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世界の７割は海



出典：内閣府 国民経済計算

財務省 貿易統計世界の海上荷動き総量
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出所：Clarkson　11年春号
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11年は推測数字
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石炭

100%

原油

99.6%

・貿易貿易貿易貿易のののの99.7%（（（（重量重量重量重量ベースベースベースベース、、、、2009年年年年））））をををを海上輸送海上輸送海上輸送海上輸送にににに頼頼頼頼るるるる日本日本日本日本

・・・・我我我我がががが国船社国船社国船社国船社はははは主要貿易物資主要貿易物資主要貿易物資主要貿易物資のののの長期安定輸送長期安定輸送長期安定輸送長期安定輸送にににに極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい役割役割役割役割

【出典】「食料品需給表」、「木材需給表」2008年版、「エネルギー白書」

「鋼鉄統計要覧」2010年版による2008年の数値

【主要貿易物資の日本船社積取比率】
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船が止まったら日本はどうなる？



えび

９５％

主に、ベトナム、

インドネシアから

そば

７９％

主に中国から

小麦粉（ころも）

８７％

主にアメリカから

大豆（醤油）

ほぼ１００％

主にアメリカから

天ぷらそばの８割（カロリーベース）は海外から輸入しています。

輸入が支える天ぷらそば



船が止まったら献立はどうなる？
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＝＝＝＝7日日日日１１１１個個個個 ＝＝＝＝9日日日日１１１１回回回回１００１００１００１００ｇｇｇｇ

朝 ごはん一杯＋ふかし芋２個 ＋お新香１皿

昼 焼き芋2個 ＋ふかし芋１個 ＋リンゴ1/4

夜 ごはん一杯＋焼き芋1個 ＋焼き魚１切れ

卵は7日に1個、肉類は9日に一回１００ｇ

出典 農林水産省



仏教伝来（５３８年）

仏教伝来

百済（朝鮮古代の三国の一）の聖明王の使者が欽明天皇

に金銅の釈迦如来像や経典，仏具を献上。



遣唐使の航路

遣唐使船

写真 ：十三世 木津屋次郎兵衛所蔵

遣隋使（600年）・遣唐使（630年）



鑑真第六回渡海図

唐招提寺

鑑真和上

資料6

６６６６回目回目回目回目のののの渡海渡海渡海渡海でででで初初初初めてめてめてめて来日来日来日来日にににに成功成功成功成功

鑑真和上来日（753年 第6回）



日本海運夜明け前（1860年代）

• 龍馬伝 ー 開国と貿易

150年前 日本は極東の孤島

�岩崎岩崎岩崎岩崎 弥太郎弥太郎弥太郎弥太郎�坂本坂本坂本坂本 竜馬竜馬竜馬竜馬



１８６９１８６９１８６９１８６９

（（（（明治明治明治明治2年年年年））））
「「「「九十九商会九十九商会九十九商会九十九商会」」」」

誕生誕生誕生誕生。。。。弥太郎弥太郎弥太郎弥太郎

はははは土佐藩側土佐藩側土佐藩側土佐藩側かかかか

らららら事業事業事業事業をををを監督監督監督監督

１１１１８７３８７３８７３８７３

「「「「三菱商会三菱商会三菱商会三菱商会」」」」にににに

名称変更名称変更名称変更名称変更

１８７４１８７４１８７４１８７４

「「「「三菱蒸気船会社三菱蒸気船会社三菱蒸気船会社三菱蒸気船会社」」」」にににに

名称変更名称変更名称変更名称変更

「「「「日本郵船日本郵船日本郵船日本郵船」」」」誕生誕生誕生誕生のののの歴史歴史歴史歴史
- １８８５１８８５１８８５１８８５年創業年創業年創業年創業 -

１８７２１８７２１８７２１８７２

「「「「三川三川三川三川（（（（みつみつみつみつ

かわかわかわかわ））））商会商会商会商会」」」」

にににに名称変更名称変更名称変更名称変更

１８７５１８７５１８７５１８７５

横浜横浜横浜横浜-上海航路開設上海航路開設上海航路開設上海航路開設

「「「「郵便汽船三菱会社郵便汽船三菱会社郵便汽船三菱会社郵便汽船三菱会社」」」」にににに

名称変更名称変更名称変更名称変更

明治維新と日本海運の誕生

１８７１１８７１１８７１１８７１

（（（（明治明治明治明治4年年年年））））
岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎がががが

経営経営経営経営にににに参画参画参画参画

2

１８８５１８８５１８８５１８８５

弥太郎弥太郎弥太郎弥太郎がががが死去死去死去死去。。。。

弟弟弟弟・・・・弥之助弥之助弥之助弥之助がががが

後後後後をををを継継継継ぐぐぐぐ。。。。

渋沢栄一渋沢栄一渋沢栄一渋沢栄一らのらのらのらの

共同運輸共同運輸共同運輸共同運輸とととと

合併合併合併合併しししし

「「「「日本郵船日本郵船日本郵船日本郵船」」」」

にににに

１８６２１８６２１８６２１８６２

勝海舟勝海舟勝海舟勝海舟のののの

弟子弟子弟子弟子になになになにな

るるるる

１８６７１８６７１８６７１８６７

暗殺暗殺暗殺暗殺されるされるされるされる

１８６６１８６６１８６６１８６６

竜馬竜馬竜馬竜馬のののの斡斡斡斡

旋旋旋旋によるによるによるによる

薩長同盟薩長同盟薩長同盟薩長同盟

創業者創業者創業者創業者

岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎

１８３５１８３５１８３５１８３５年誕生年誕生年誕生年誕生

坂本竜馬坂本竜馬坂本竜馬坂本竜馬

１８３６１８３６１８３６１８３６年誕生年誕生年誕生年誕生

１８６５１８６５１８６５１８６５

長崎長崎長崎長崎でででで亀山社亀山社亀山社亀山社

中中中中（（（（後後後後のののの海援海援海援海援

隊隊隊隊））））をををを結成結成結成結成

弥太郎弥太郎弥太郎弥太郎はははは土佐藩土佐藩土佐藩土佐藩

のののの命命命命をををを受受受受けてけてけてけて、、、、

経理経理経理経理をををを担当担当担当担当。。。。

ごごごご参考参考参考参考 坂本竜馬坂本竜馬坂本竜馬坂本竜馬のののの年表年表年表年表



日本海運発展と国力の増強

（1880～1940年代）

• 明治以来の政策

– 国策として海事産業を育成
– 富国強兵、殖産興業

欧州航路処女航海時の土佐丸（左）１８９６年 横浜港

練習船明治丸 1874年竣工
保存運動中



太平洋戦争で壊滅的打撃（1941～45年）
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敗戦後の日本海運（1950年代）

• 戦後戦後戦後戦後ゼロゼロゼロゼロからのからのからのからの再出発再出発再出発再出発

– 四大重点産業育成策四大重点産業育成策四大重点産業育成策四大重点産業育成策 （（（（電力電力電力電力、、、、鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼、、、、石炭石炭石炭石炭、、、、海運海運海運海運））））

– 計画造船計画造船計画造船計画造船････制度金融制度金融制度金融制度金融

在来定期船 1960年頃



高度成長を支えた日本海運

（1960～70年代）

• 高度成長期

– 臨海工業地帯
– 大型化/専用船化

荷主/海運/造船共同で

最適船型開発

自動車船6500台積み

鉄鉱石船 17万～30万トン積



コンテナ船

自動車船

私たちの生活に欠かすことの

出来ない食料品や日用品、

電化製品など、様々なモノを

運びます。

アジア／アメリカ／欧州を中心

に世界中で動いています。

まるで海に浮かぶ巨大な

駐車場のような船は、その名の

通り、乗用車や、トラックなどを

運びます。日本が最大の輸出国で、

アメリカ／欧州／中近東などに

運んでいます。

出典 ：日本郵船HPより

600～10000コンテナ積み

最大７０００台

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな船船船船①①①①



タンカー（原油）

日本が輸入しているエネルギー

資源の中で一番多いのが石油

です。この石油を運ぶために

作られたのがタンカーです。

日本は90%を中東諸国（サウジ／

クエート）から輸入しています。

出典 ：日本郵船HPより

バルクキャリアー

穀物、鉄鉱石、石炭など、ばら積み

の貨物を運ぶ船。大きい倉庫

のような空間に、そのままの状態で

積む事ができるから積み下しが楽。

鉄鉱石／石炭の最大の輸入先は

オーストラリア。

２万～30万トン

10万～30万トン

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな船船船船②②②②



LNG船（液化天然ガス）

チップ専用船

天然ガスをマイナス162度

以下に冷却して液体にしたものが、

液化天然ガスです。魔法瓶のよう

な構造のタンクで運びます。

日本はペルシア湾／インドネシア

／マレーシア等から輸入しています

紙の材料のチップ（木を細かく

砕いた物）を専用に運びます。

１回で運んできたチップで

30ページのA4サイズのノートが

１億冊出来ます。

カナダ／オーストリア／チリ等

から輸入しています。

出典 ：日本郵船HPより

最大17万トン

最大6万トン

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな船船船船③③③③



船船船船のののの大大大大きさのきさのきさのきさの比較比較比較比較

長さ３３３メートル

長さ３２７メートル



船と技術・環境対応① 空気潤滑システム

船底船底船底船底とととと海水海水海水海水とのとのとのとの間間間間にににに気泡気泡気泡気泡をををを送送送送りりりり込込込込みみみみ、、、、

推進推進推進推進のののの妨妨妨妨げとなるげとなるげとなるげとなる摩擦抵抗摩擦抵抗摩擦抵抗摩擦抵抗をををを軽減軽減軽減軽減すすすす

るるるる。。。。期待期待期待期待されるされるされるされる省省省省エネエネエネエネ効果効果効果効果はははは10%程程程程
度度度度。。。。

�空気潤滑空気潤滑空気潤滑空気潤滑システムシステムシステムシステムをををを利用利用利用利用したしたしたした

モジュールモジュールモジュールモジュール船船船船

進行方向進行方向進行方向進行方向



燃料燃料燃料燃料 230トントントントン/日日日日

速度速度速度速度 21ノットノットノットノット（（（（10％％％％減減減減））））

燃料燃料燃料燃料150トントントントン/日日日日
CO2 30％％％％減減減減

ｽﾋｽﾋｽﾋｽﾋﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙をををを落落落落とせばとせばとせばとせば、、、、使用燃料使用燃料使用燃料使用燃料がががが減減減減りりりり 、、、、燃料燃料燃料燃料（（（（C
重油重油重油重油））））がががが減減減減ればればればれば、、、、CO２２２２のののの排出排出排出排出もももも減減減減りますりますりますります。。。。

速度速度速度速度 23ノットノットノットノット

船と技術・環境対応② 減速効果



船と技術・環境対応③ NYK Super Eco Ship 2030

�未来船未来船未来船未来船 NYK Super Eco Ship 2030NYK Super Eco Ship 2030NYK Super Eco Ship 2030NYK Super Eco Ship 2030

NYK Super Eco Ship 2030
２０３０２０３０２０３０２０３０年年年年 コンテナコンテナコンテナコンテナ船船船船

全長 ：353メートル 速力 ：25ノット

トータルCO2 ▲６９％削減

推進効率向上：５％

超電導：２％

摩擦抵抗削減：１０％

船隊重量削減：９％

最適船型２％燃料電池：３２％

風圧抵抗削減：１％

船内電力需要削減：２％

風力：４％

太陽光：２％



船と技術・環境対応④ 太陽電池付き自動車運搬船

総発電量総発電量総発電量総発電量40キロワットキロワットキロワットキロワット・・・・328枚枚枚枚のののの太太太太
陽光陽光陽光陽光パネルパネルパネルパネルをををを備備備備えたえたえたえた自動車運搬船自動車運搬船自動車運搬船自動車運搬船

「「「「アウリガアウリガアウリガアウリガ・・・・リーダーリーダーリーダーリーダー」（」（」（」（6万万万万213トントントントン））））
はははは、、、、当社当社当社当社とととと新新新新日本石油日本石油日本石油日本石油（（（（株株株株））））殿殿殿殿とのとのとのとの

共同開発共同開発共同開発共同開発によりによりによりにより、、、、2008年年年年12月月月月19日日日日
にににに竣工竣工竣工竣工。。。。

�太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池をををを付付付付けたけたけたけた

自動車運搬船自動車運搬船自動車運搬船自動車運搬船

�2010201020102010年度年度年度年度をををを目指目指目指目指しししし

50%50%50%50%省省省省エネエネエネエネ自動車専用船自動車専用船自動車専用船自動車専用船をををを開発開発開発開発



北極海の夢

� アジアー欧州航路

1万4300マイルから6,900マイルへ、
39.6％の距離短縮

� アジアー北米東岸航路

1万マイルから7500マイルへ、
25％の距離短縮

→→→→ CO２２２２のののの総排出量減総排出量減総排出量減総排出量減。。。。

� 石油・ガスの未発見の埋蔵の１/４
は北極海の海底に眠っている。

→ 掘りやすくなる。

【【【【問題点問題点問題点問題点】】】】 国際法上国際法上国際法上国際法上のののの問題問題問題問題

ロシアとカナダが北極海を実質的に

支配している。

北極海北極海北極海北極海のののの氷氷氷氷がががが更更更更にににに解解解解けけけければればればれば、、、、普通普通普通普通にににに船船船船がががが走走走走れるれるれるれる！！！！

既存航路



日本は海洋大国ー深海海底資源

• 日本日本日本日本はははは狭狭狭狭いいいい国土国土国土国土ながらながらながらながら、、、、世界第世界第世界第世界第6位位位位のののの広大広大広大広大なななな排他排他排他排他
的経済水域的経済水域的経済水域的経済水域（（（（EEZ））））をををを持持持持っていっていっていっているるるる。。。。

深海底深海底深海底深海底にはにはにはには

マンガンマンガンマンガンマンガン団塊団塊団塊団塊

コバルトコバルトコバルトコバルト・・・・リッチリッチリッチリッチ・・・・クラストクラストクラストクラスト

メタンハイドレートメタンハイドレートメタンハイドレートメタンハイドレート

などのなどのなどのなどの鉱床鉱床鉱床鉱床がががが眠眠眠眠ってってってって

いるいるいるいる。。。。

• この広大なEEZ内に眠る深海底には、地球上に残された最大の鉱
物資源である。

出所：TBS HP



政府向け既存事業（ちきゅう/みらい）

地球深部探査船地球深部探査船地球深部探査船地球深部探査船地球深部探査船地球深部探査船地球深部探査船地球深部探査船 ““““““““ちちちちちちちちきゅうきゅうきゅうきゅう””””きゅうきゅうきゅうきゅう””””

－－－－独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船－－－－独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船

深深深深ささささ深深深深ささささ22,,500M500Mのののの海底海底海底海底からからからから更更更更ににににのののの海底海底海底海底からからからから更更更更にににに7,57,500M00Mのののの地層地層地層地層をををを掘掘掘掘のののの地層地層地層地層をををを掘掘掘掘

ることができるることができるることができるることができる。。。。ることができるることができるることができるることができる。。。。

・・・・・・・・ NYKNYKはははははははは35%35%直接出資直接出資直接出資直接出資のののの日本日本日本日本マントルマントルマントルマントル・・・・クエストクエストクエストクエスト直接出資直接出資直接出資直接出資のののの日本日本日本日本マントルマントルマントルマントル・・・・クエストクエストクエストクエスト

株式会社株式会社株式会社株式会社をををを通通通通じてじてじてじて本船本船本船本船のののの運航受託運航受託運航受託運航受託をしているをしているをしているをしている。。。。株式会社株式会社株式会社株式会社をををを通通通通じてじてじてじて本船本船本船本船のののの運航受託運航受託運航受託運航受託をしているをしているをしているをしている。。。。

地球海洋研究船地球海洋研究船地球海洋研究船地球海洋研究船 ““““みらいみらいみらいみらい””””

－－－－独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船独立行政法人海洋研究開発機構所有船

•NYKはははは80%直接出資直接出資直接出資直接出資ののののGODI(グローバルオーグローバルオーグローバルオーグローバルオー

シャンディベロップメントシャンディベロップメントシャンディベロップメントシャンディベロップメント)をををを通通通通じじじじ運航中運航中運航中運航中



探鉱･採掘権

の取得

探査･探鉱 試掘

商業採算性

の評価

生産設備の建

造･設置

生産・貯蔵輸送貯油・精製物流販売

FPSO

Offshore Oil and GasのSupply Chain (将来)

Shuttle Tanker

Drilling Unit LNG-FPSO

Supply Boat

AHTS

FSRUFSRU

ケミカルタンカーケミカルタンカーケミカルタンカーケミカルタンカー/プロダクトタンカープロダクトタンカープロダクトタンカープロダクトタンカー

原油原油原油原油タンカータンカータンカータンカー/LNGタンカータンカータンカータンカー/LPGタンカータンカータンカータンカー



Drillship Ship 及び FPSO

－－－－ドリルドリルドリルドリル船船船船とはとはとはとは－－－－－－－－ドリルドリルドリルドリル船船船船とはとはとはとは－－－－

船船船船にににに掘削機器等掘削機器等掘削機器等掘削機器等をををを取取取取りりりり付付付付けたけたけたけた船船船船にににに掘削機器等掘削機器等掘削機器等掘削機器等をををを取取取取りりりり付付付付けたけたけたけたもももももももも

のののののののの。。。。。。。。 スラスタースラスタースラスタースラスターをををを使使使使っっっっスラスタースラスタースラスタースラスターをををを使使使使っっっったたたたたたたた位置制御位置制御位置制御位置制御位置制御位置制御位置制御位置制御

装置装置装置装置装置装置装置装置((DDPPSS))によってによってによってによってによってによってによってによってセミサブセミサブセミサブセミサブセミサブセミサブセミサブセミサブマーシマーシマーシマーシマーシマーシマーシマーシ

ブルブルブルブルブルブルブルブル型型型型なみのなみのなみのなみの安定性安定性安定性安定性がががが得得得得られられられられ、、、、型型型型なみのなみのなみのなみの安定性安定性安定性安定性がががが得得得得られられられられ、、、、大大大大大大大大

水水水水水水水水深深深深深深深深でのでのでのでの稼働稼働稼働稼働でのでのでのでの稼働稼働稼働稼働(1,500m(1,500m以深以深以深以深以深以深以深以深))とととと高移高移高移高移とととと高移高移高移高移

動性動性動性動性がががが十分十分十分十分にににに発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる。。。。普通普通普通普通のののの動性動性動性動性がががが十分十分十分十分にににに発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる。。。。普通普通普通普通のののの

船船船船とととと同同同同じようにじようにじようにじように船船船船とととと同同同同じようにじようにじようにじように1212--1515ノットノットノットノットののののスピースピースピースピーノットノットノットノットののののスピースピースピースピー

ドドドドでででで自航自航自航自航できできできできドドドドでででで自航自航自航自航できできできできるるるるるるるる。。。。。。。。

－－－－－－－－FPSOFPSOとはとはとはとは－－－－とはとはとはとは－－－－

浮体式石油生産浮体式石油生産浮体式石油生産浮体式石油生産・・・・貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵・・・・払出払出払出払出しししし浮体式石油生産浮体式石油生産浮体式石油生産浮体式石油生産・・・・貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵・・・・払出払出払出払出しししし

設備設備設備設備。。。。洋上洋上洋上洋上でででで石油石油石油石油・・・・ガスガスガスガスをををを生産生産生産生産しししし、、、、設備設備設備設備。。。。洋上洋上洋上洋上でででで石油石油石油石油・・・・ガスガスガスガスをををを生産生産生産生産しししし、、、、

生産生産生産生産したしたしたした原油原油原油原油をををを設備内設備内設備内設備内ののののタンクタンクタンクタンクにににに生産生産生産生産したしたしたした原油原油原油原油をををを設備内設備内設備内設備内ののののタンクタンクタンクタンクにににに

貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵してしてしてして、、、、直接輸送直接輸送直接輸送直接輸送タンカータンカータンカータンカーへのへのへのへの貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵してしてしてして、、、、直接輸送直接輸送直接輸送直接輸送タンカータンカータンカータンカーへのへのへのへの

積出積出積出積出をををを行行行行うううう。。。。積出積出積出積出をををを行行行行うううう。。。。

FPSOFPSOはははは世界世界世界世界ににににはははは世界世界世界世界にににに155155隻隻隻隻隻隻隻隻(2011(2011年年年年年年年年

0303月時点月時点月時点月時点月時点月時点月時点月時点))あるあるあるある。。。。あるあるあるある。。。。



IMB 報告 :  2010年に海賊事件発生数445件

現代現代現代現代のののの海賊海賊海賊海賊①①①①

未遂未遂未遂未遂（（（（乗込乗込乗込乗込まれなかったものまれなかったものまれなかったものまれなかったもの））））

既遂既遂既遂既遂（（（（乗込乗込乗込乗込まれたものまれたものまれたものまれたもの））））

海賊海賊海賊海賊のののの疑疑疑疑いがあるいがあるいがあるいがある船舶船舶船舶船舶



現代現代現代現代のののの海賊海賊海賊海賊②②②② 日本経済への影響

6,8526,8526,8526,852

4,4274,4274,4274,427

4,4054,4054,4054,405

1,2741,2741,2741,274

1,0351,0351,0351,035

0000 2 ,0002 ,0002 ,0002 ,000 4,0004,0004,0004,000 6 ,0006 ,0006 ,0006 ,000 8 ,0008 ,0008 ,0008 ,000

ｺﾝﾃﾅｺﾝﾃﾅｺﾝﾃﾅｺﾝﾃﾅ船船船船

ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙｸ ﾙｸ ﾙｸ ﾙｸ / / / / 一般貨物一般貨物一般貨物一般貨物

船船船船

タンカータンカータンカータンカー/ / / / LNGLNGLNGLNG船船船船

自動車専用船自動車専用船自動車専用船自動車専用船

そのそのそのその他他他他

ｽｲｽｽｲｽｽｲｽｽｲｽ ﾞ゙゙゙運河通航船運河通航船運河通航船運河通航船　　　　2010201020102010

隻



現代現代現代現代のののの海賊海賊海賊海賊③③③③ 国際的国際的国際的国際的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

IMO – ・・・・海賊海賊海賊海賊およびおよびおよびおよび武装強盗武装強盗武装強盗武装強盗のののの抑止抑止抑止抑止にににに関関関関するするするする行動指針行動指針行動指針行動指針をををを採択採択採択採択（（（（2009年年年年1月月月月））））

・・・・民間武装警備員民間武装警備員民間武装警備員民間武装警備員のののの使用使用使用使用にににに関関関関するするするする船舶所有者船舶所有者船舶所有者船舶所有者、、、、運航者及運航者及運航者及運航者及びびびび船長船長船長船長にににに対対対対

するするするする暫定暫定暫定暫定ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンスのののの作成作成作成作成をををを決定決定決定決定（（（（2011年年年年5月月月月））））

艦船艦船艦船艦船のののの派遣派遣派遣派遣

・・・・EUEUEUEU軍軍軍軍 （（（（AtalantaAtalantaAtalantaAtalanta：：：： 2008200820082008年年年年11112222月月月月～）～）～）～）

・・・・有志連合軍有志連合軍有志連合軍有志連合軍（（（（CTF151CTF151CTF151CTF151：：：： 2009200920092009年年年年1111月月月月～）～）～）～）

・・・・NATONATONATONATO軍軍軍軍 （（（（Ocean ShieldOcean ShieldOcean ShieldOcean Shield：：：： 2009200920092009年年年年8888月月月月～）～）～）～）

・・・・各国各国各国各国（（（（日本日本日本日本をををを含含含含みみみみ独自独自独自独自のののの護衛護衛護衛護衛をををを実施実施実施実施））））

国連国連国連国連 – 安保理決議安保理決議安保理決議安保理決議（（（（2008年年年年6月月月月～）～）～）～）

・・・・ ソマリアソマリアソマリアソマリア海賊対策海賊対策海賊対策海賊対策のためのためのためのため海賊抑止海賊抑止海賊抑止海賊抑止のためののためののためののための協力協力協力協力をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ

⇒⇒⇒⇒ 関係国関係国関係国関係国・・・・機関機関機関機関をををを調整調整調整調整するするするする組織組織組織組織のののの設置設置設置設置



現代現代現代現代のののの海賊海賊海賊海賊④④④④ 日本の取組み

日本日本日本日本のののの対応対応対応対応

・・・・ 海上警備行動発令海上警備行動発令海上警備行動発令海上警備行動発令（（（（2009年年年年3月月月月13日日日日））））

⇒⇒⇒⇒ 3月月月月30日日日日からからからから、、、、日本関係船舶日本関係船舶日本関係船舶日本関係船舶にににに限限限限りりりり護衛艦護衛艦護衛艦護衛艦ががががアデンアデンアデンアデン湾湾湾湾でのでのでのでの護衛活動開始護衛活動開始護衛活動開始護衛活動開始

⇒⇒⇒⇒ 6月月月月11日日日日からからからから、、、、P-3C哨戒機哨戒機哨戒機哨戒機2機機機機がががが警戒監視活動開始警戒監視活動開始警戒監視活動開始警戒監視活動開始

・・・・ 海賊対処法成立海賊対処法成立海賊対処法成立海賊対処法成立（（（（2009年年年年6月月月月19日日日日））））

⇒⇒⇒⇒ 7月月月月28日日日日からからからから、、、、日本関係船舶以外日本関係船舶以外日本関係船舶以外日本関係船舶以外のののの船舶船舶船舶船舶についてもについてもについてもについても護衛活動開始護衛活動開始護衛活動開始護衛活動開始

海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊のののの活動実績活動実績活動実績活動実績（（（（2009年年年年7月月月月28日日日日～～～～2011年年年年5月月月月30日日日日））））

・・・・ 護衛回数護衛回数護衛回数護衛回数：：：：208回回回回

・・・・ 総護衛隻数総護衛隻数総護衛隻数総護衛隻数：：：：1793隻隻隻隻

・・・・ 護衛隻数護衛隻数護衛隻数護衛隻数（（（（日本関係船日本関係船日本関係船日本関係船）：）：）：）：423隻隻隻隻

防衛省防衛省防衛省防衛省 防衛省防衛省防衛省防衛省 防衛省防衛省防衛省防衛省



総合物流戦略 ““““SeaSeaSeaSea----EarthEarthEarthEarth----AirAirAirAir”””” LLLLogogogogiiiissssticticticticssss    IIIIntentententeggggratratratratoooorrrr

SSSSeaeaeaea

� 物流センター
�36ヶ国、412事業所
�倉庫面積213万㎡

�運行船腹827隻
�ターミナル拠点
世界43箇所

�貨物専用機8機

EEEEartharthartharth

AAAAiriririr

ハードウェアーハードウェアーハードウェアーハードウェアー
グループグループグループグループ会社会社会社会社

�NYK Line, NYK Global Bulk, NYK Line, NYK Global Bulk, NYK Line, NYK Global Bulk, NYK Line, NYK Global Bulk, 

日之出郵船日之出郵船日之出郵船日之出郵船などなどなどなど

海上輸送

�NYK Logistics NYK Logistics NYK Logistics NYK Logistics 

海貨、陸貨フォワーディング

倉庫、配送マネジメント

コンソリデーション、クロスドック

物流コンサルティング

�郵船郵船郵船郵船ロジスティックスロジスティックスロジスティックスロジスティックス

空貨フォワーディング・関連物流

�日本貨物航空日本貨物航空日本貨物航空日本貨物航空

航空貨物輸送



NYK社員のグローバル構成

日本日本日本日本

スタッフスタッフスタッフスタッフ:
9,134
29%

南南南南アジアアジアアジアアジア

スタッフスタッフスタッフスタッフ:
9,186
29%

東東東東アジアアジアアジアアジア

Staff: 3,589
11%

オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア

スタッフスタッフスタッフスタッフ:
950
3%

欧州欧州欧州欧州

スタッフスタッフスタッフスタッフ:
5,326
17%

北米北米北米北米

スタッフスタッフスタッフスタッフ:
2,960
9%

中南米中南米中南米中南米

スタッフスタッフスタッフスタッフ:
631
2%

ｔ

日本人日本人日本人日本人

海上海上海上海上スタッフスタッフスタッフスタッフ

57５５５５
2.6％％％％

非日本人非日本人非日本人非日本人

海上海上海上海上スタッフスタッフスタッフスタッフ

２１２１２１２１、、、、４５２４５２４５２４５２

９７９７９７９７.４４４４％％％％

海上社員数海上社員数海上社員数海上社員数22,027
陸上社員数陸上社員数陸上社員数陸上社員数31,776



心身ともに豊かな日本に

クルーズは時の揺り篭

非日常的な時の流れを楽しんで下さい

スローライフの究極が船旅です

１） 安全

２） 快適

３） 便利

４） 感動

５） 健康



君たちへの期待

１．世界に冠たる日本の技術力を更に伸ばす。

２．グローバルな職場で、世界どこででも働く。

３．外国人と共に働く。そのための外国語とり

わけ英語力を強化する。


