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2019年度業績ハイライト1

1,715億ドル
グループ売上高 

22億バレル 
原油・石油製品総取引量

3,001隻
エネルギー船舶輸送・用船成約数

542億ドル
総資産

1,990万トン 
金属総取引量2

1,172隻
ドライバルク船舶輸送・用船成
約数

1 当社の本事業年度は、2018年10月1日から2019年9月30日までです。
2 単位はメートルトンです。
3 2019年9月30日現在の当グループ総従業員数は8,822名です（トラフィグラ4,613名、ニルスター4,209名）。

597億ドル
当社が利用可能な借入枠

7,730万トン
鉱物総取引量

8,822名 
従業員数3

トラフィグラグループ・ピーティーイー・リミテッドと、同社が直接または間接的に持分を保有する企業は、別個の異なる事業体です。本
書では便宜上、こうした企業総体に言及する場合に「トラフィグラ」「トラフィグラグループ」「当社」「当グループ」といった集合体を指す
表現が用いられていることがあります。同様に、「当社が」「当社を」「当社の」「当社自身」といった語が、トラフィグラグループ企業全般を
指す場合に使われていることもあります。これらの表現は、1または複数の特定企業名を挙げても有用な目的を果たさない際にも用い
られています。

当グループの業績の詳細は下記サイトをご覧ください。 
trafigura.com/2019AR

https://www.trafigura.com/financials/2019-the-year-in-review/


国際的な取引には、国々の富を増やし、共通の関
心を育み、相互の信頼を深めることで世界各国
のつながりを深める作用があります。こうした取
引を責任ある方法で行うことを、トラフィグラは自
らの使命として掲げています。

当社は現物商品を豊富に埋蔵している地域から
最も必要とされている地域へと届けるべく、イン
フラを整備し、スキルを投じるとともに、世界的ネ
ットワークを構築しています。世界経済との接点
を四半世紀超にわたって顧客に提供し続けてき
た当社は、取引の進化を通じて世界の繁栄増進
に貢献しています。

詳細は下記サイトをご覧ください。
trafigura.com
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当社の全体像
トラフィグラの中核事業は現物商品の取引と物流であり、こうした活
動を資産の活用や投資で補完し強化しています。 

80 
拠点数

41
事業展開国数

8,822 
従業員数

取引活動

支配的地位を有する企業が1社たりとも
存在しない細分化した市場において、当
社は世界有数の原油・石油製品取引量を
誇っています。加えて、世界的存在感を確
立し全主要市場をくまなく網羅している
数少ない原油・石油製品取引業者の1つ
でもあります。

22億バレル
（総取引量）

222019

212018

192017

原油・石油製品

船舶輸送・用船デスクは当社のビジネス
モデルと不可分一体を成し、社内の商品
取引チームに貨物輸送サービスを提供す
るほか、専門市場での対外的な貨物取引
も行っています。アテネ、ジュネーブ、ヒュ
ーストン、モンテビデオ、シンガポールの
各地に構える中核拠点で事業を展開して
いますが、ポストフィクスチャー業務はす
べてアテネ拠点が統括しています。

4,173隻
（エネルギーおよびドライバルク成約数）

4,1732019

4,1902018

4,1512017

船舶輸送・用船

9,720万トン
（総取引量）

9,7202019

9,5902018

6,9902017

金属・鉱物

当社は世界屈指の金属・鉱物取引業者で
す。鉱山会社や製錬所と供給引取契約を
取り交わすとともに、顧客向けにその市
場アクセスを改善すべく、インパラターミ
ナルズを通じた物流分野への投資も行っ
ています。

当社の概要4
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インパラターミナルズ 

新興市場輸出国に特化したマ
ルチモーダル物流企業。港、港
湾ターミナル、倉庫に代表さ
れる輸送インフラを所有・運営
しています。
impalaterminals.com

トラフィグラマイニング
グループ
鉱山の操業管理やプロジェク
ト開発に加え、既存パートナー
やパートナー候補のプロジェ
クトを対象とした技術監査も
行っています。
trafigura.com/mining

ガリーナアセットマネジ
メント
実物資産や未公開株式ファ
ンドに対する自身の投資を通
じ、これらの分野に特化した
代替投資ソリューションを投
資家に提供しています。
galena-invest.com

ニルスター 

多彩な金属を扱う世界的な鉱
業会社で、亜鉛と鉛では市場ト
ップの地位を誇ります。
nyrstar.com

世界的プレゼンスと主要子会社
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当社の事業
トラフィグラが実現を目指しているのは、現物商品が生産
地から需要地へとよどみなく流れることで、つながりを深
め繁栄を続ける世界です。

取引先間の橋渡し 
当社は、商品の生産者、加工業者、エンドユーザー
のそれぞれと強い絆を築くことで取引の進化に寄
与し、世界各地で商品を調達、貯蔵、混合、輸送し
ています。
現物商品の取引と物流を一体化している当社で
は、幅広い製品分野で優れたサービスと実行力
をお届けしています。自社の規模、市場知識、物流
基盤、インフラを活用し、現物商品の生産者、加工
業者、エンドユーザーをつなぐ役割も果たしてい
ます。

一次産品
当社は一次産品（素材）を鉱山、油井、ガス井にお
いて生産者から調達しています。こうした素材への
需要は主として、製油所、製錬所、液化施設等の加
工業者から発生します。 

二次産品
製油所、製錬所、液化施設、再生可能電源が当社
の主たる二次産品（加工品）の供給元であり、これ
らは国の機関からメーカー、公益事業者、発電所、
エネルギー小売事業者、建設会社まで多種多様
です。

当社の概要6



調達

当社は石油生産者、
製油所、鉱山会社、

製錬所と引取契約締
結を取り交わす一

方、自らも鉱山を所
有し、再生可能電力
や物流分野での投

資も行っています。こ
れによりコストを引
き下げ、供給元の市
場アクセス改善も実

現しています。

貯蔵

金属、鉱物、エネル
ギー、石油製品は、

需給不均衡をならす
ため、自社施設や外
部施設で貯蔵してい

ます。

混合

現物商品について
は、世界各地の戦略
的要所に設けたター
ミナルや倉庫におい
て、地域・市場・顧客
仕様に合わせて混合

しています。

輸送

当社が運営する効
率性、安全性、高品

質を特徴とする物流
サービスでは、バー

ジ、トラック、鉄道、パ
イプライン、船舶を

駆使して商品を輸送
しています。

一次産品 一次産品

二次産品 二次産品

鉱山
油・ガス井

製錬所
製油所

液化施設

製錬所
製油所 

液化施設
再生可能エネルギ

ー施設

公益事業者
メーカー

エネルギー小売事
業者 

建設会社
時間

現物商品は供給が
豊富な時期には貯
蔵し、需要が高まっ

た時点で在庫を放出
しています。

形状
顧客指定の品質や
品位に適合するよ

う、現物商品を混合
しています。

場所
現物商品を豊富に

埋蔵している地域か
ら必要とされている
地域へと輸送してい

ます。

当社が商品に加える変化
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責任ある
取引 責任ある取引の遂行は経済の発展を促

し、より強固な社会の構築にも貢献しま
す。トラフィグラは自社事業のみならず業界
全体においても責任意識を醸成すべく、自
らの経験や専門知識を活用しています。

長期的価値の付加
何百万トンもの素材の地域間輸送を担っている当
社が下す決断は、何千もの人々の生活に直接・間
接を問わず多大な影響を及ぼすものとなります。
サービス精神を企業文化の基礎とする当社では、
それぞれの従業員が高い誠実性をもって行動する
よう期待されています。同時にグループ全体として
も、国際的な最良慣行を順守し発展させるべく努
力しています。
当社は、商品を安全かつ責任ある方法で市場に届
けることに力を注いでいます。責任ある取引の進
化に建設的な貢献を果たし続けるとともに、自社
事業の負の影響はいかなるものであれ防止・緩和
すべく努力を重ねています。
こうした高い水準はグループ全体で保たなければ
なりません。当社が管理する業務・財務リスクは複
雑かつ多岐にわたりますが、システムやプロセス
の統一により一貫した基準の適用を実現していま
す。さらに、多様な政治・文化環境の下で効果的に
事業を運営するノウハウも蓄積しています。

透明性とエンゲージメント
企業が責任を果たすためには透明性が求められ
ます。これは財務成績の開示から、多彩なステーク
ホルダーの参画深化や、業績の改善・監視と社内
外に対する報告まで、様々な形で実現しなければ
なりません。社会の期待が高まり続ける中、当社で
はこうした期待に応えて事業を発展させるべく、多
様な側面に積極的に関与しています。
当社が目指すのは、商品取引業界における最も責
任ある企業として認められることです。この目標に
向け、比較可能で包括的かつ補完的な基準・原則・
方針を採用するよう取引先に対しても働き掛けて
います。
重要課題については継続的な洗い出し・監視を行
っています。これは、当社の事業活動自体や直接・
間接的な取引関係を介して、特定のステークホル
ダーや社会全体に負の影響を及ぼす可能性のあ
る問題を指します。
自らの努力に加えて取引先とも力を合わせ、こうし
たリスクを実際に可能な最小限まで減じることを
目指してまいります。

当社の概要8



調達 貯蔵 混合 輸送

政府への支払い：生産国の市民

悪臭：従業員、請負業者、供給業者、地域社会

粉塵：従業員、請負業者、供給業者、地域社会

社会の同意：地域社会

船員の権利：従業員、請負業者、供
給業者、地域社会

苦情処理機構への申し立て：地域社会、従業員、請負業者、供給業者

責任ある調達：生産国と需要国の市民

排ガスの集塵：従業員、請負業者、供給業者、地域社会

危険な労働環境：従業員、請負業者、供給業者、地域社会

公衆衛生：従業員、請負業者、供給業者、地域・国際社会

石油の貯蔵：従業員、請負業者、供給業者、地域社会

輸送の安全性：地域社会、従業員、
請負業者、供給業者

固体ばら積み貨物の液状化：従業
員、請負業者

鉱滓ダム管理：地域社会、従業員、請負業者

気候変動：国際社会

組合承認と労働者の権利：従業員、請負業者、供給業者

汚染防止：地域社会、従業員、請負業者、供給業者

製品の及ぼす影響：需要国の市民

贈収賄と汚職：生産国と需要国の市民

当社の重要課題と影響を及ぼす権利者

Trafigura 2020年会社案内 9

 
trafigura.com/responsibility

https://www.trafigura.com/responsibility/
https://www.trafigura.com/responsibility/
https://www.trafigura.com/responsibility/


原油
当社が市況の変動に
機動的に対応できるの
は、原油デスクが持つ
高い専門能力と豊富な
経営資源のおかげで
す。当社は、取引可能な
油井からの長期的供給
を確保しているほか、複
数の戦略的要所に貯蔵
施設を擁しています。多
種多様な生産者に流通
ソリューションを提供す
るとともに、製油所に対
してもそれぞれに適し
た輸送方法と専門金融
サービスを通じてサポ
ートしています。

10億
2,300万

ガソリン
当社は世界指折りの海
上輸送量を取引するガ
ソリンデスクを擁し、シ
ェアの点でも戦略的要
所に位置する貯蔵施設
の規模の点でも市場で
際立つ存在感を有して
います。世界に広がる
貯蔵拠点、下流部門事
業者との戦略的関係、
管理の行き届いた世界
的流通システムを主な
強みとしています。

2億
1,800万

中間留分
当社は自身の世界的ネ
ットワークをまたに掛
け、世界有数規模の中
間留分を取引していま
す。低硫黄から高硫黄ま
であらゆる留分を取り
扱う当社において、取引
する中間留分はジェット
燃料油、軽油、灯油を網
羅しています。さらに、
世界に広がる自社貯蔵
網を活用し、各地の仕
様に応じた製品の混合
も行っています。常に世
界のどこかで発生する
こうした仕様の変更に
も迅速に適応可能な当
社チームは、あらゆる顧
客に最高の柔軟性をお
届けしています。

2億
6,700万

重油
重油取引デスクはその
世界的存在感、市場知
識、効率的な物流網を
駆使して、生産者とエン
ドユーザーをつないで
います。当社は大規模
かつ持続可能な原料事
業を構築しながら、バ
ンカー市場ではエンド
ユーザーとの緊密な絆
も築き上げてきました。
自社所有と賃借を組み
合わせて世界で展開す
る当社貯蔵施設では、
それぞれの顧客ニーズ
に応じた混合作業や施
設間の輸送を行ってい
ます。 

1億
8,500万

原油・石
油製品

ナフサ
当社はナフサ取引に関
してもトップの地位に
あります。最も需要の
高い製品や品位すべて
の調達・貯蔵・混合を手
掛ける当社は、極東か
ら北米や中南米、アフ
リカ、欧州にまで広が
る取引フローに対応し
ています。ナフサ取引と
ガソリンや石油化学製
品といった分野での活
動とは切っても切れな
い関係にあることから、
ナフサは当社の統合取
引モデルの強みを最大
限に生かせる市場とい
えます。

1億
4,300万

2019年取引量（単位：バレル）

当社の概要10



バイオディーゼ
ル
バイオディーゼルデス
クは世界をカバーする
中間留分チームと一体
となり、バイオディーゼ
ルを化石ディーゼル燃
料の持続可能な代替
品や混合対象として推
進することに注力して
います。

400万

液化石油ガス 
 （LPG）
LPG市場をけん引する
取引業者たる当社の活
動を支えているのは、
世界的な存在感と強力
な物流システムです。自
社の貯蔵施設と用船事
業インフラを活用し、石
油化学製品の消費者・
混合業者からオートガ
スやガスボンベの消費
者まで多岐にわたる顧
客のそれぞれに適した
輸送仕様でお届けして
います。

8,800万

コンデンセート
当社は世界最大級のコ
ンデンセート取引業者
として、世界各地の市
場に多彩な品位の製品
をお届けしています。製
油所、コンデンセートス
プリッター、石油化学プ
ラントなどから成る幅
広い顧客層を生かし、
コンデンセートの新用
途開発にも取り組んで
います。 

1,300万

液化天然ガス 
 （LNG）
急速に成長を遂げる
LNG市場において、当
社は世界屈指の独立系
取引業者という地位を
保ち続けています。ス
ポット取引に加えて米
国等から長期にわたる
安定的な引き取りも行
うことで、比類なき供給
安定性を実現していま
す。LNGインフラ事業で
は、戦略的展開が可能
で費用対効果、柔軟性、
モジュール性を兼ね備
えた資産を活用し、顧
客を支えています。

1億
1,600万

天然ガス
当社の天然ガスデスク
は欧米に重点を置き、
電源構成における天然
ガスの継続的な比率増
大と歩調を合わせて拡
大する天然ガス需要に
応える形で、大きく成長
を遂げています。
当社は米テキサス州で
最大のガス購買量を誇
り、メキシコ向けでは
最大のガス供給業者で
もあります。また欧州で
は、ウクライナ、スペイ
ン、イタリア向けの天然
ガス販売が伸び続けて
います。

1億
5,800万

トラフィグラは原油・石油製品に関する世界有数の独立系
商社であるだけでなく、この分野で真の世界的存在感と網
羅的な取り扱い製品の幅を兼ね備えた数少ない企業の1
つでもあります。さらに、世界に広がる物流・貯蔵施設に
裏打ちされた深い専門知識も有しています。

22億バレル
原油・石油製品取引量

610万バレル
1日当たりの原油・石油製品取引量
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世界有数の金属・鉱物
取引業者であるトラフ
ィグラは、世界の鉱山
会社、製錬所、精製金
属加工会社をつなぐ存
在です。
引取契約、ストラクチ
ャードファイナンス、ト
ーリング形式を活用し
て財務面での支援を
行うとともに、量的成
長を支える下流部門の
販売網も開拓していま
す。

9,720
万トン 
金属・鉱物総取引量

金属・鉱物
当社の概要12



鉄鉱石
あらゆる種類と品位の鉄鉱石
を取り扱う当社は、主要輸出
国のすべてにオリジネーショ
ンチームを置くという世界的
なネットワークを活用し、個々
の顧客にそれぞれが求める
品位の鉄鋼石をお届していま
す。大手生産者との密接な関
係を生かしてコスト競争力あ
る鉄鉱石を調達する一方、小
規模採掘者の支援も行ってい
ます。また、中国拠点の販売チ
ームは製鉄所や地元商社と強
いつながりを築いています。 

1,790万トン

石炭
真に世界的と呼べる取引業者
が2社しか存在しない一般炭
の分野においてその1社であ
る当社は、革新的なオリジネ
ーション戦略、取引フロー、輸
送方法の実現に力を注いでい
ます。また、世界の鉄鋼メーカ
ー向けに原料炭を調達してい
るほか、コークスや石油コーク
ス分野でも強力な地位を有し
ています。

5,940万トン

精製金属
当社は、銅カソード、粗銅、銅
線材、アルミニウム、鉛、亜鉛、
ニッケル、貴金属といった自ら
が取り扱う精製金属の大半で
市場トップの地位にあります。

世界中から費用対効果の高い
方法で迅速に金属を調達する
ための現場に根差したノウハ
ウを有する当社は、取引量を
拡大し、生産者やエンドユー
ザーの多様なニーズにお応え
することに注力しています。

930万トン

銅

亜鉛

鉛

ニッケル

コバルト

アルミナ

銅

亜鉛

鉛

アルミニウム

ニッケル

貴金属

石炭

一般炭

コークス

石油コークス

精鉱
当社は銅・亜鉛・鉛・ニッケル
の各精鉱、アルミナ、水酸化コ
バルト取引の最大手として、顧
客が地域差や品質差を利用し
た裁定取引を行えるよう、サプ
ライチェーンの一体性を高め
ています。さらに、インフラ分
野において厳選した投資を行
うことで量的成長を後押しす
るとともに、長期的な関係を
構築し、安定した高品質サー
ビスを保証できるよう努力し
ています。

1,060万トン

Trafigura 2020年会社案内 13
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電力・再生可
能エネルギー
トラフィグラの世界的成功を支える土台は、新市場の開拓に向けて従来型
サプライチェーンの進化を実現できる能力にあります。昨今の変わりゆくエ
ネルギー業界においては、こうした能力が極めて重要です。
急速な進化を続ける電力・再生可能エネルギー分野においても、戦略的に
的を絞った参画を通じて自社の存在感や地位を高めつつあります。

電力・再生可能エネルギ 
ー取引
電力・再生可能エネルギー取引デスクは、その他の
エネルギー市場に関する当社の能力と知見を存分
に活用しています。
現在は、欧米市場等で主要デリバティブ契約の取引
を行い、確固たる地位を築きつつあります。こうした
活動は、電力市場でのマーチャント・仲介サービスへ
の需要が高まる中、物理的取引の成長を補完するも
のとなります。

再生可能エネルギ 
ーへの投資
Nala Renewables
Nala Renewablesはトラフィグラと世界的な資産運
用会社IFMインベスターズとの合弁により新設され
た会社であり、太陽光発電、風力発電および電力貯
蔵のプロジェクトを世界中で展開し、今後5年間で総
発電容量を2ギガワットにすることを目標としていま
す。

同社は、トラフィグラグループ内で進行中の再生可
能エネルギープロジェクトの250メガワットに直接ア
クセスできます。そして、さまざまな開発段階にある
再生可能エネルギーのプロジェクトや企業への投資
によって、この既存のポートフォリオを強化していき
ます。また世界中にある鉱山、港湾、精錬所といった
トラフィグラグループのインフラ資産に隣接する場
所でプロジェクトを構築および運営し、生産される再
生可能エネルギーをそれら施設の一部に供給する
計画です。
さらにNala Renewablesはトラフィグラおよび選ばれ
た外部投資家に対し、当社の投資事業子会社である
ガリーナアセットマネジメントの「再生可能エネルギ
ーファンド（Renewables Fund）」を通じて、さらに多
くの再生可能エネルギープロジェクトに投資する機
会を提供します。

PASH Global
またTrafiguraは、再生可能エネルギー開発会社
PASH Globalとのパートナーシップを通じ、マリにお
ける50メガワット規模の新規太陽光発電プロジェク
トにも別途投資しています。
鉱山や物流ターミナルに代表されるエネルギー集約
型の当社投資先・資産においては、ソーラーパネル
を設置する大規模な取り組みも進めています。あら
ゆる製造業の中で最もエネルギー集約度の高いも
のの1つが金属加工業ですが、当グループで亜鉛・鉛
製錬を手掛けるニルスターは、世界各地の自社施設250メガワット 

GRFがアクセス可能な再生可能エネルギープロジェクト

2,000メガワット
GRFが2027年までに目指す再生可能エネルギーポートフ
ォリオ

当社の概要14



で大容量電池と再生可能エネルギー発電への設備
投資を行っています。ニルスターは自社拠点で100メ
ガワットを超える持続可能エネルギーを生成すると
ともに、余剰分は電力会社に販売することで、取引事
業拡大の一助としています。

pashglobal.com

革新的な再生可能エネルギ
ー技術への投資 
当社は、将来創造的破壊をもたらし得る揺籃期の再
生可能エネルギー技術に数多く投資することを目指
し、ベンチャーキャピタル型ファンドを立ち上げまし
た。水素その他の代替動力燃料、再生可能エネルギ
ー貯蔵、炭素活用といった技術がその代表例です。
自身の知見と世界的ネットワークを生かして投資先
企業を支えることで、こうした技術を市場に広く普及
させ、エネルギー転換の加速に貢献できるよう全力
で取り組んでいます。

水素分野での戦略的出資
Hy2gen
水素、特に再生可能エネルギー源から製造されるグ
リーン水素は、低炭素経済へと向かう世界でエネル
ギー転換を加速させる大きな可能性を秘めていま
す。重量エネルギー密度比が相対的に高いことから、
現在の電気自動車の主流であるリチウムイオン基盤
の技術と比べ、高エネルギーの産業用途により適し
ています。
水素燃料電池を動力とする電気エンジンにも内燃エ
ンジンより高い効率性という強みがあり、こうした種
類の技術は近年市場規模が大きく成長しています。
水素はさらに、電力系統に接続されていない地域の
鉱山操業に加え化学品製造においても利用される
可能性があります。

当社はドイツのスタートアップ企業ハイツージェン
に出資しています。水素を原料とする合成燃料「e燃
料」やグリーン水素の製造プラント開発・建設・運用
経験を有する専門家が集結したこの企業は、カーボ
ンフリー燃料やカーボンニュートラル燃料を実現す
る実効性の高い方法や貯蔵ソリューションを提供し
ています。まずはカナダでプラントを立ち上げ、その
後フランス、メキシコ、ノルウェー、南アフリカでも建
設する予定です。同社は、現状では大幅な排出量削
減が難しいモビリティ業界や製造業に向けた水素・e
燃料市場でトップの地位を築くことを目指していま
す。

hy2gen.com

エネルギー貯蔵への投資
Quidnet Energy
効率的なエネルギー貯蔵は、低炭素経済では極めて
重要な役割を果たします。特に、出力が不安定な再
生可能エネルギーを電力系統に統合する際には、発
電量の波を需要パターンの変動と合わせるために欠
かせない存在となります。
現在利用可能な長期エネルギー貯蔵システムは揚
水貯蔵に限られますが、当社の戦略的投資先である
クリーンエネルギー企業クイドネットエネルギーは、
揚水貯蔵に取って代わる費用対効果の高いソリュー
ションの提供に尽力しています。同社の地層力学を
生かした揚水貯蔵システムは水力発電の原理に基
づくもので、地下からくみ上げた水を岩石層で高圧
の下に貯蔵し、電力需要が高まった時、この水を地
上に解放する力で発電タービンを回すという仕組み
です。

quidnetenergy.com
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世界規模で天然資源取引を行
うトラフィグラは、サプライチ
ェーン全体で比類なきサービ
スと実行力をお届けすること
で、こうした取引に付加価値を
提供しています。

当社の付
加価値

当社の付加価値16



エンドユ 
ーザー

生産者 

加工業者

調達 貯蔵 混合 輸送

当社が提供する付加価値

コスト削減
市場知識

資金調達コストの低減
オペレーション効率

スケールメリット
インフラ投資

サプライチェーン最適化

リスク管理
価格リスクのヘッジ
為替リスクのヘッジ

政治・賠償責任リスクの付保
規制順守

統一的なシステムやプロセス
企業統治と責任

市場アクセス
世界的ネットワーク

ストラクチャード・トレ 
ード・ファイナンス
前払いと引取契約

サービスと実行力 
当社は独立系の現物商品取引・物流事業者であり、
株主は700名を超える自社従業員です。外部株主が
一切存在しないため顧客第一で長期的価値の創造
に専念できる当社は、顧客の変わりゆくニーズに対
応できるだけの経営資源と機動性を兼ね備えてい
ます。
取引先の多くは、それぞれの市場で戦略的重要性を
有する企業です。当社はこうした企業に、指定された
商品を常に正確かつ納期通りにお納めすることを使
命としています。
当社は自身の世界的存在感、市場知識、物流能力を
駆使し、取引フローの円滑化を図っています。そのた
めに取り組んでいるのが、需給バランスの確保、サプ
ライチェーンの最適化、そして世界中の顧客それぞ
れが抱えるニーズの充足です。

世界的な大手貿易会社として、多大なスケールメリッ
トを享受できるのみならず、国際的な貸し手から低
コストで資金調達できる立場にもあります。業務・財
務リスクを世界的に管理している当社では、システム
やプロセスの統一により、グループ全体で一貫した
高い基準の適用を実現しています。
競争が熾烈さを増し市場の透明化が進む中、サービ
スや業務の効率が持つ重要性は高まるばかりです。
当社では物理的輸送の合理化や簡素化を進めるとと
もに、これに資するインフラや貯蔵・輸送・物流基盤
に投資しています。
以降のページでは、当社がその戦略的取り組みと世
界的経営資源によっていかに取引の進化に寄与して
いるのか、その一端をご紹介します。
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世界的展開
と規模

政府、国営企業、大手多国籍企業を相手に世界経済
の中心で事業を展開する当社は、年間4,000隻超の
船舶輸送契約を締結し、3億8,000万トンを超える商
品を取引しています。
当社の取引活動の基盤は6大陸41カ国で事業を展
開するという世界的ネットワークにあり、グループ全
体の知見、経営資源、サポートは全拠点間で共有さ
れています。複雑化する市場において効果的に業務

を行えるよう、必要なシステムやプロセスには継続的
に投資しています。
さらに世界トップクラスの物流能力により、世界のい
かなる場所でも正確かつ効率的に商品を調達、貯
蔵、混合、輸送できる体制も整えています。

トラフィグラは自身の世界的
ネットワーク、効率的物流、比
類なき市場知識を活用し、供
給業者とエンドユーザーをし
っかりとつないでいます。

4,173隻
船舶輸送・用船成約数

3億8,920万トン
商品総取引量

当社の付加価値18



米国産原油の世界への輸送
当社は、テキサス州のメキシコ湾岸コーパスクリステ
ィにあるバックアイテキサスパートナーズ所有ターミ
ナルの独占的商業権を有し、米国産原油の輸出市場
で主要企業の一角を成しています。
約700万バレルの液状石油製品貯蔵容量を有するこ
のターミナルは、米国最大級のLPG冷蔵・圧縮貯蔵設
備に加え、パーミアン盆地やイーグルフォードのシェ
ール層から原油やコンデンセートを運んでくるパイ
プラインへの接続も備えています。また、5つあるバ
ースのうち3つはスエズマックス型タンカーも係留可
能な水深の深いバースであるほか、合わせて日量10
万バレルの処理能力を有する3基のコンデンセート

スプリッターも完備しています。
米国有数の生産量と採算性を有するイーグルフォー
ドから原油とコンデンセートを運ぶパイプラインに
ついては、当社は主要業者と長期契約を取り交わし
ています。
当社は世界的ネットワークを活用し、米国顧客が生
産する原油を、カリブ諸島や中南米といった近場か
ら遠くは中国に至るまで世界各地の取引先にお届け
しています。
trafigura.com/spotlightus

730 
万バレル
コーパスクリスティで
の原油・石油製品の
貯蔵容量
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調達 
トラフィグラ・ペルーは、大
中小合わせて150を超える
国内鉱山から銅精鉱を買
い付けています。長期的な
資金ストラクチャーを組む
とともに、価格リスクをヘッ
ジする仕組みから技術サポ
ートや物流手法までを駆使
して、安定的な供給量を確
保しながら供給元が採掘活
動に専念できるようにして
います。

輸送 
鉱山から港までを結ぶ物
流手段はインパラターミナ
ルズが提供しています。銅
精鉱はペルー最大の港カ
ラオに構える倉庫まで、ト
ラックと鉄道を使って運ば
れます。

貯蔵 
インパラターミナルズがカ
ラオに持つ倉庫は、鉱物輸
出向けの混合・貯蔵を行う
屋根付きターミナルとして
は世界最大です。

混合 
インパラターミナルズは
世界各地の顧客それぞれ
が要求する仕様と量に合
わせ、複数の在庫を混合し
ます。

エンドツーエン
ドのサービス

当社は非上場の完全なる独立系企業として、事業が
もたらすメリットを純粋に追求でき、顧客ニーズに集
中できる地位を享受しています。それぞれの顧客ニ
ーズを深く理解し充足することで、緊密で互恵的な関
係を構築すべく努力を重ねています。

辺境の地にも出向いて技術的な助言や財務支援を
提供しているのはもちろん、輸送を合理化・簡素化す
べくインフラの整備や物流の工夫にも取り組んでい
ます。最先端のターミナルを活用して大規模な操業
を行い、各顧客の仕様通りの商品をいつでもどこで
も必要な場所にお届けしています。

銅精鉱がペルーの鉱山から世
界市場に届くまで

トラフィグラ
は顧客ニーズ
を基軸として
事業を構築し
ており、サプラ
イチェーンの
あらゆる段階
で付加価値を
提供するサー
ビスを特徴と
しています。

当社の付加価値20



積載 
混合後の銅精鉱は、インパ
ラターミナルズが共同出資
する2キロ長のベルトコン
ベヤーに載せられ、トラフィ
グラの船舶輸送・用船部門
がチャーターした停泊中の
船まで運ばれます。

海上輸送 
銅精鉱はこのチャーター
船で世界各地の銅製錬所
まで海路輸送された後、製
錬所にて処理・精製され、
銅カソードに生まれ変わ
ります。

仕入れ 
銅カソードはトラフィグラ
によって製錬所から買い付
けられます。

販売 
トラフィグラは銅カソード
を国内外の市場で販売して
います。主なエンドユーザ
ーとしては銅線、銅管、銅条
メーカーが挙げられます。
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財務の健全
性と知見

財務ソリューションによる
顧客支援
商品生産者は、流動性を確保して多様な財務
パートナーを活用できるよう、前払い取引を
採用しています。商品取引業界における顧客
向け財務ソリューション提供大手である当社
は、自身のいかなる取引商品についても、世
界中の国・地域で50万米ドルから50億米ドル
までの資金繰り支援を30日から5年の期間で
手配しています。その目的は、多数の生産者
の流動性向上を後押ししながら、商品フロー
を円滑化することにあります。
当社は生産者と加工業者を対象に、将来の商
品生産を現金化しています。その際には、数
多くの銀行と築いてきた関係を生かし、前払
いファシリティの引き受けやシンジケート化
を実現しています。当社の確かな実績が、商
品生産者と財務支援提供者双方の参画確保
につながっています。
商品財務の詳細については、当社作成
資料「前払いの徹底解説（Prepayments 
Demystified）」（英語）を下記からご覧くださ
い。
commoditiesdemystified.info

PREPAYMENTS 
DEMYSTIFIED 
コモディティディミスティファイド　付録

TRAF7081_20_Trafigura-Prepayments-Demystified_JP_V2.indd   1TRAF7081_20_Trafigura-Prepayments-Demystified_JP_V2.indd   1 02.09.20   11:0302.09.20   11:03

トラフィグラのビジネス
モデルは、最も変動の激
しい相場にも耐えられ
る強靱性が特徴です。

当社は堅固な財務基盤とインフラ資産を生かし、前
払い契約やトーリング契約をはじめとする代替的な
財務支援策を駆使して取引先を支えています。借り
入れに関する取り決めも、約135の銀行と結んでい
ます。
当社は強靱性と堅実なリスク管理に重きを置くビジ
ネスモデルを取り、相場が乱高下する中でも力を発
揮できるだけの財務力と知見を備えています。30年
近くにわたって景気循環への適応努力を重ねる中
で、取引先各社のニーズに対する深い理解も蓄積し
てきました。
価格リスクについては機械的にヘッジしており、複雑
に入り組んだ業務・財務リスクを管理可能なシステ
ムや手続きも導入済みです。

135行
取引行数

597億ドル
借入枠合計
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物流とイ
ンフラ

トラフィグラは商品輸送路を建設・発展
させています。インフラがない場所では
自ら整備し、すでにインフラがあれば資
金を投じて改善します。
当社が世界的に事業を築いてきた目的はただ1
つ――ADVANCING TRADEです。自身が持つすべての
力と経営資源を注いで、この目的に専心しています。

戦略的要所に整備した当社インフラは、顧客を世界
市場へとつなぐ役割を果たします。港湾やターミナル
といった物流インフラに投資しているのは、現物商
品の取引活動を強化するためです。倉庫や貯蔵施設
の建設、無数のトラックやバージの運用・活用、船舶
の購入やチャーター、鉱山の開発を行い、これらすべ
てに最高クラスのシステムを導入しているのも、ひと
えに取引フローの強化を目的としています。
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コロンビアでのマルチモーダル物流構築
インパラターミナルズがコロンビアで行った10億米
ドルの投資は、同国マグダレナ川のうち640キロをマ
ルチモーダル物流回廊へと一変させました。今では
101隻に上るドライバルクやエネルギー輸送用のダ
ブルハル・バージが、石油等の液体バルク製品、コン
テナ、石炭その他の商品を積み、国内中心部にある
主要生産地と消費地の間やカリブ海に面した同国主
要港との間を行き来しています。バランカベルメハ

市に建設した専用の河港は、55万平米の敷地に85
万バレル超の原油・ナフサ貯蔵施設を備え、河川と陸
路の輸送をつなぐ統合ハブとなっています。
impalaterminals.com

101隻
ダブルハル・バージ
の数

85万バレル
バランカベルメハ
の原油・ナフサ貯蔵
容量
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事業資産
と投資 トラフィグラはサプライチ

ェーンの合理化・簡素化を
もたらす企業やインフラに
投資しています。さらに、タ
ーミナルや貯蔵・生産・加
工施設の買収や建設も進
めています。
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当社は、ニルスター運営事業の過半を所有する株主
です。大手金属加工グループであるニルスターへの
支配権は、当社亜鉛・鉛事業の拡大に貢献していま
す。
ニルスターは鉛・亜鉛市場のリーダーです。亜鉛製錬
では世界第2の規模を誇り、年100万トン超を生産し
ています。
両社間の長期売買契約は、当社には供給量の確保
を、ニルスターには市場における強力な地位の活用
をそれぞれ可能にしています。
nyrstar.com

トラフィグラマイニンググループの事業内容は、鉱山
の操業管理やプロジェクト開発から、既存パートナー
やパートナー候補のプロジェクトを対象とした技術
監査、当社グループ企業への助言や支援サービス提
供にまで及びます。
カリブ諸島、欧州、中南米を主たる事業地域とする同
社は、ペルーのカタリーナ・ワンカ鉱山を運営するほ
か、ブラジルやキューバでも事業を展開しています。
アブダビの投資開発会社ムバダラとの合弁会社
経由で所有する旗艦鉱山事業Minas de Aguas 
Teñidas（MATSA）は、スペイン南西部アンダルシア
州のイベリア黄鉄鉱ベルト地帯で銅鉱石や多金属鉱
石を採掘しています。
trafigura.com/mining
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インパラターミナルズは当社グループのマルチモ
ーダル物流を担う独立運営部門で、新興市場の輸
出国に注力しています。港、ターミナル、倉庫といっ
た所有・運営する輸送インフラを活用し、ドライ・液
体バルク輸送、一般貨物輸送、コンテナ輸送に向け
たエンドツーエンドの物流ソリューションを、当社
と外部顧客の両方に提供しています。
インパラターミナルズは、困難な状況下での輸送や
辺境地への輸送に向けて効率的な物流手段を編み
出すことに関して特に強みを発揮します。戦略的要
所に持つ自社インフラと多彩な輸送モードを組み
合わせ、サプライチェーンの合理化と地球規模での
取引推進に取り組んでいます。
アフリカ、中南米、スペインに広がるインパラターミ
ナルズの物流ソリューションは、バージ、トラック、鉄
道、貯蔵施設、バースへの直着けを統合して提供さ
れます。また、独立系投資家との合弁で営む事業も
数多く運営しています。
例えばIFMインベスターズとの合弁会社は、パラグ
アイ、ペルー、メキシコ、スペインでの資産を生かし

て世界的な貨物輸送・物流事業を展開することで、
インパラターミナルズの財務安定性強化に貢献し
ています。
こうした提携関係が生み出す相乗効果はまた、イン
パラターミナルズが新たな事業機会を追求し、世界
での事業展開を拡大することも可能にしています。
世界各地で大規模な事業を展開するインパラター
ミナルズは、商品生産者とエンドユーザーを信頼性
が高く安全で費用対効果に優れた手段でつなぐべ
く、それに必要な能力も人材も備えています。
impalaterminals.com
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フィンランドの鉱業会社テラフェームは、同国ソトカ
モにある自社鉱山においてバイオヒープリーチング
技術を使った環境的に持続可能な方法でニッケル、
コバルト、亜鉛を生産しています。
当社投資事業子会社のガリーナアセットマネジメン
トは、実物資産への投資機会を発掘し、適切なスト
ラクチャーを組んだ上で外部投資家に提供していま
す。同社が運用する資産の約7割は､機関投資家から
お預かりしています。
ガリーナアセットマネジメントがテラフェームの大き
な持ち分を取得したことで、テラフェームの野心的な
投資計画は資金的な支えを得る結果となりました。こ
の計画は加えて、当社とフィンランドの投資会社サン
ポ・ピーエルシーからの融資も受けています。
テラフェームは2021年初頭に、電気自動車向け電
池用化学品製造プラントの操業を開始する予定で
す。その際には、当社の世界市場に関する知見を生
かし、自動車用電池メーカーに対してより持続可能
で短いサプライチェーンを提供することが期待され
ます。
galena-invest.com
terrafame.com 

プーマエネルギーは、強力なインフラ資源を武器に
5大陸46カ国で石油や石油製品の流通を手掛ける世
界的な企業です。103のターミナル、84の空港、2,900
を超えるガソリンスタンドから成る流通網を通
じ、2,200万立方メートル超の燃料を扱っています。
当社にとってプーマエネルギーは、エネルギー下流
部門における重要な投資先です。独立運営企業であ
りながら、筆頭株主である当社の世界燃料市場にお
ける展開との相乗効果も生み出しています。
下流部門での流通の国際展開に特化した独自のビ
ジネスモデルを追求するプーマエネルギーは、高成
長市場での事業機会を最大化すべく、燃料供給体制
の統合化とインフラ投資に注力しています。
pumaenergy.com
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当社は選び抜かれた取引先と戦
略的に提携することで、自身の活
動範囲を広げています。金融機関
との提携は当社との共同出資、事
業会社との提携はスキルや経営
資源の補完という形で、それぞれ
貢献しています。

戦略的提携

ブラジル産鉄鉱石の輸出
ブラジル南東岸にある鉄鉱石の旗艦施設スデス
テ港は、同国の鉄鉱石四角地帯で操業する鉱山会
社にとって、極めて重要な世界への窓口となってい
ます。
リオデジャネイロの南に位置する5,000万トン規模
の本施設は、インパラターミナルズとムバダラ投資
会社が共同支配するものです。
スデステ港のマルチモーダル物流は、独立系鉱山
会社に輸送手段と規模の効率性を提供し、世界へ

の新たな取引の道筋を開いています。ミナス・ジェ
ライス州との間を直接結ぶ民間のMRS鉄道でター
ミナルまで運ばれてきた積荷は、カーダンパーに
よって自動で荷降ろしされ、ベルトコンベヤーに載
って250万トン収容の貯蔵施設へと運ばれます。そ
こからは、ケープサイズ船舶2隻が同時に係留でき
毎時1万2,000トンのシップローダー2基を備える水
深20メートルのバースへと送られ、船に積み込ま
れます。
portosudeste.com
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スペインでの精鉱採掘
当社とムバダラ投資会社が共同所有するスペインの
MATSA鉱山コンビナートは、年440万トンを超える鉱
石と銅精鉱を産出する同国有数の規模を誇る採掘
現場です。
MATSAの鉱山事業は、インパラターミナルズがスペ
インの海港ウエルバに持つ最新鋭の物流・貯蔵ター
ミナルと連係しています。
MATSAでは業界最先端の安全衛生・環境対策を導
入すると同時に、生産コストを削減することで損益分
岐点を世界の銅鉱山業でも最低レベルまで引き下
げられるよう、生産の最適化も進めています。
matsamining.com

中国での銅製錬
当社は、中国国内の製錬事業に国外の商社として初
めて大規模な共同出資を行いました。
投資先は、中国南岸の広西チワン族自治区にある、
年40万トンと同国有数の規模を持つ独立系銅製錬
所で、当社は30％の持分を取得しました。その結果
結ばれた複数年の商業契約の下、現在当社はこの製
錬所が使用する銅精鉱のうち30％を供給し、製造さ
れる銅カソードの30％を引き取っています。
こうした事業協力は、強みを補完し合うことで両社
の結束を強めています。支配株主の金川集団は中国
第3位の銅生産会社で、同国北西部に置く中核拠点
から中国全土に製品を届けています。当社の世界的
なネットワークと取引ノウハウは、金川集団にとって
世界のサプライヤーへのアクセス獲得だけでなく、
資金調達手段の多様化やコスト削減にもつながって
います。
jinchuan-intl.com
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インドでの石油精製
当社はインド第2の民間製油会社の24.5％の持分を
所有することで、世界トップレベルの成長速度を誇る
インドエネルギー市場において、当グループの地位
をさらに確かなものとしています。
当社は2017年、ナヤラエナジー（旧エッサール・オイ
ル・リミテッド）の49％の持分を、UCPインベストメン
トグループやロスネフチから成る国際コンソーシア
ムの一員として取得しました。投資先は、年2,000万ト
ンの大型製油所、世界的な貯蔵・輸出入施設、全土で
5,000カ所を超えるガソリンスタンドに加え、様々な
準備段階にある2,700軒超の店舗を有する企業です。
ナヤラエナジーの製油所は、極東の主な需要地と中
近東の生産地を結ぶ航路の要衝にあるインド西岸ヴ
ァディナールに位置しています。
この製油所は、パイプラインや貯蔵施設だけでなく
専用の自家発電所も完備し、鉄道・トラック・船舶輸
送のいずれにも対応可能という、完全統合型のイン
フラとなっています。
nayaraenergy.com

世界的なバンカリングサービス
2020年設立のTFGマリンは、船舶向け燃料の供給・
調達を行う合弁会社です。当社と共にフロントライン
とゴールデンオーシャンというそれぞれの市場のト
ップを走る2社が株主に加わることで、世界商品取引
と船舶輸送の両方に強みを有しています。
両社の保有・チャーター船を合わせると、約700隻分
の船舶への燃料需要が発生します。これによってTFG
マリンが得るスケールメリットは、同社を世界最大級
の燃料調達・供給アライアンスへと押し上げる土台と
なり、世界の主要バンカリング拠点港に大きな需要
を生み出すことになります。
TFGマリンは、エンドツーエンドでサービスを提供
し、商品取引ノウハウと船舶燃料供給インフラ・物流
を統合することで価値を生み出しています。事業展
開も急速に世界へと広げつつあり、英仏海峡、南部・
西アフリカ、シンガポール、カリブ諸島、中南米にお
けるバンカリング事業に向けた準備を完了している
ほか、アジア、欧州、米州においても近いうちにさら
なる展開を発表すべく準備を進めています。
tfgmarine.com
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中南米、アフリカ、スペインでの貨物輸送
と物流
インパラターミナルズとIFMインベスターズが折半出
資で設立した合弁会社は、メキシコ、スペイン、ペル
ーで複数の精鉱用ターミナル設備を所有・運営して
います。これらの設備が提供する物流機能は、世界市
場における銅、鉛、亜鉛の輸送に重要な役割を果た
すものです。本合弁会社はさらにパラグアイで河川
事業を展開するほか、アフリカ銅地帯での国際貨物・
マルチモーダル輸送サービスを当社や外部顧客に
提供するスイス拠点の事業も行っています。
インフラ投資に豊富な経験を有するIFMインベスタ
ーズは、当社グループにとって素晴らしいパートナー
です。本合弁会社から受け取る資金は、当社の取引
フローを支える新たなプロジェクトに再投資してま
いります。
ifminvestors.com

米国産原油のテキサス沖合深海港からの
輸出
当社は2020年3月からフィリップス66と手を組み、テ
キサス沖合に原油輸出用の深海港を建設すべく取り
組んでいます。折半出資で設立した合弁会社ブルー
ウォーターテキサスには、大手原油輸出・販売会社と
して当社が米国市場で築いてきた独自の地位と、フ
ィリップス66が持つ営業ノウハウ、事業経験、既存イ
ンフラ網が結集されています。本プロジェクトは現在
認可申請中で、輸出用原油を満載したVLCCと呼ばれ
る巨大タンカーが係船可能な一点係留ブイ2基を備
える深海港をフィリップス66が建設することを計画し
ています。 
bwtxterminal.com
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ソーシャル・イ
ンパクト・コラ
ボレーション

透明性を通じた 
信頼構築
当社は世界で取引を推進する大手企業
として、天然資源という富は持続可能な
発展と貧困削減に振り向けられるべき
と考えています。このため、事業展開国
において自身がどのように天然資源を
管理しているのかを開示し、市民が政
府や企業の責任を問うお手伝いをして
います。
こうした信念こそ、当社が2014年に独立
系商品取引会社としては初めて採取産
業透明性イニシアティブ（EITI）への賛同
を宣言した理由です。EITIは、天然資源
のオープンで責任ある管理を世界の先
頭に立って推進している枠組みです。
EITI基準は、世界の50を超える国々によ
って実施されています。

当社はEITIが掲げる使命を推進し世界
に浸透させるべく注力しており、2019年
には商品取引会社として初めてEITI理事
会に加わりました。現在は、商品取引業
界における最良慣行の策定や世界共通
開示基準の導入により、本業界における
透明性を世界的に向上させるべくEITIと
密接に連携しています。

世界中の人々に直接的にも間接的にも影響を及ぼす事業を手掛けるトラフィグラは、プラス
の影響の持続に向けて事業パートナーと共に取り組んでいます。さらに、当社の取り組みと
補完関係にあり世界的課題に取り組んでいる業界団体や非営利団体とも提携しています。
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コンゴ民主共和国での責任あ
る調達の推進
商品取引業者は責任ある形で商品を
調達することを消費者や社会から期待
されています。中には、これを達成する
ため、人権と安全基準の順守を確保で
きるよう、調達先を大手生産者に限定
している取引業者も存在します。しか
しこうした姿勢は、商品の販売に生活
がかかっている無数の小規模生産者
を切り捨てるものでもあります。責任
ある調達には小規模な手工業的採掘
者との積極的な関与も含むと認識する
ことが、よりバランスの取れた姿勢と
いえます。
当社は2018年、コンゴ民主共和国の
大手鉱山・加工会社であるシェマフと
の間で、3年間の水酸化コバルト販売
契約を締結しました。シェマフではこ
の商品を、大規模な機械化操業、そし
て同社が採掘権を持つムトシで操業
する手工業的な小規模採掘者組合、こ
の両方を通じて生産しています。当社
は世界的名声を博する非政府組織パ
クトと密に連携しており、この組織が
シェマフの事業を監視し、当社の基準
に従って操業されていることを確認し
ています。
当社はこの試験的プロジェクトから得
た知見を開示しているため、本手法を
昇華させ、別の商品や場所に適用する
企業も現れるかもしれません。こうし
た取り組みによって、小規模生産者の
権利や労働条件の保護が進み、国際
市場への直接参画が可能になること
が期待されます。

海上貿易における持続可能な
未来の形成
海運業は世界経済の主たる推進力の
一角を成しています。船舶輸送は最も
効率的な輸送形態の1つですが、輸送
距離の長さと輸送貨物量の大きさゆ
えに、依然として世界の温室効果ガス
排出量の3.5％から4％を占めるとい
う、環境に多大な負荷を与える存在と
なっています。
当社が積極的に支援しているグロー
バル海事フォーラム（GMF）は、長期
的に持続可能な経済発展と人類の繁
栄に資する世界海運業の実現に向
けて活動する枠組みです。当社では、
炭素税や減速運航規制といった排出
量の大幅削減につながる手段を支持
しています。さらに、GMFの「Getting 
to Zero Coalition」創設メンバーとし
て、2030年までに商業的に採算が取れ
るゼロエミッション船舶を開発し就航
させることにより、船舶輸送の脱炭素
化を推し進めてまいります。

排出量の把握と最小化
国際貨物輸送量は毎年右肩上がりで
伸び続け､それが二酸化炭素排出量
の増大につながっています。世界的な
気温上昇を2℃より低く保つとともに
1.5℃に抑える努力を追求する、と定め
たパリ協定を順守するためには、輸送
業界の抜本的な脱炭素化に向けて大
きく舵を切らなければなりません。
この問題に対処するよう民間部門に
働き掛けているのがスマートフライト
センター（SFC）です。産業界にはサプ
ライチェーンにおける排出量の影響を
測定・比較する明確な指針がないこと
を早くから認識していたSFCは、陸上・
鉄道・海上・航空輸送を含む全輸送モ
ードにおける排出量の計算と報告を
一本化すべく、GLECフレームワークと
名付けた枠組みを策定しました。
当社は2018年からGLECフレームワー
クを採用しています。以来これを自社
物流事業に体系的に導入することでサ
プライチェーンの効率性を高め、排出
量を削減してきた取り組みが評価され、

「スマートフライトリーダー」にも指定
されました。
業界の隅々まで変革を浸透させるた
めにはさらなる努力が必要です。そし
てこれこそが、当社がトラフィグラ財
団を通じ、SFCが新たに展開するプロ
ジェクトの数々を支援している理由で
す。こうしたプロジェクトには、GLECフ
レームワークの国際標準化機構（ISO）
規格への格上げ、調達ツールの開発、
科学的根拠に基づく目標の設定、持続
可能な物流に向けた工程表の作成、
バルク船舶輸送指針の策定などが含
まれます。
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