
推進体制

経営会議の下部組織である環境経営委員会において、中長
期的な環境目標の策定に加え、その達成状況や環境・エミッ
ションフリー事業の推進状況についてレビューを行っていま
す。また、2020年4月には環境戦略の立案・施策実施を統括
するチーフエンバイロメント・サステナビリティオフィサー
（CESO）、また経営企画部内にはその実務を担う専門チーム
を新設しました。技術革新本部では、技術・ICT面から環境
に関わる取り組みを推進しています。

温室効果ガス排出削減に向けて～「商船三井グループ 環境ビジョン2.0」の制定～

パリ協定発効以来、高まり続ける地球温暖化防止へ向けた
機運の中、IMO （国際海事機関）は国際海運の温室効果ガ
ス削減目標やその実現のための対策等を包括的に定める
「GHG削減戦略」を2018年4月に採択しました。当該戦略
は、国を跨いだ単一セクターで21世紀中のGHG排出ゼロを

目指すことに世界で初めてコミットしたものです。これを 
受けて、このたび当社においても、2017年4月に定めた 
「環境ビジョン2030」を見直し、IMO目標の達成も含めた 
当社の取り組みをより明確にコミットした「商船三井グルー
プ環境ビジョン2.0」を制定しました。

商船三井グループにとって、気候変動、大気汚染、生物多様性の阻害などの人類共通の環
境問題解決に世界の一員として先進的に取り組むことは、社会的使命です。当社グループの
事業活動に伴う環境への負荷を最小化するのみならず、環境問題に対するソリューション提
供自体を重要なビジネス機会と捉えて、目指す姿を実現するための3本柱の一つとして「環境
戦略の推進とエミッションフリー事業のコア事業化」を掲げ、環境分野における取り組みを積
極的に推進しています。

海洋・地球環境の保全

環境ビジョン2.0で掲げる目標達成に向けた取り組み  

経営会議 
CESO

経営企画部
（環境戦略・サステナビリティ推進チーム）

技術革新本部

環境経営委員会

商船三井グループは、環境課題に向き合い、グループの総力を結集して、
持続可能なネットゼロ GHGエミッションを実現します

2030年に持続可能な 
ネットゼロGHGエミッション外航船を 

創出します。

2050年に船からの 
GHG排出総量を 

2008年比50%削減します。

今世紀中のできる限り早期に 
ネットゼロGHGエミッションを 

実現します。

従来「環境ビジョン2030」（2017年制定）で掲げていた削減目標

当社グループは輸送単位当たりの温室効果ガス排出量を2014年度比で2030年までに 
25%、2050年までに50%削減することを目標とします。（効率改善目標）

戦略目標 取り組み内容

 その他、当社の環境・エミッションフリー事業に関する取り組みについては、P34をご参照ください。
 当社グループのCO2排出量推移については、P15をご参照ください。

当社では、同時並行で様々なクリーン代替燃料の検討を進めています。例えば、LNGは化石燃料ですが、従来の重油に比べるとCO2の排出量
削減が可能であり、今すぐに選択可能な代替燃料として有効な選択肢だと考えています。ただしLNG燃料だけでは目標の達成は不可能であ
るため、他の次世代燃料、具体的にはメタネーションによる合成メタン、アンモニア、電動船等の検討も進めていきます。合成メタンの船舶燃
料としての活用策検討については、2019年度にCCR研究会*に加入し、業界横断のワーキンググループを立ち上げました。

*  Carbon Capture & Reuse研究会の略。産業界から排出されるCO2と再生可能エネルギーを利用し生産される水素を組み合わせた代替エネルギーを提供するCCR技術を、業界横断
的に持ち寄り検討する団体。

クリーン代替燃料の導入
   LNG燃料化の推進
   LNG燃料の次を担う次世代燃料の検討・導入

 ウインドチャレンジャーの詳細については、P35をご参照ください。

省エネ技術の導入
   ウインドチャレンジャーの実機搭載
   その他新技術の導入

これまで進めてきた既存船の運航における燃料消費量の削減策をさらに推し進めるべく、タンカー・乾貨船海技統括部に運航効率改善 
チームを新設の上、同チームの集中監視によりタイムリーに個船別の運航状況を把握し、最適速度航行の徹底を図っていきます。

効率運航の深度化    運航状況のリアルタイム・モニタリングによる燃料消費量の削減

外航海運の国際ルール協議は、IMOを主な舞台として進展しています。新制度導入の方向性次第では海運会社の事業環境に大きな影響を
及ぼしますが、それを新たなビジネスモデル構築の機会として捉え、業界団体及び関係省庁を通じ議論に積極的に関与していきます。

ネットゼロGHGエミッションを 
可能にするビジネスモデル構築    業界団体、関係省庁を通じた公的規制、ルールづくりへの積極関与

船からのGHG排出量ゼロだけに拘っていては、21世紀中の早期に目指すネットゼロGHGエミッションの達成は困難です。上記分野に 
おける新規事業開発により、グループ全体の事業ポートフォリオにおける低炭素化を推進していく考えです。次世代燃料は、サプライチェーン
が未整備のものが多いため、舶用燃料として利用するだけでなく、上流（製造）から下流（輸送・供給）まで、幅広い分野での参画を目指します。

グループ総力を挙げた 
低炭素事業拡大

   FSRU、LNG発電船、再生可能エネルギー関連に加え、 
水素などの次世代燃料領域における事業開発

1

2

3

5

4

 チーフエンバイロメント・サステナビリティオフィサーについては、P38をご参照ください。

商船三井グループ 環境ビジョン2.0
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商船三井が描く2℃シナリオの世界観 社会のクリーン化、再エネシフト、化石燃料需要低下

CO2

CO2

FCV

SOx

EV

水素

NOx鉄鋼化石燃料

H2
H2

H2

今世紀末のGHG
排出量ゼロを目指す

IMO

炭素税を上げる

政府

クリーン
エネルギー

砕氷船による 
北極海航路の 
更なる利用

洋上風力発電
需要の増加

次世代燃料の
開発

船舶燃費規制の厳格化 
温室効果ガス 

排出量削減対策開始、
SOx、NOx規制強化

自動車軽量化のため
需要の減少

より低炭素な
地産地消にシフト

炭素税の拡大
化石燃料
需要の減少

EV*3やFCV*4の
利用が増加

バイオ燃料

MOL

*3 Electric Vehicleの略。電気自動車。 *4 Fuel Cell Vehicleの略。燃料電池自動車。

逆に、貨物の積み荷役時には、 
重りが不要になるため、 
バラスト水を排出します。

揚げ荷港 積み荷港

貨物の揚げ荷役により喫水が 
上昇するため、重りとして 
バラスト水を取り込みます。

生態系に
影響水生生物

バラスト水の仕組み

海洋・地球環境の保全

シナリオ分析の実施  

当社は、2018年度、気候変動が事業に及ぼす影響や、その
影響下での事業の継続性について把握すべく、環境省支援
のもと、TCFDの枠組みを活用したシナリオ分析のトライア
ルを実施しました。さらに2019年度には、営業部門との綿密
な意見交換を行った上で、キーとなる輸送需要の長期見通
しに関し当社独自の視角を加えた分析を行い、2018年度の
内容を発展させる形での改訂を行いました。改訂にあたっ

ては、気候変動関連項目のうち当社事業への影響の重要度
と確実性の双方が大きいと判断した以下4項目について、
2℃及び3℃シナリオ*1に応じ損益に与える影響の定量化を
行っています。今後もシナリオ分析の精度を高め、その結果
を「環境ビジョン2.0」で掲げる目標達成に向けた各取り組
みの推進に役立てていきます。

海洋環境保全  

であるSOx2020年規制対応委員会のもと、2020年1月
の規制強化開始に万全を期すべく、全社横断的に対策に
取り組みました。
　規制に対応する３手段（適合油の使用・SOxスクラバー
の設置・LNG等代替燃料使用）のうち、適合油による対策
を主体としつつ、他の2手段についても個船ごとに活用を
進めています。

*1  エネルギー需要と気候変動に関する超長期の将来シナリオの通称。2℃シナリオは気温上昇を産業革命前と比べ2℃以内に抑えるために必要な対策が講じられた場合、3℃シナリオ
は十分な経済施策や追加の対策が講じられない場合を指す。前者はIEA（国際エネルギー機関）が公表するシナリオ、後者はIEA公表シナリオを基に当社が独自に作成。

*2  Energy Efficiency Design Index（エネルギー効率設計指標）の略。船舶新造設計時の理論上のCO2排出量指数（g/トン-マイル）。EEDI規制においては、船種ごとに定められた基準
値からの削減率が段階的に強化される。

気候変動以外の課題に対する取り組み

適合油

SOxスクラバー

LNG等代替燃料

硫黄分を0.5％に抑えることで新基準に適合させた燃料油です。当社は前広に各油社が提供する適合油の性能検証や必要
量の確保に努めた結果、運航船に大きなエンジントラブルや不稼働を生じさせることなく、円滑に使用燃料油の切り替えを
完了しました。

水を使って排煙から硫黄分を取り除く装置で、設置すれば従来型の燃料油を継続使用することができます。VLCCやケープ
サイズバルカー等大型船に向いた対応手段であり、当社はお客様要請による設置も含め、 2020年5月現在、41隻に設置を
完了しました。今後、グループ全体で2022年までに100隻へ設置予定です。

グリーンボンド、サステナビリティボンドの発行

世の中の環境やSDGsに対する意識の高まりを資金調達面
でも活かす取り組みとして、2018年度にはグリーンボンド*5

を100億円、2019年度にはサステナビリティボンド*6を200
億円発行しました。グリーンボンドとサステナビリティボンド
ともに、機関投資家向けに加え、個人投資家向けにも発行し
た国内事業会社として初の事例です。
*5  調達資金の使途を環境改善効果のあるグリーンプロジェクトに限定して発行する債券
*6  調達資金の使途を上記に加え社会課題の解決に資するソーシャルプロジェクトに限
定して発行する債券

 当社環境データの詳細は、Webサイトをご参照ください。
https://www.mol.co.jp/sustainability/environment/data/index.html

プロジェクト名 グリーンボンド サステナビリティボンド

バラスト水処理装置 55 40
SOxスクラバー 22 92
LNG燃料供給船 14 20
LNG燃料船 7 1
新型PBCF 2 1
その他（グリーンプロジェクト以外） － 46

合計 100 200

資金使途

1
炭素税の 
新設／上昇

2
代替燃料の使用を前提とした 
次世代船の普及拡大

3
EEDI*2規制の 

強化

4
海上輸送需要の 

変動

当社は、2014年度以降、IMOが採択したバラスト水管理条
約の発効に先行し、 保有船への処理装置搭載を進めてきま
した。2020年4月現在、167隻への搭載を完了しており、条
約の定める期限内に当社保有船全船へ搭載する方針です。

（億円）

生物多様性保護  

MOL

大気汚染防止  

LNG燃料はSOx排出量をゼロにできますが、専用のエンジンを備える必要があることから、新造船を中心とした採用になり
ます。その他、電気推進船・ウインドチャレンジャー計画（P34～37参照）や、合成メタンの活用（P47参照）にも取り組んでい
ます。

当社は、2019年度の経営計画において、「SOx規制への 
戦略的対応」を注力テーマに掲げ、経営委員会下部組織

条約の内容 
船舶によるバラスト水排出が海洋生物を越境移動させることに 
より、海洋生態系に対して影響を与える恐れがあるとして、2024年まで
に全ての船舶へのバラスト水処理装置の設置が国際条約で義務付けら
れています。

 バラスト水管理条約

規制の内容
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
規制するものです。IMOは、2020年1月以降、それ以前の3.5%以下から
0.5%以下に規制値を強化しました。

 SOx排出規制

 海洋プラスチック削減
海の生態系に甚大な影響を及ぼす海洋プラスチックの削減
に向けた取り組みの一環として、2020年度竣工予定の新造
船複数隻に専用回収システムの設置を計画しています。
船舶が海水を取り込む過程で、波や紫外線の影響で5mm
以下に細かく粉砕された海洋中のマイクロプラスチックをフィ
ルターを通して回収するもので、年間数百グラム／隻（数十万
個）の回収量を見込みます。2019年秋の陸上試験ではマイ
クロプラスチックを回収できることを確認しており、今後
第1船の検証を経て、設置隻数の増加を検討していきます。

 シップリサイクル
 当社の取り組みについては、P69をご参照ください。

陸上試験で回収したマイクロプラスチック

5mm
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