画の進捗
2018年度からスタートした5カ年の中期経営計画“Staying Ahead 2022 with Digitalization and Green”。 
3つの基本戦略に沿った施策を各事業部門が遂行し、着実に成果を出しつつあります。 
中期経営計画2年目の主な取り組みと進捗をお伝えします。

計画 2019年度実績

ポートフォリオの 
最適化

ドライバルク
徹底したエクスポージャー管理
長期固定船隊比率の見直し
 顧客との中長期的な関係強化

 市況エクスポージャーは35%から28%に縮減（2018年3月末比）
高コスト傭船を2隻返船（2018年度からの累積で9隻）
中長期契約数15%増加（2018年3月末比）

コンテナ
定期コンテナ船事業の邦船3社統合（ONE）
 効率化とスケールメリットを追求し
 1,100億円の統合効果を創出

下記取り組みの徹底により、業績は2018年度比で大幅に改善し、黒字化
統合効果は想定より1年前倒しで達成
•  貨物ポートフォリオ最適化・イールドマネジメント強化
•  プロダクト最適化
•  組織の最適化

その他 ー NCA： 不適切整備による一時全機運休からの再稼働（2019年1月末完了） 
業務改善命令への対応実施による「連続式耐空証明」の復活

運賃安定型事業の 
積み上げ

成長促進事業
グループの経営基盤を活かした営業力強化
高度な付加価値を提供する完成車ターミナルの 
展開

YLKとの事業連携強化によりプロジェクトカーゴ等の貨物を獲得
エジプト・アラブ共和国での完成車ターミナル運営契約を締結

重点投資事業
LNG船船隊計画約100隻（2022年度末）
エネルギーバリューチェーンの上流から下流まで 
幅広く事業を展開

LNG船：78隻運航（2020年度以降、新造船9隻が竣工予定）
シャトルタンカー3隻、FPSO 1隻の中長期契約成約

効率化
新たな価値創出

Digitalization デジタル技術の徹底した活用

MarCoPay（船上キャッシュレス）のトライアルを実施。フィリピン中央銀行より認可取得済
有人自律運航に向けて、世界初の実証実験に成功
センサーによる常時監視・診断で高度なメンテナンスを実現
イノベーションを推進するリーダー育成を目的に、NYKデジタルアカデミーを創設

Green 再生可能エネルギーなどをテーマに次世代へ向けた 
新たな価値創造

 海外パートナーと洋上風力発電事業参入に向けた覚書を締結
潮流発電の運用を開始
海洋プラスチックごみの外洋分布調査開始
サステナビリティ・リンク・ローンの組成

ボラティリティへの耐性強化 
事業成長と収益力向上

1
ポートフォリオの 
最適化

効率化
新たな価値創出

3
運賃安定型事業の 

積み上げ

2

1
STEP

3
STEP

2
STEP

技術力・情報力・ネットワーク力に
さらに磨きをかけ、
次世代の成長分野を切り拓く

•  Digitalization and Green の取り組み

市況耐性の高い 
事業ポートフォリオの確立

•  ドライバルク事業の抜本的見直し
•  コンテナ船事業統合会社（ONE）の成功

安定的な収益構造の確立

•  YLK完全子会社化後の物流事業強化
•  自動車船・自動車物流事業の強化
•  LNG・海洋事業の強化

中期経営計画

Our Progress
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 取り組みの具体的成果

市況耐性の高いドライバルク事業の構築
ポートフォリオの最適化を実現するため、事業を抜本的に見直し、構造改革を図っています。高コスト傭船の期限前返船や、お客

さまとの長期安定的なパートナーシップ強化による中長期契約数の増加に努めています。さらに市況エクスポージャーの徹底した

管理とともに、ICT等を活用した効率的な配船、運航によりコスト削減を実現し、安定した収益構造への転換を図っています。1
STEP

中長期契約の獲得

取り組み事例

「新生NCA」として信頼と安全を確保した運航体制構築に向けて
日本貨物航空（株）（NCA）は、2018年度に国土交通省から事業改善命令、業務改善命令を受け、その後信頼回復に向けた抜 

本的な改革に取り組んでいます。現場のみならず経営も含めた管理、監督機能の強化、安全推進会議の再編成、情報共有体制

や現場と間接部門の連携など、あらゆるテーマでの徹底した活動により安全を確保し、安定した運航体制の構築に努めています。1
STEP

取り組み事例

15%

契約数 隻数 輸送量

22% 10%

※ 2018年3月末と2020年3月末の比較
※  2018年4月以降の新規成約案件（未就航船を含む）から契
約満了案件を差し引いた数値で、いずれも契約期間2年以上
の連続航海契約、数量輸送契約が対象です（連結ベース）

主な改善点
• B747-8Fの1機種運航体制への移行
• 整備体制の再構築
• 全社でのマニュアルやコンプライアンス遵守意識の徹底
• 整備部門のみならず、経営を含む全社での管理・監督機能の強化

事業改善命令への対応の流れ
2018年6月 安全性確認のため、B747-8Fの全8機運航停止
同年7月 国土交通省から事業改善命令、業務改善命令を受ける
 (連続式耐空証明の取り消し）
 NCA調査委員会、NYK対策委員会の設置
同年8月 同省に改善計画書を提出（全69項目の改善措置）
2019年1月 NCA調査委員会による調査委員会報告書の作成
 (全43項目の提言）。B747-8Fの全8機の運航再開
同年2月 同省に改善措置に関する中間報告を実施
同年6月 同省に進捗報告を実施
 全69項目の改善措置に対する計画上の実施措置の完了
 改善措置の浸透活動は継続して実施
2020年2月  同省より「連続式耐空証明」の申請許可通知を受領 
同年3月 同省に改善措置に関する最終報告を実施
 改善措置（7項目）および提言（12項目）の
 制度化・規程化。中長期にわたる浸透活動を実施中
同年8月現在  B747-8Fの8機中5機が連続式耐空証明を取得済み  

2021年1月に全機が完了する予定

連続式耐空証明の取得に向けた具体的な取り組みについて

安全性の再評価を受けるためには、整備現場と間接部門（技術、整備計

画、品質保証）の連携が重要な鍵となります。個 の々整備作業工程を抜本

的に見直し、確実に整備作業が実施できるよう、整備士への徹底した教育

と意識の浸透を図りました。

　さらに、間接部門が想定しない事態が生じた際に、現場が要改善点を指

摘し、それに間接部門が対応するといった両部門の協働により相互理解を

図り、業務の改善を進めています。

　約60名の整備士を3チームに分けて、マネジメント体制を整備するととも

に、整備士が相談しやすい環境を整えるために、間接部門とのオンサイト・

デスクも設置しています。毎月開催する安全推進会議※では、整備現場・間

接部門を含む管理・事業・経営企画部門等のメンバーを再編成し全社で

安全に係る議論、情報共有ができる体制としました。「新生NCA」に向け、

安全な運航体制構築を最優先に、これからも活動を推進していきます。
※  社長を委員長とする安全推進委員会の直下で、具体的な安全活動を推進する組織横断的な活
動母体。不安全事象の対応策の検討等も行う

市況エクスポージャーの縮小

（％）

2018年3月末
（実績）

2020年3月末
（実績）

51% 50%

35% 28%

14% 22%

※ 中長期を2年以上、短期を2年未満と定義しています
※  グラフのパーセンテージはおおよその数字であり、小数点以
下の影響により合計が100%とならない場合があります

期限前返船と中長期契約の獲得により、
運航船隊に占めるエクスポージャー比率が28%に縮減

 船（中長期）・貨物（中長期）　  船（中長期）・貨物（短期）　
 船（短期）・貨物（短期）

高コスト傭船の期限前返船 

（隻）

7

3年間累計 
目標

20隻程度 2

 2018年度　  2019年度

Our Approach Our Value Our Progress
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Our Progress

自動車物流事業の拡充
自動車物流事業では、世界各地に新たな完成車ターミナル事業を展開するなど、収益の拡大を図っています。デジタル技術を活

用した輸送・荷役の効率化と積極的な環境対応、そして自動車産業全体の構造変化を見据えた高度な完成車物流の実現を目

指しています。

2
STEP

2020年8月
横浜港大黒C-3ターミナルを開業
当社は、自社では国内初となる完成車ターミナルの運営を開始しました。横浜港は、日本
有数の完成車取り扱い台数を誇るターミナルであり、当社が横浜川崎国際港湾（株）か
ら借り受けて完成車ターミナルを運営します。港湾用ＬＥＤ照明の導入や作業員の休憩
所設置など、環境や人にやさしいターミナルを目指しています。

2021年前半
トルコに完成車ターミナルを開業
トルコの港湾運営会社と会社を設立し、イスタンブール近郊のヤルンジャ地区に完成車
ターミナルを建設しています。イスタンブール近郊では初の完成車専用の大型ターミナ
ルであり、敷地内に立体駐車場を設置し、PDI（完成車の納品前点検・補修・部品補給
サービス）等の付加価値サービスも併せて提供します。

2020年後半
ベルギーの完成車ターミナルで風力発電事業を開始
当社グループが運営する世界最大級の完成車ターミナルであるゼーブリュージュ港にて、
ゼーブリュージュ港湾局とEngie Electrabel社とともに風力発電機11基による風力発電事
業を開始します。この事業で得た知見を活用し、今後、他の地域のターミナルへの展開を検
討していきます。

2021年後半
エジプトに初の完成車ターミナルを開業
2019年12月に、エジプトの東ポートサイード港での完成車ターミナルの運営に関し、 
スエズ運河経済特区庁と運営受託契約を締結しました。当社はBolloré Afr ica 
Logistics社、豊田通商（株）とともに同国初となる完成車の専用ターミナルを建設し、 
今後の需要増大に対応します。

取り組み事例

エネルギーバリューチェーン戦略による事業拡大
LNG事業や海洋事業において、中長期案件を着実に積み上げ安定した収益基盤の構築を図っています。また、舶用LNG燃料の

供給、販売事業や新たなエネルギー需要への対応など、当社の技術力を活用できる分野での事業拡大を目指しています。

2
STEP

LNG船船隊計画

用船者 船名／造船所 プロジェクト 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

1 EDF ELISA LARUS 米国出し
2 三菱商事 現代重工 米国出し
3 TOTAL 三星重工 Worldwide

4 三菱商事 現代重工 カナダ出し
5 三菱商事 現代重工 カナダ出し
6 TOTAL 三星重工 Worldwide

7 TOTAL 三星重工 Worldwide

8 TOTAL 三星重工 Worldwide

9 EDISON 現代重工 Worldwide

海洋事業成約済み案件

バリューチェーン 用船者 油田／海域／スコープ 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

1 シャトルタンカー Equinor ASA ブラジル沖油田
2 シャトルタンカー Equinor ASA ブラジル沖油田
3 シャトルタンカー TOTAL ブラジル沖油田
4 シャトルタンカー ENI 北海・バレンツ海沖油田
5 シャトルタンカー ENI 北海・バレンツ海沖油田
6 FPSO Petrobras ブラジル沖油田
7 シャトルタンカー PetroChina ブラジル沖油田

取り組み事例

2020年4月以降竣工予定 成約済み案件9隻（下表） 2020年3月末現在 
関与隻数 78隻　　　　　　　　 　　 約100隻（2023年3月末予想）
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グリーンビジネスの拡大
中期経営計画のテーマである「Green」の取り組み推進のため、グリーンビジネスグループを立ち上げました。再生可能エネル

ギーの分野では国内の洋上風力を、また当社運航船の環境負荷低減に向けたＬＮＧ燃料や水素、アンモニアの分野をテーマに

掲げ、新たなビジネスモデルの構築を目指しています（→P.30）。将来の事業の柱とするために、当社グループの営業や技術、 

調査などあらゆるリソースを自在に活用し、ESG経営を推進しています。

3
STEP

2019年4月 2020年
10年間で数百億円規模で投資

立ち上げからわずか1年で案件数は数十件に増加 

2030年

• 長期視点でのビジネス育成 
• 将来の収益の柱へ 
•  ESG経営の具現化

経常利益（単年）
数十億円～

専業部署 
立ち上げ

LNG燃料供給事業

洋上風力 

ゼロエミッション  
（水素・アンモニア等）

取り組み事例

ESGアプローチとSDGsの関わり
2018年3月に策定した中期経営計画において、当社グループの事業活

動を通して達成に貢献するSDGsのゴールとして６つを選定しました。

海を舞台に事業活動を行う当社グループとして、ゴール14「海の豊かさを

守ろう」は外せないテーマです。また、社員にSDGsが身近な課題である 

ことを認識してもらうために、2019年度にはこのゴールに関連した活動を

実施しました。

1   WWFジャパンからプラスチック政策マネージャーの三沢行弘氏を招致し、「海洋プラ
スチックごみ問題」について本社および国内グループ会社社員向け講演会を実施

2   本店来客用会議室での給茶をペットボトルから紙容器へ切り替え  
（新型コロナウイルス感染症拡大期間の給茶は中止）

3   本店喫茶室での、プラスチック容器やストロー、購入商品を入れる  
ビニール袋を廃止。マイカップ持参による割引制度を導入  
（新型コロナウイルス感染症拡大期間のマイカップ使用は中止）

事業活動を通じた取り組みは、7つの重要課題にテーマを絞り推進して

います（2020年7月現在）。

TOPICS

事業活動を通じて貢献するSDGs

当社グループの身近な課題であるSDGs

主なテーマ 主な活動 対応するゴール

船員候補生の教育
・ NTMA
・ 自社養成

次世代育成と働き方改革

・ ジェネラリストの育成
・ NYKデジタルアカデミー
・ NYKビジネスカレッジ
・ NYKマリタイムカレッジ
・  OLIVE プロジェクト／ 

M-OLIVE プロジェクト※

・  POPEYE プロジェクト／ 
POPEYESプロジェクト※

船員の資金課題の解決
・  船上キャッシュレス 
（MarCoPay）

グリーンビジネス
・ 洋上風力、潮流発電
・ LNG燃料供給事業

イノベーション
・  コンセプトシップ 
「NYK SUPER ECO SHIP 
  2050（NYK SES 2050）」

安全運航と環境負荷低減
・  IoT、ビッグデータ、 

AIなどデジタル技術の活用
・ 環境規制への対応、CO2削減

次世代燃料への転換推進
・  船舶燃料の低炭素化・ 
脱炭素化

※  OLIVEは働き方改革のプロジェクト、POPEYEは健康経営推進のプロジェクトです。 
陸上と海上で個別に活動しています

 CSR＞人材 CSR＞SDGsへの取り組み

Our Approach Our Value Our Progress
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一般貨物輸送本部
Global Logistics

取締役・専務執行役員 
一般貨物輸送本部長

原田 浩起

各事業会社との関係を強化し議論を重ね、 
社会の公器としてサステナブルな運賃安定型事業を 
目指します。

など、従来とは異なる課題も出てきましたが、私たちの運ぶ荷物が届

かない限り、世界中の人 の々生活が成り立たない、そのためにも物流

を止めてはならないという強い意志の下、着実に事業を継続すること

こそ社会の公器としての使命であると考えています。これから先、サプ

ライチェーンなどの変化にはアンテナを高く張っていく必要があります

が、人口が増え、経済が伸びる限り需要は減ることはなく、世の中の

あらゆるニーズに貢献していくために、当本部も持続的に収益を上げ

られる事業構造であるべきと考えています。私の夢は、世界の経済・

社会を支えるインフラである一般貨物輸送事業をサステナブルな運

賃安定型事業にすることです。各事業会社の従業員をはじめ、お客

さまや取引先など、関係するステークホルダーの皆さまとWin-Winと

なる未来を目指します。

 定期船事業
 2019年度の振り返りと2020年度の事業方針
定期コンテナ船事業は、世界規模の合従連衡の結果、一定の規

模を持つ7～8社がグローバルな事業展開をする環境となりまし

た。そのメンバーが組成する3つの巨大アライアンスが、今回の新

型コロナウイルス感染症発生以前から需要に合わせて供給を適

切にコントロールすることにより、運賃市況が安定的になりつつあ

ります。2018年4月より営業を開始したOcean Network Express 

Pte. Ltd.（以下、ONE）は、2018年度こそ、邦船3社による新会社

設立直後の業務プロセス等の整理・統合および各社のレガシー

からONEにとってのベストプラクティスに変えることに時間を要し

 一般貨物輸送本部における持続可能な
ビジネスモデルの確立に向けて
一般貨物輸送本部は他本部と異なり、持株会社のような組織で、

各事業会社を束ね、支援していく立場にあります。事業会社はそ

れぞれ経営目標や事業計画がありますが、それらと本部の中長期

目標が常に同じベクトルとなるよう関係性を強化するとともに、ガ

バナンス強化やグループ戦略の浸透など、双方向の議論を各社の

経営陣としっかりと積み重ねています。一般消費財や生産部品を

世界中に届けるコンテナ船事業をはじめ、緊急輸送需要にも応え

る航空運送事業、そしてノンアセット型ビジネスで多様なリクエス

トにきめ細かに応える物流事業は、まさに“Bringing value to life.”

そのものです。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、在宅勤

務、感染防止に配慮した現場作業、船員や乗務員交代の困難性

一般貨物輸送事業のビジネスモデル

一
般
貨
物
輸
送
本
部（
持
株
会
社
）

定期船事業

コンテナターミナル業

港湾運送業

曳船業

日本貨物航空（NCA） 
（持株比率 100%）

郵船ロジスティクスほか 
（持株比率 100%）

航空運送事業

物流事業

Ocean Network Express 
（持株比率 38%）

事業紹介
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たことから、大幅な赤字でのスタートとなりましたが、2019年度は、

貨物の取り方や取引先との契約内容の変更により、スケールメリッ

トとも相まって、105百万米ドルの黒字へと大きく改善しました。

2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症が拡大し、世界経済

が急速に悪化。需要減退に伴い、荷動きは低迷していますが、第

1四半期を底に徐々に回復する見通しです。ONEでは、需要動向

を見ながら、運賃の安定と消席率の維持を目的に、プロアクティブ

に船腹調整を実施しています。もちろん、現状の黒字は満足でき

るレベルではありませんので、引き続き業界の中で競争力のあるコ

ストを追求していく考えです。製品や半製品を一定の規格化され

た箱に詰めてインタクトで最終消費地まで運ぶという手段は、今

のところコンテナ以外にありません。コンテナは、原材料や資源等

も含めあらゆる貨物を世界中に運ぶことのできる優れた輸送手段

であり、将来に向けても必要とされ伸びていく事業であると考えて

います。

 航空運送事業
 2019年度の振り返りと2020年度の事業方針
米中貿易問題などに起因した日本発着貨物のマイナス成長が続い

ていますが、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年3月以

降、供給が逼迫し、市況が急速に改善しています。国際航空貨物

の約半分は、旅客便のベリーと呼ばれるスペースで運ばれているこ

とから、旅客便の9割が停止する中でのこの市況環境はあくまでも

一時的なものと捉えています。日本貨物航空（株）は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の中、医療品や関連物資、Work From Home

によるPC関連需要の急速な高まりに対

応し、社会を支える一端を担う重要な役

割を果たしていると自負しています。

　航空貨物においては安定的な需要が

非常に見通しにくく、貨物専用機8機運

航を中心とした事業では、平時ではサス

テナブルな利益を上げられないという課

題は残っており、抜本的対策の検討は

必要です。一方で、人が動かなくなると

荷物が運べなくなるという問題が、国際

航空貨物輸送にはあることが見えてきた

ことで、大型の貨物専用機の必要性が見直される可能性もあ

ります。貨物専用機という特性を最大限に活かし、緊急の需要

も含め対応できる様に生産体制を維持し、安全運航と安定的

な輸送サービスの提供を継続していきます。

 物流事業
 2019年度の振り返りと2020年度の事業方針
海上貨物取扱事業、ロジスティクス事業ともに米中貿易問題や

香港情勢の混乱、新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に取

扱量が大幅に減少しました。一方で、国際旅客便の大幅な減便

を背景に、航空貨物取扱事業においては、需給環境に従来とは

異なる急激な変化が生じています。郵船ロジスティクス（株）（以

下、YLK）では、2020年度を初年度とする中期経営計画の見直

し＝「TRANSFORM2025 PHASE 2」を進めていましたが、新型

コロナウイルス感染症拡大により環境が大きく変化し、2020年

度の具体的数値目標については見直さざるを得なくなっていま

す。YLKは、お客さまにしっかりと寄り添い、新たな価値をもたら

す戦略的パートナーへと進化していくと同時に、課題である業務

プロセスの統一による効率化の追求や、地域別事業別ポートフォ

リオの見直しと組織の適正化を図っていきます。YLKは、世界中

にネットワークを張り巡らしており、お客さまとの接点としては当

社グループの中で圧倒的に大きい存在です。当社グループの持

つ現場・技術とお客さまの需要や思いをつなげる力、世界中の

パートナーと事業を進めるうえでの発想や目利き力という点で、

当社グループの中で大きな力となることを期待しています。

物流事業拠点（2020年3月末現在）

南アジア・オセアニア　16カ国
物流拠点：257拠点
倉庫拠点：174拠点

1,408千m2

欧州　20カ国
物流拠点：111拠点 
倉庫拠点：67拠点 

810千m2 

東アジア　4カ国
物流拠点：87拠点 
倉庫拠点：37拠点 

353千m2 

米州　5カ国
物流拠点：59拠点 
倉庫拠点：39拠点 

321千m2 

日本
物流拠点：95拠点 
倉庫拠点：28拠点 

176千m2 

• 従業員数 ：25,280人 
• 進出国 ：46カ国 
• 物流事業拠点数 ：609拠点 
• 倉庫拠点数 ：345拠点 
• 倉庫面積 ：3,071千m2 

一般貨物輸送事業
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事業紹介

自動車輸送本部
Car Transportation Division

常務執行役員
自動車輸送本部長

曽我 貴也

自動車産業の大変革時代、 
次世代技術を取り込み、採算性と効率性をさらに 
向上させ、事業の持続的な成長・発展に尽力します。 

グループ会社の郵船ロジスティクス（株）との協業も含め、当社グルー

プが有する総合力で付加価値を創出し続けていく考えです。

　当本部はかねてよりESG経営推進の観点から、次世代の環境対応

船の整備にいち早く取り組んできました。今後10年間は新造自動車

専用船をすべてLNG燃料船とし、2030年代半ばごろからは水素や

アンモニアなど、新しい舶用燃料を用いたゼロエミッション船への切

り替えを目指しています。地球環境保全の取り組みはもはや不可欠で

す。車一台を生産して最終消費者に届くまでどのくらいのCO2排出量

があり、当社グループがその削減にどれだけ貢献できるのかが重要で

あり、そのためには業界でトップランナーに位置すること自体が大きな

差別化要素になると考えています。

　自動車産業の大変革、地球環境の重視、新型コロナウイルス感染

症後のニューノーマルの出現といった大転換期において、当本部は受

け身ではなく常に能動的に仮説と検証を繰り返しながら、事業の持

続的な成長・発展に尽力していきます。

 自動車輸送本部における持続可能な
ビジネスモデルの確立に向けて
ガソリン車からEVへ、手動から自動へ、所有からシェアリングへ、

対面販売からウェブ販売へ。仕様や所有・販売形態が大きく変

化しても、自動車というのは、人 の々生活をより豊かにするツール

としての位置付けは変わらず、今後も世界各地で生産され続ける

ことに変わりはないと考えています。同様に、将来、完成車の生産・

販売のローカル化が進み、長距離の海上輸送量が減少し、鉄道

輸送へのモーダルシフトが加速する可能性はあるものの、完成車

に関連する物流の需要そのものがなくなるわけではありません。自

動車専用船から自動車物流事業まで幅広く手掛けているからこ

そ、どんな形であれ、さまざまな需要に柔軟に対応することができ

るはずです。裾野の広い自動車産業に対して、今後も価値を創

造・提供し続ける存在でありたいと考えています。

　当本部は、自動車船の構造やオペレーションに関わるあらゆる

技術を長年磨き続けてきました。床強度や固縛方法、スロープの

滑り止めの技術、荷役動線、事故防止など、輸送品質を極限まで

追求し続けています。例えば、当社グループ会社（株）MTIのラボ

で振動実験を行い、新しい車種に最も適した固縛方法に関してご

提案するなど、お客さまの信頼に応え続けてきた自負があります。

今後のEV化や自動運転化の進展に伴い、輸送途中でのバッテ

リーの充電や電子部品の調整・補充など、新たなニーズも想定さ

れます。あらゆるご要望にお応えするには、高度な技術知識とスキ

ルに加えグローバルな物流ネットワークが必要となりますが、 

世界の主要船社 自動車専用船隊ランキング（2019年12月末現在）

ランキング 会社名 隻数 シェア（％） キャパシティ 
（台数） シェア（％）

1 日本郵船 103 15.0% 616,015 15.2%
2 商船三井 92 13.4% 545,309 13.5%
3 GLOVIS 80 11.6% 444,292 11.0%
4 川崎汽船 74 10.8% 458,371 11.3%
5 EUKOR 68 9.9% 369,145 9.1%
6 GRIM 59 8.6% 269,137 6.7%
7 WWO 54 7.9% 298,655 7.4%
8 HAL 46 6.7% 524,790 13.0%
9 トヨフジ海運 17 2.5% 77,060 1.9%

合計 687

出典：Hesnes Shipping As “The Car Carrier Market 2019” 
備考：キャパシティ2,000台以上の自動車船のみを対象としています
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不定期専用船事業

 2019年度の振り返りと2020年度の事業方針
2019年度について、自動車船部門は、採算性の向上を目標に掲

げ、不採算航路からの撤退や縮小、アウトバウンド・インバウンド

のバランスが取れた配船船隊規模の適正化、徹底した燃費効率

の改善、適合燃料油への確実な切り替えなど、さまざまな施策に

取り組んできました。また、自動車物流部門では、完成車ターミナ

ル事業の拡充を図る一方、傘下の事業会社の業務および財務状

況などから事業ポートフォリオを見直し、数社の撤退・清算を決

定しました。当本部全体としては、結果として当初の目標は達成で

きたと評価しています。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、2020年3月下旬よ

り世界各地の自動車の販売活動が縮小し、生産活動も停止を余

儀なくされました。4～5月の完成車の船積み台数や内陸取り扱い

台数は激減。その後、各国の経済活動再開に伴い、7月ごろから

徐々に回復し始めています。ただし、地域によってその回復スピー

ドは異なり、欧州をはじめ中南米や中近東は、北米や豪州などと

比較して、回復が遅れている印象です。通年で見れば、輸送台数

は前期の7～8割程度まで落ち込む見通しで、当本部の業績も減

益となる見込みです。

　そのような事業環境の下、当本部は2019年度に引き続き、採算

性と効率性の向上に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症

対策も見据えた非接触型の業務プロセス構築に向け、荷役やPDI

作業（納車前検査）などにおける省人化策を検証・実施していく予

定です。具体的には、ベルギーのInternational Car Operators 

N.V.（ICO）ターミナルでAGV（Auto Guided Vehicle）を使い、パレッ

トに載せた自動車を荷役ヤード内で移動する実証実験を行ってい

ます。これまで6台の自動車を動かすには6人のドライバーが必要で

したが、AGVを活用することにより1人のドライバーで移動が可能と

なります。作業効率向上と安全性が確認でき次第、シンガポールや

タイなどにも展開していく考えです。ほかにも輸送品質の維持・向

上の課題に対応するため、荷役やPDI作業のカメラによる遠隔管

理の可能性を検証しています。

 中期経営計画の進捗について
自動車物流事業の強化の一環として、グローバルな完成車ターミナ

ルの展開を進めています。エジプト初の完成車ターミナルが2021年

に建設着工します。2020年8月1日には、横浜大黒C-3ターミナル

が開業。横浜港は日本有数の完成車取り扱い台数を誇り、当社

が横浜川崎国際港湾（株）（YKIP）から借り受けて運営する国内

初の完成車ターミナルです。安定的な収益構造の確立とともに、

さまざまなステークホルダーの皆さまに価値を提供できる 

よう、ESGやサステナビリティを考慮したターミナル運営を行う 

考えです。Greenの取り組みで進めてきたICOターミナルの風力発

電機も2020年末には稼働する予定です。また、Digitalizationの

取り組みに関しては、ビッグデータを活用したトラブルの予兆管

理が効果的に機能しており、自動車船の事故の未然防止に大き

く役立ち、2019年度には重大事故ゼロを達成しています。

　さらには、Connected（コネクティッド）、Autonomous／

Automated（自動化）、Shared（シェアリング）、Electric（電動

化）の頭文字をとった「CASE」と呼ばれる自動車産業の大変革

が進む中、自動車メーカーの持つコネクティッド情報を活かし

て、生産から消費者への納品まで、1台ごとの情報を一気通貫

で管理するシステムの開発を研究しています。いくつかの技術

的ハードルがあり、実現にはもう少し時間を要する見込みです

が、完成車物流業務プロセスの変革と効率化に大きく寄与す

ると考えています。

出典：当社推計
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事業紹介

ドライバルク輸送本部
Dry Bulk Division

常務執行役員  
ドライバルク輸送本部長

浦上 宏一

収益構造の安定化を目指し、 
市況変動に強く柔軟な組織づくりのための 
改革を進めます。

　ドライバルクの事業環境は、収益安定化の土台となる長期契約の

割合が減少し、中短期の輸送契約が増加しつつあります。また、過去

に調達した高コスト船の課題もあり、当本部の現状は市況変動に左

右される事業構造であると言わざるを得ません。高コスト船の対策を

引き続き進めていく考えに変わりはありませんが、一方で、貨物と船腹

をきちんとマッチングさせることで、市況変動に強い、安定収益事業

にできると考えています。先行き不透明感が強まる中、貨物需要がど

う変動するか誰にもわかりません。だからこそ、荷動きや市況動向の

変化に対しても、事業構造の変革や規模の縮小・拡大を自在にでき

る組織とすることで、いかなる状況下にあっても「タイムリーに配船し

て、お客さまの信頼にお応えする」というベースを変えずに責任を果た

し続けたいと考えています。

 ドライバルク輸送本部における持続可能な
ビジネスモデルの確立に向けて
年間120億トン以上にものぼる世界の海上荷動きのうち、およそ

半分となる約60億トンは鉄鉱石や穀物などのドライバルク貨物が

占めています。その輸送需要に対し、当本部は、ケープサイズと呼

ばれる大型ドライバルカーからハンディサイズと呼ばれる小型ドラ

イバルカーまで、合計約400隻を運航し、鉄鉱石・穀物・石炭に

加え木材チップなどを日本のみならず世界各国へ輸送し、人 の々

ライフラインや産業を支えています。当本部が輸送する石炭など

の化石燃料は、CO2排出の観点から議論の的になっていますが、

経済成長が著しい東南アジアやその他途上国における慢性的な

電力不足の解消や、社会や産業の発展を支える安定的な電力供

給には当面不可欠であり、お客さまのニーズに合わせ、安全で確

実な輸送を担っていく考えです。一方で、当社が提供する輸送モー

ドの観点では、ハード・ソフトの両面から、CO2排出量削減の取り

組みを積極的に進めていきます。2019年度には火力発電所向け

の石炭輸送において、世界初となるLNGを燃料とする大型ドライ

バルカーの新造発注を決定しました。将来のゼロエミッション船

の実現が最終目標ではありますが、当面のブリッジソリューション

であるLNG燃料化は進んでいくと認識しています。また、既存船に

おいても、これまでに磨き上げてきた環境負荷低減技術や効率運

航等による燃料消費量低減策を積極的に採用し、環境課題への

関心が高いお客さまとともに、CO2排出量の削減に真摯に取り組ん

でいく考えです。

荷動き・船腹量伸び率推移

出典：Clarkson Dry Bulk Trade Outlook （February, 2020）を参考に当社作成
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不定期専用船事業

 2019年度の振り返りと2020年度の事業方針
2020年1月より適用されたSOx（硫黄酸化物）規制対応のスクラバー

（脱硫装置）搭載工事による入渠船増加により稼働船腹は減少した

ものの、船腹過剰の本格的な解消には至りませんでした。2019年度

の市況は、第2四半期末までは堅調に推移、第3四半期以降反転

し、第4四半期に入ると記録的な豪雨被害によりブラジル積み鉄鉱

石の荷動き停滞が長期化したことに加え、新型コロナウイルス感染

症拡大によるセンチメント（市場心理）の悪化が重なったことで、 

貨物減少以上に市況を押し下げました。当本部では先物取引

（FFA）でヘッジすることにより影響を最小限にとどめることができた

と評価しています。2020年度については、新型コロナウイルス感染症

拡大により、年度の始めから苦しいスタートを強いられました。一足

早く経済活動再開に踏み切った中国は、粗鋼生産では2019年比微

増、原料輸入は2019年を大きく上回るペースで増加しており、特に

大型船では5月末頃から回復基調となりました。各国のロックダウン

の解除、経済対策が出揃いつつある状況から、日本や欧米も荷動き

は徐 に々回復すると予想しています。このような激しい市況変動のな

か、市況耐性の高いドライバルク事業の構築に向け、収益構造改善

のための重点施策をさらに発展・加速させるとともに、当本部全体と

してより合理的な手法を検討するため、2020年4月に組織を改編し

ました。一つ目は、市況エクスポージャー※を一元管理する船隊管理

チームの新設。一元管理によって、当本部としての高コスト船対策や

FFA方針の策定と迅速な実行を強化しています。二つ目は、運航統

轄チームの新設。当本部の強みであり差別化の源泉は運航技術力

です。これまでは取り扱う貨物や船型ごとの各グループで運航ノウハ

ウや必要な情報が蓄積されていましたが、その垣根を取り払い、本

船の運航や現場への指揮命令を統轄する担当者を集約し、ベストプ

ラクティスの共有によりさらなる高度化を目指します。さらに、予算や

収支予測についても、本部内でプロセスを共通化して管理するプロ

ジェクトを立ち上げました。グループごとに長い時間をかけて確立し

たこれまでの業務プロセスを共通化するには大変な苦労が伴います

が、ドライバルク部門が一丸となって変革を成し遂げるには、最も効

率的で精度の高い共通の基盤を整え、より迅速で適切な意思決定

へとつなげることが不可欠だと考えています。
※ 市況エクスポージャー：長期契約を持たず、市況変動に晒される船舶

 中期経営計画の進捗について
どのような市況下においても、一定の利益を確保する安定的な

事業構造を目指したポートフォリオの構築を目指しています。重

点施策は4つ。一つ目は徹底した市況エクスポージャーの管

理。高コスト船の返船を着実に進め、市況エクスポージャーは、

35%から28%に縮減（2017年度末比）し、貨物の契約期間と

傭船期間がマッチする割合は改善しています。二つ目は長期契

約の維持・拡大。社会情勢や世界経済の変化のスピードが増

す中、提案型営業によりパートナーシップを強化しています。当

社グループの環境対応技術を結集した高付加価値船に加え、

世界トップクラスの高い運航技術力と海技力の提供によりお客

さまから選ばれるよう努めた結果、2019年度は5年以上の長

期契約を合計13件獲得しました。中長期契約数は2017年度

末比で15%増加し、順調に進捗していると評価しています。三

つ目はマーケット対マーケットでの安定収益の確保。2018年

4月に不定期船グループを発足させましたが、効率的な配船と

契約時期や期間に応じた最適な船の調達、当社の強みである

グローバルな営業ネットワークなどを駆使した貨物契約の獲得

により、市況低迷時でも一定の利益を確保し着実に成果を上

げました。四つ目はドライバルク周辺事業の開拓。バルク物流・

内航案件など、一度に大量の輸送が可能な船舶への「モーダ

ルシフト」の必要性が叫ばれる中、CO2排出量削減につながる

ことも期待されています。ESG経営推進の観点からも、常に新

たな価値創造につながる案件を発掘し、取り組んでいます。

ドライバルカー船隊ランキング（2020年1月1日現在）

ランキング 会社名 重量トン 
（千DWT） 隻数

1 China COSCO Shipping 31,977 295
2 日本郵船 15,989 173
3 川崎汽船 13,845 115
4 Fredriksen Group 13,529 109
5 Star Bulk Carriers 12,922 117
6 China Merchants 12,922 111
7 商船三井 11,277 95
8 Berge Bulk 11,041 56
9 Polaris Shipping 9,120 33
10 Oldendorff Carriers 9,043 88
11 Pan Ocean 8,703 62
12 Angelicoussis Group 8,568 49
13 今治造船 8,563 80

出典：Clarksonデータベースより当社集計
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エネルギー輸送本部
Energy Division

専務執行役員　 
エネルギー輸送本部長

河野 晃

長期視点で需要動向を捉え、 
グローバルネットワークを活かし新たなビジネスチャンス
と、さらなる付加価値を追求します。 

事業紹介

事業に関与することで、今後のエネルギーの需要動向やトレンドをい

ち早く察知して新たなビジネスチャンスにつなげるとともに、我 の々持

つ知見を活用したさらなる付加価値の追求を目指しています。

　一方で、当本部が関与するLNG船や海洋事業のプロジェクトの年

限は20～30年と長く、投資決定から竣工までの年数も加味すると、

極めて長期の視点で需要動向やリスクを見ておく必要があります。そ

のため、当本部ではIEA（国際エネルギー機関）が毎年発行するWorld 

Energy Outlook（WEO）の公共政策シナリオ（STEPS）をエネルギー

需要動向の指標の一つとして採用しています。STEPSは、エネルギー

消費が2040年まで年率1.0%の伸び、かつ世界各国がパリ協定の国

別目標（NDC）を達成することを想定したメインシナリオですが、各国

の環境政策の変化によっては温暖化ガス排出をさらに削減し気温上

昇を抑制する持続可能な開発シナリオ（SDS）に向かう可能性もあり

ます。このような将来のシナリオ変化に対応するため、メインシナリオ

STEPSをベースに重要変化事象をリストアップし、その事象のきっか

けとなるモニタリングポイントを定点観測する取り組みを開始しまし

た。今後、シナリオ分析による事業への影響やリスクの把握とともに、

事業戦略の検討に活用していく考えです。エネルギー需要全体の見

 エネルギー輸送本部の持続可能な
ビジネスモデルの確立に向けて

SDGsゴール7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」にもある

通り、エネルギーは人 の々生活に不可欠なものですが、世界では

いまだ10億人以上が電気を利用できない環境にあります。エネル

ギー輸送本部の事業は、さまざまなステークホルダーが安全、安

定そして安心してエネルギーを利用できるように、“Bringing value

（energy）to life.”という社会的使命を帯びていると考えています。

エネルギー需要は、人口、経済、生活水準の3つの掛け算で計算

されます。世界人口は、現在の77億人から、2050年には97億人

と26%増加すると予測されています。経済については、予測が困

難ですが、仮に年率2%の伸びで計算すると2050年までに80%以

上の成長となり、生活水準の向上も相まって、エネルギー需要は

将来にわたって拡大し続けることはほぼ間違いありません。伸び

続ける需要にしっかりと応えながら、化石燃料と再生可能エネル

ギーの両面からバランスよく安定供給に貢献できるかが、当本部

最大のミッションです。また、当本部が掲げる「バリューチェーン戦

略」では、エネルギーバリューチェーンの上流から下流まで幅広く

海洋事業・LNGのバリューチェーン

探査フロー

当社グループのサービス
 参入済　  参入検討

生産・貯蔵 精製・液化・ 
貯蔵 輸送 お客さま

FSRU LNG 
燃料

試掘・掘削 域内輸送

調査船・ 
物理探査船

FSO, FPSO 
Wheatstone 

Project

キャメロン 
LNGプロジェクト LNG船、タンカードリルシップ シャトルタンカー
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LNG取引量と需要見通し
 アジア・オセアニア　  欧州　  北中南米　  アフリカ

不定期専用船事業

通しを俯瞰した長期視点での事業運営は、当社が標榜するESG経営

を推進するうえで、欠かせない要素であり、今後とも継続的に取り組

みを深化させていきます。

 2019年度の振り返りと2020年度の事業方針
米国による複数の国々への経済制裁や貿易摩擦などの影響から、

一部の原油タンカーが不稼働となり、船腹供給が逼迫し、運賃市

況は2019年夏頃を境に、大きく高騰しました。また、サウジアラビ

アを中心とする石油輸出国機構（OPEC）とロシアなど非加盟の主

要産油国で構成する「OPECプラス」にて、大規模な協調減産に

踏み切ったことや、新型コロナウイルス感染症に起因した新たな地

政学的リスクも顕在化してきており、世界経済の動向とともに、今

後も注視しておく必要があると考えています。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、足元のエネルギー全

体の需要は大幅に減退していますが、当本部が担うエネルギー輸

送は中長期契約がおよそ8割を占めており、2019年度も想定通り

に長期契約を積み上げることができました。期中には新造LNG船

3隻が竣工したほか、新たに1隻の新造発注を絡めた長期契約も

獲得しました。海洋事業においても、シャトルタンカー3隻を新たに

契約したほか、FPSO※もさらに1隻の中長期契約獲得となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の商談が遅れているケー

スもありますが、2020年度においても新規契約を獲得できる見込

みです。また、米国のキャメロンLNGプロジェクトも順次稼働開始

予定で、当本部における新型コロナウイルス感染症の影響は限定

的であり、2020年度も安定した収益計上を見込んでいます。
※  Floating Production, Storage and Offloading system：浮体式海洋石油・ガス生産
貯蔵積出設備

 中期経営計画の進捗について
中期経営計画については、長期契約の積み上げやDigitalization 

and Greenの取り組みの拡充など、当本部として着実に実行できて

いると評価しています。

　Digitalizationの取り組みでは、他部門で導入している船舶のパ

フォーマンスマネジメントシステム（SIMS）を、お客さまのご協力も

得て、当本部のLNG船へ試験運用を開始しました。LNGは液温

が摂氏マイナス160度と非常に高度な貨物管理が必要であり、当

社は長年の運航経験でLNGの安全輸送技術を磨いてきました。

このノウハウを活用し収集した運航ビックデータを解析すること

で、最適運航を実現し、燃料消費量を抑制、コストだけではな

くCO2排出量の削減にも貢献します。さらに、経済性や環境負

荷低減のメリットだけでなく、事故防止にも役立てる考えです。

これらのメリットを定量的に可視化する取り組みにも注力してお

り、新たな付加価値として、今後の商談にも活用していきます。

　Greenの事業化に向けた取り組みについては、2019年4月に

当本部内に専任部署を設立しておよそ1年が経過しましたが、

案件数は数十件にまでに積み上がり、2030年を目処に経常利

益で数十億円規模の事業へと成長させていく計画です。舶用

のLNG燃料については、これからが導入期であり2020年代後

半から2030年代にかけての成長を見込んでいます。また、ゼロ

エミッションの実現に向けた、水素やアンモニアなどの代替舶

用燃料にも注目が集まっていますが、現時点ではまだ商用化前

の技術開発段階にあります。当本部は関係官庁や国内外の有

力パートナーと連携しながら、当社グループが有する技術力や

ノウハウといった強みを活かして、研究開発を牽引し新しい価

値の創造とビジネスに結び付けていく考えです。

　さらに、再生可能エネルギーはこれからの成長が期待できる

分野であり、当社もしっかり取り組んでいくつもりです。まずは、

国内の洋上風力発電事業をターゲットに、当社グループのグ

ローバルネットワークを活かして専門性を有する海外の有力

パートナーと連携し、建設資材の輸送から発電、送電に至るま

で、バリューチェーンのさまざまな過程で付加価値を提供してい

く考えです。

出典：IHS-CERA レポートを参考に当社集計
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