
安全運航を支える組織体制

当社は、社長を委員長とする安全運航対策委員会におい
て、当社及び当社グループ運航船の安全運航確保·徹底に
関する基本方針·対策等について審議し、決定しています。
また、チーフセーフティオフィサー（CSO）は、社長より委任
を受け、当社及び当社グループ事業全体の安全品質の確

保・徹底のための戦略立案・施策実施を統括し、営業本部
長、及び担当執行役員に必要な助言を与えています。安全
運航本部では、全社安全運航に関わる具体的な施策が立
案され、所属する各部にて実行されています。

安全運航への強い決意

世界の物流の大動脈としての使命を果たすうえで、安全運
航は決して妥協することなくその実現に向けて努力を続け
ていかなければならない最重要課題です。効率性·経済性
を追求するため、貨物船はその歴史の中で徐々に大型化し
てきましたが、それに伴い、ひとたび事故が発生してしまっ
た場合のリスクも大きくなっています。誠に遺憾ながら当社
グループでは、2006年に4つの重大海難事故が発生し、 
ステークホルダーの皆様に多大なご迷惑をおかけしました。
当社グループはこれを重く受け止め、再発の防止に向けて

徹底的に原因究明を行うとともに、海陸·グループ内分け隔
てない安全文化の醸成や教育·訓練の更なる強化、組織体
制の改革、24時間切れ目ないサポートを提供する安全運
航支援センター（SOSC）の設置など、様々な取り組みや仕
組みを充実させてきました。しかしながら、安全運航はどこ
まで追求しても終わりのないテーマです。当社グループで
は、過去の事故の教訓を肝に銘じ、グループ役職員一人ひ
とりが高い意識を持ち、一丸となって「世界最高水準の安
全運航」の実現に向けて取り組んでいます。

安全運航の徹底に関するKPI

当社グループでは安全運航の徹底に向け、その実現プロセ
スを見える化するため、「4ゼロ」（重大海難事故·油濁によ
る海洋汚染·労災死亡事故·重大貨物事故のゼロ）を継続

的な目標として掲げています。また、そのほかにも以下に掲
げるKPIを設定し、それぞれの数値の低減に努めています。

輸送を通じた付加価値の提供

グローバル化が進んだ現代において、人々の暮らしは世界各地から輸送されたモノによっ
て支えられています。また、供給地から需要地へモノが運ばれることによって付加価値が生
まれ、経済活動が成立しています。商船三井グループは、資源、エネルギー、原材料や製品
など、様々な物資の輸送を通じて世界中の人々の暮らしと産業を支えています。世界の物
流の大動脈として、絶えず安全で高品質な輸送を提供し続けることは私たちの最大の責務
であり存在価値そのものです。

約1,200万TEU*1

⇔  世界のコンテナ荷動き量*2（2019年）  
約1億4,700TEU

年間コンテナ輸送量（2019年度・ONE社）

約7,000万MT
⇔  日本のLNG輸入量*3（2019年）  
約7,700万MT

年間LNG輸送量（2019年）

約139,000MT 約130MT

約9時間

約380万台
⇔  日本の自動車輸出台数*6（2019年）  
約450万台

年間自動車輸送台数 （2019年度）

“WAKASHIO”座礁及び油濁発生について  
当社が長鋪汽船（株）の子会社（以下「船主」）から傭船していた大型ばら積み船“WAKASHIO”が、中国から次の積地であるブラジルに
向けてインド洋を航行中、モーリシャス沖で現地時間2020年7月25日に座礁し自力航行不能に陥りました。当社は事故発生直後から
船主の事故対応を支援し事態の収束を図りましたが、本船の離礁及び燃料油の抜き取りは新型コロナウイルス対策や地理的な制約に
加え冬場の厳しい海気象が続き作業が捗らず、現地時間8月6日には本船燃料タンクに亀裂が生じ、約1,000MTの燃料油流出に至りま
した。これにより、現場水域・地域の環境に多大な影響を及ぼす事態となりました。当社は引き続き、モーリシャス及び本邦政府や関係
機関とも連携しつつ、人員や流出した油回収に必要となる資材の提供などを通じ、事態の収束と再発防止に向けて全力で取り組んでま
いります。

商船三井グループの巨大な輸送スケール

海上輸送の持つ圧倒的なキャパシティ（主力のアジアー北米西岸航路で比較した場合）
*1  100万人・時間当たりの労災事故発生件数。従来、下船を余儀なくされる職務傷病を集計対象としていたが、2015年度よりLTIFの基準を厳格化し、下船に至らずとも、発生日当日に軽作業
を含む労働に復帰できなかった職務傷病も集計対象に含めることとした。

*2  2020年度から、目標値をさらに厳しい0.5以下に変更した。
*3  機器故障や事故等による船舶の年間運航停止時間を1隻当たりで表したもの。
*4  船舶の運航停止に至る 機器故障や事故等の年間発生件数を1隻当たりで表したもの。

輸送量に 
おける比較

 KPIの推移については、P14をご参照ください。

約7,200万MT
⇔ 日本の鉄鉱石輸入量*4（2019年）  
約1億2,000万MT 
  中国の鉄鉱石輸入量*5（2019年）  
10億7,000万MT

年間鉄鉱石輸送量（2019年度）

輸送時間に
おける比較

海上輸送：
14,000TEU型のコンテナ船の場合

航空輸送：
ボーイング747-8Fの場合

約10日間

日本の貿易量に占める海上輸送の割合*7

国際物流における海上輸送の占める割合*8

*7  出典：公益財団法人日本海事広報協会 
「日本の海運 SHIPPING NOW 2020–2021」

*8  出典：International Chamber of Shipping

99.6%

約90%

*1  TEUは20フィートコンテナを基準に換算したコンテナ個数。
*2 出典：日本海事センター
*3 出典：IHS Markit
*4  出典：Trade Statistics of Japan（World Trade Atlas）
*5 出典：China Customs （World Trade Atlas）
*6 出典：財務省
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安全運航を支える組織体制

「4ゼロ」の 
継続的な達成

1
LTIF*1 

（Lost Time Injury Frequency）： 
0.7以下*2

2

運航停止平均時間*3： 
24時間／隻／年以下

3

運航停止発生率*4： 
1.00件／隻／年以下

4

安全運航対策委員会
委員長：社長  
副委員長：安全運航本部長

安全運航本部
LNG海技·船舶管理戦略部
船舶管理会社（エム·オー·エル·シップマネージメント及び 
エム·オー·エル·エルエヌジー輸送）

海上安全部  
スマートシッピング推進部
タンカー·乾貨船海技統括部

年間航海数合計

3,500以上

寄港する国数

100以上
⇔海に面する国数 

145カ国



輸送を通じた付加価値の提供

安全運航支援センター（SOSC）の運用

当社グループでは2006年に発生した事故の教訓を基に、
「船長を孤独にしない」をスローガンとし、24時間365日陸上
から安全運航を支援するSOSCを2007年より本社ビル内
に設置しました。
　世界中の海を航行する当社グループの船舶は、荒天、 
台風、航行域の凍結などの気象上の悪条件ばかりでなく、 
中東等における政情不安など、様々な状況に適切に対応す
る必要があります。近年では、気候変動に伴う熱帯低気圧
の大型化や、政治経済悪化に伴うテロや海賊の脅威増大も
あり、陸上と海上の連携がますます重要になっています。
　SOSCは、こうしたリスクをリアルタイムで把握し、本船、船
舶管理会社、海技担当チーム、運航担当者と連絡を取り合
い、「船長を孤独にしない」体制を整えています。船長経験

者1名を含む海技者2名が常駐し、当社グループ運航船約
800隻の動静、気象情報、国内外メディア報道など、船の航
行に関わるあらゆる情報を収集してタイムリーに発信すると
ともに、ハイリスクな状況にある船舶には個別の助言を提供
し、船長からの相談
にも応えることによ 
り、重大事故の発生
を未然に防止するべ
く全力で取り組んで
います。

海難時への体制と備え

当社グループでは重大海難事故発生の緊急時に備え、独
自の対応マニュアルを作成し、全社員が常に閲覧できるよ
うにするとともに、船上での火災や浸水、海賊やテロ行為
など、様々な事態を想定した緊急対応訓練を当社運航船
の航海中、定期的に実施しています。また、年に1回、社長
以下関係役員と関係部署、船舶管理会社、本船、グループ
会社が協同し、海上保安庁やメディアの協力も得ながら、
重大海難事故緊急対応訓練を実施しています。2018年11
月には明石海峡大橋付近におけるLNG船の他船との衝突

事故、2019年10月には伊勢湾におけるコンテナ船の火災
を想定した緊急対応訓練を実施しました。これらの取り組
みを通じて、グループ全体で万一に備えた体制をより強固
なものとしていき
ます。

チーフセーフティオフィサー（CSO）メッセージ 

安全への決意を新たに 

加藤 雅徳   
常務執行役員 
チーフセーフティオフィサー

   営業部隊と海上職社員の連携  
当社では、海上職社員が定期的に陸上勤務をしており、タンカー・乾貨船海技統括
部やLNG海技・船舶管理戦略部等に所属し、日常的に営業部隊とコミュニケー
ションを取りながら、安全確保を含めた海技面でのサポートをしています。

安全文化の醸成に向けた取り組み 

   Safety Conference    
毎年2月から5月にかけて主要船員供給国の日本、フィリピン、クロアチア、インド、ロ
シアの5拠点で「Safety Conference」を開催しています。安全に関する取り組みの
紹介や当社運航船で発生した事故の振り返り等を通じて、当社運航船に配乗する
船員と意見交換をしています。

  乗船研修  
安全運航の実現には、陸上社員も含めた全社的な安全意識向上が必要です。当社
では、運航船への2～3週間にわたる便乗を通じ、船そのものと運航の現場におけ
る知識を実体験を通じて学ぶ「乗船研修」を実施しています。

  安全キャンペーン  
当社では海陸一体となり安全について考える機会を設ける観点から、様々な取り組
みを行っています。「安全キャンペーン」では、陸上役職員が訪船し、現場の安全を
司る乗組員と事故防止に関する意見交換をしています。2017年度からは、運航上で
不安や疑問を抱いたらいったん立ち止まり正しい行動を取るために考える「STOP 
and THINK MORE」をメインテーマに据えてディスカッションを行っており、安全
キャンペーン中に得られた情報・提案などは社内及び当社運航船間で共有するこ
とで、安全運航体制の更なる強化に活かしています。

  安全運航を考える会  
安全運航は本船乗組員のみに委ねるもの
ではなく、当社従業員一人ひとりが関わっ
ていることを認識する機会として、陸上役職
員向けに「安全運航を考える会」を海上安
全部主催で定期的に開催しています。 
2019年度は、安全キャンペーンの役割、陸上
社員に訪船を促し続けている歴史的背景、
台風避航のケーススタディーなどを扱い、
国内外のグループ会社役職員を対象に全
5回にわたって開催し、合計300人以上が
出席しました。

誠に遺憾ながら、2020年8月、当社が船主から傭船していた大型
ばら積み船“WAKASHIO”がモーリシャス沖で座礁し油濁が発生
しました。今回の事故は、当社が船主からお借りしている船におい
て起きたものではありますが、当社グループの全役職員が自分ご
ととして重く受け止め、今一度安全について初心に立ち返って考え
直す必要があると考えています。安全というのは、船の運航に直
接関わる一部の人間だけが努力して達成できるものではありま
せん。また安全文化というのは、一朝一夕にできるものでもありま
せん。海上・陸上を問わず、営業部門もコーポレート部門も、役職
員一人ひとりが常に自覚を持たなければ、安全は成り立たないの
です。私たちは決意を新たに、安全の徹底に取り組んでまいります。

Safety Conferenceの様子（ウラジオストク会場、2019年）
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SOSCの機能例―熱帯低気圧の発生

SOSCから熱帯低気圧、台風発生周辺地域の航行船の船舶 
管理会社、海技グループ、運航担当者に連絡

船舶管理会社、運航担当者、海技チーム*が連
携を取り、航行中の船には針路確認し、港に停
泊中の船には避航要否を指示

船長からSOSCに避航計画、
今後の針路につき相談

船舶管理会社 海技チーム・運航担当者

* 海上職社員で構成された、運航担当者への助言・支援を行うチーム。船種ごとに2部に跨がって設置している。

気象に
関するリスク

•  荒天
•  台風／ハリケーン／
サイクロン

•  海氷·氷山 
•  河川港の凍結 

地政学的リスク
•  政情不安
•  海賊 
•  ミサイル発射実験

その他リスク •  感染症
•  地震·津波

船舶を取り巻く様々なリスク

SOSC
船に情報発信。熱帯低気
圧から台風への発達／進
路予測情報の確認・連絡

SOSCが外部専門ベンダー
からの気象情報に基づき
熱帯低気圧の発生を確認




