
サステナビリティ方針の制定と
マテリアリティの特定

 サステナビリティ方針の制定

サステナビリティ方針

東京計器グループは、計測、認識、制御の独創技術に
より、社会からの信頼を得ながら、「持続可能な社会の
実現」と「中長期的な企業価値の向上」を目指します。

１．�顧客や社会の潜在ニーズを掘り起こし、事業活動
を通じて課題を解決し続けます。

２．�サプライチェーン全体において、環境負荷の低減
と人権の尊重に努めます。

３．�多様な人材が個々の力を発揮して成長できる企業
風土を醸成し続けます。

当社グループでは、社会インフラを下支えする企業と
して、従前の経営理念や行動指針を継承しつつ、環境・
社会・経済の持続可能性の観点から「サステナビリティ
方針」を新たに制定しました。

本方針は、当社グループがサステナビリティ経営を
行っていくうえでの基本的な考え方と行動規範を示す
ものであり、この方針に基づき、従業員一人ひとりが
持続可能な社会の発展と中長期的な企業価値の向上に
取り組んでいきます。 

 マテリアリティ(重要課題)の特定

上記のサステナビリティ方針に従い、ステークホルダーからの期待と当社グループにとって重要な経営課題を
反映した、4 つのマテリアリティを特定しました。これらは、持続可能な社会の実現を目指して、当社グループが
企業価値を高めていくために特に重要であると考える事項です。さらに、4つのマテリアリティに対応していくうえで、
ベースとなる当社グループのガバナンスの姿として「持続的成長を支える経営基盤の確立」を掲げています。

社会課題を解決する商品の提供

当社グループの商品・サービス提供に当たっては、目まぐる
しく変化する社会の中で、従来の社会課題にとどまらず、
新たに発生する課題、あるいは潜在的な課題を探索し、
解決し続けることで、多くのステークホルダーの期待と
信頼に応えていきます。

環境配慮型社会の実現

当社グループは、地球規模の重要課題であるGHG（温室
効果ガス）排出量削減に、事業活動を通じて取り組んで
います。市場や顧客の環境配慮に対する要望に応え、商品・
サービスにおける設計・調達・製造工程を連動させ、省エネ
等の付加価値を提供していきます。また、Scope1、2におけ
る温室効果ガス削減については、全従業員の創意工夫に
よるエネルギー使用に関する効率化を推進していきます。

各マテリアリティの目指す姿

持続的成長を支える経営基盤の確立

サプライチェーン
マネジメントの強化

環境配慮型
社会の実現

多様な人材の
活躍推進

社会課題を
解決する
商品の提供

当社グループにおけるマテリアリティの特定

特 集 1
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サステナビリティ方針の制定とマテリアリティの特定

マテリアリティ特定のプロセス マテリアリティ特定結果

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に

と
っ
て
の
重
要
度

東京計器にとっての重要度

高い

高い

特に重要な
社会課題

社会課題を解決する商品の提供社会課題を解決する商品の提供

環境配慮型社会の実現環境配慮型社会の実現

サプライチェーンマネジメントの強化サプライチェーンマネジメントの強化

多様な人材の活躍推進多様な人材の活躍推進

はその他の社会課題を表しています

サプライチェーンマネジメントの強化

当社グループは、製造業としての生命線であるサプライチェー
ンを持続的で強固なものとするため、サプライヤーとの
共存共栄を意識しながら、市場や社会、環境の急激な変化
に対応できる強い資材購買体制に変革していきます。また、
Scope3の温室効果ガス排出量削減、有害物質、人権問題
など、さまざまな社会的要求事項に取り組んでいきます。

多様な人材の活躍推進

当社グループは、本マテリアリティの実現に向け、年齢、
性別、国籍、障がいの有無、雇用形態などの属性によら
ない人材の採用や登用を推進し、多様な個性を持つ社員
が活躍できる場を提供していきます。女性活躍の推進に
ついては女性活躍推進法の範囲にとどまらず、働きやすい
環境の整備などを継続して進めて活躍の場を広げて
まいります。

社会課題の洗い出し
GRIスタンダードなどの国際的なフレームワーク
やガイドライン、SDGsの169ターゲット等を
参照しながら、環境・社会・経済面での課題を
広範囲にリストアップしました。

STEP 1

一次スクリーニング
リストアップした社会課題について社内の関係
する部署に対して当社グループの現状と問題点
をヒアリングしたうえで、当社グループとの関連
性が高い項目に絞り込みました。

STEP 2

評価基準の作成と評価の実施
これらの課題を、「ステークホルダーから見た重要
度」、「当社グループ視点での重要度」の2軸で総合
的に評価し、「マテリアリティマップ」に示しました。

STEP 3

マテリアリティの決定
重要度評価の結果、2軸ともに評価が高い課題に
ついて有識者との意見交換を行ったうえで最終
的なマテリアリティ候補としてグループ化し、サス
テナビリティ委員会で承認を受けたのち、経営
会議および取締役会で妥当性や網羅性の観点
から審議を行い、マテリアリティを決定しました。

STEP 4
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東京計器の航海計器
当社グループは明治 29 年（1896 年）の創業以来、

当時輸入に頼っていた航海計器の国産化を推進し、
磁気羅針儀からジャイロコンパス＊1、さらに現在のオート
パイロット＊2の原型となるレスコパイロットなど、航海
に欠かせない製品を生み出すことで、船の安全に貢献して
まいりました。事業分野が大きく広がった今でも、祖業
として海上交通の安全を守る製品開発にかける情熱は
変わりません。

時代の転換点にある現在、航海の世界に求められる
課題も変わり始めています。安全・安心な航海を担保す
るのはもちろんのこと、気候変動をはじめとした社会

課題への対応も強く求められるようになりました。
私たちはこれまでに培ってきた技術を発展させ、GHG 

（温室効果ガス）排出量の削減をはじめとする環境対策
や少子高齢化対策などにつながる新たな技術開発への
取り組みを通じ、社会課題の解決に寄与していきたいと
考えています。

本特集では、省エネ操船技術による気候変動への取り
組み（p14）、自動航行技術による船員不足への対応（p15）、
および海上監視レーダーや船舶情報管理技術による海上
交通の安全性向上（p16）についてご紹介します。

東京計器グループは、安全・安心な社会づくりを使命とし、社会課題の解
決を理念として事業を進めてまいりました。今回の特集は、昨年の国土
防災分野での社会課題解決に引き続き、船舶や船舶交通の安全・安心に貢献
する東京計器の技術についてご紹介します。

国産オートパイロット
の先駆けとなる「レスコ
パイロット」シリーズ
を独自開発

国産オートパイロット
の先駆けとなる「レスコ
パイロット」シリーズ
を独自開発

1962
1980

2022

航海に必要な海図や自船の情報
を同時に表示可能なナビゲー
ション装置。2022年に市場
投入した新型では、容易な操作
技術習得、保守作業の時間短縮
などの実現により、乗組員の
負担軽減や効率的な運航に貢献

船舶に係る技術で社会課題の解決に貢献船舶に係る技術で社会課題の解決に貢献

電子海図情報表示装置 電子海図情報表示装置 

ECDIS EC-9000
シリーズ

航海の安全・安心を支えてきた製品群

航海計器の製作開始
（連合艦隊旗艦「三笠」に
搭載された磁気羅針儀）

航海計器の製作開始
（連合艦隊旗艦「三笠」に
搭載された磁気羅針儀）

米国スペリー社の
ジャイロコンパスの
ライセンス生産開始

米国スペリー社の
ジャイロコンパスの
ライセンス生産開始

（注）＊１ ジャイロコンパス：船の船首方位を指し示す機器。
　　＊２ オートパイロット：自動操舵装置。自動計算で船首を設定された方位に向くよう変針させ、変針後はその設定方位を保つという機能を持つ。
（注）＊１ ジャイロコンパス：船の船首方位を指し示す機器。
　　＊２ オートパイロット：自動操舵装置。自動計算で船首を設定された方位に向くよう変針させ、変針後はその設定方位を保つという機能を持つ。

ジャイロコンパスTG-5000 
高精度、小型化を追求した
新方式のモデルを販売開始。
1983年度の全国発明表彰に
おいて、内閣総理大臣賞を受賞

ジャイロコンパスTG-5000 
高精度、小型化を追求した
新方式のモデルを販売開始。
1983年度の全国発明表彰に
おいて、内閣総理大臣賞を受賞

1901 初めての
国産ジャイロ
パイロットの
製造・装備

初めての
国産ジャイロ
パイロットの
製造・装備

1929

1918 小型漁船用ES型
ジャイロコンパスを開発。
爆発的な売れ行きを記録

小型漁船用ES型
ジャイロコンパスを開発。
爆発的な売れ行きを記録

1961 ジャイロコンパスTG-100 
トップシェアを決定づけた
TGシリーズの第1作

ジャイロコンパスTG-100 
トップシェアを決定づけた
TGシリーズの第1作

1965

海上交通の社会課題に取り組む
東京計器の技術

特 集 2
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海上交通の社会課題に取り組む東京計器の技術

巨大な帆とエンジンとのハイブリッドで省エネ操船
ウインドチャレンジャープロジェクトは、株式会社商船三井と株式会社大島造

船所が中心となって進めている、船舶における推進エネルギーのグリーン化を
テーマとした共同研究です。当社グループは、開発中の大型帆船にジャイロコンパス
とオートパイロットを提供し、エネルギー効率に優れた航海の実現に貢献してい
ます。2022年10月には、このタイプの大型商船の第１船が竣工しました。

新制御方式NCTeN
通常の船よりも風の影響を大きく受ける帆船の場合、的確に風を捉えな

がら風浪や波浪、潮流などの"外乱"を正確に推定し、舵を適切に制御しなけれ
ば、エネルギー効率に優れた航行は実現できません。そこで当社は、オート
パイロットの開発で培ってきた高度な制御技術を活かし、新しい制御方式

「N
エヌシーテン
CTeN」を開発しました。NCTeNは、さまざまな航海データを用いて外乱

成分や個々の船によって異なる船体運動特性を推定し、外乱を受けても無駄
な舵を切らずに適切な航路の維持を可能にします。

オートパイロットとジャイロコンパスで
プロジェクトに参加

省エネ操船でGHG（温室効果ガス）排出量削減に貢献
ウインドチャレンジャープロジェクト

硬翼帆。風向きや風速に従って
自動的に伸縮・方向変換が可能

海運業界全体のGHG排出量は、ドイツ1国分に
相当すると言われています。世界の海上輸送量は、
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に
停滞していましたが、世界経済の回復とともに再び
活況を取り戻しています。そのような状況下、海運
業界が排出するGHG排出量の削減は喫緊の課題
です。
ウインドチャレンジャープロジェクトでは、風力
推進装置としてガラス繊維強化プラスチックでで

きた伸縮可能な硬
こう
翼
よく
帆
ほ
を開発しました。硬翼帆1本

で従来の同型船に比べて約5～8％のGHG排出量
削減が見込まれており、その高い環境性能は各方面
から注目を集めています。当社が提供するジャイロ
コンパスとオートパイロットは、硬翼帆を使用した
大型帆船に最適な制御アルゴリズムを搭載すること
で、エネルギー効率に優れた航行の実現に寄与し
ます。

社会へのインパクト
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コンテナ船「すざく」に搭載
されたオートパイロットPR-
9000

陸上側の非常対応ブロックに装備されたジョイスティック
コントローラ。この小さなコントロールレバーを動かすだけ
でオートパイロットを操ることが可能

現在、内航海運業界では船員の高齢化と人手不足が
深刻化しており、このままでは海の安全が損なわれ
るだけでなく、海運を利用した流通が停滞する恐れが
指摘されています。今後ベテラン船員が大量に退職
する時期を迎えることで人手不足はさらに深刻化し、
代わって業界に入ってくる船員のスキル不足も懸念
されます。船舶交通のさらなる輻輳化（船舶が集中
して混雑した状況）が予想されるなか、乗組員の少人数

化に伴う安全運行の確保と航海士の作業負担を軽減
するために、無人運航船への期待が高まっています。
一日当たりの航行隻数が約500隻という世界屈指
の輻輳海域である東京湾内の航行を無人運航シス
テムによって成し遂げたことは、海難事故の削減に
つながる可能性を高めるとともに、内航船業界が抱える
労働力不足を補う一助ともなり、船員の新たな働き方
や労働力の創出につながることが期待されます。

社会へのインパクト

通信システム
（通信回線・情報管理制御）

陸上側システム
（陸上支援機能）

船舶側システム
（自律機能）

統合表示ブロック
（船陸情報収集・監視・分析）
（機関異常予知含機能）

非常対応ブロック
（遠隔操船機能）

船員不足や作業負担軽減に対応
無人運航船プロジェクト

無人運航船の実証実験で証明された東京計器の技術
当社は、公益財団法人 日本財団が進める無人運航船

プロジェクト「MEGURI2040」の中のDFFAS（Designing 
the Future of Full Autonomous Ship）コンソーシ
アムに参画し、船上の自動運航システム、および陸上
支援センターの非常対応ブロックの開発を担当してい
ます。同コンソーシアムでは、2022 年 2 月、東京港と
津松阪港間 約 790km で無人運航船の実運用を模擬
した実証実験を実施しました。自律運航機能を搭載した
コンテナ船「すざく」には、当社のオートパイロットと
光ファイバージャイロコンパス（FOGコンパス）が搭載
されています。搭載されたオートパイロットPR-9000は
DFFAS 用に再構成されたオリジナルで、「すざく」が
予定航路上を航行するように常に舵を制御します。さら
に、非常対応ブロックに組み込まれた当社の多機能型

ジョイスティックコントローラと連携することによって、
陸上支援センターからの遠隔操船が確実に行えること
が実証されました。

PR-9000のトラックコントロールシステム＊は、設定
航路の情報やセンサー情報を受けて、自船位置と設定
航路の誤差を最小にするように進路を逐次調整するこ
とで、設定航路のラインに沿った高精度な自動航行を実現
しました。航路離脱を抑えることで燃料消費量も抑制し、
GHG排出量削減にも貢献します。

また、自動運航システムに組み込まれた FOG コン
パスは、船首方位計測および船の動揺計測を担って
おり、無人運航船に求められる高精度な姿勢方位セン
サーとして期待されています。

（注）＊ トラックコントロールシステム：オートパイロットとECDISを組
み合わせたシステム。
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日本全国で稼働する東京計器のVTSシステム
VTS＊1（船舶通航業務）システムは、混雑する海上交

通路の管制業務を担うシステムで、航空機の世界にお
ける航空管制の港湾版とも言えます。当社は、全国にあ
る海上保安庁の海上交通センターにVTSシステムを提
供し、船舶交通の安全を支えています。

VTS システムは「レーダー装置」や「AIS ＊2（船舶自
動識別装置）情報管理装置」、「海上交通情報処理システ
ム」などから構成されています。航行中の船舶を高分解
能＊3 レーダーで把握し、AIS情報など船舶のさまざまな
動静情報を海上交通情報処理システムで一元処理する
ことにより、航行中の船舶の予想される位置を表示した
り、衝突等の危険を生じる可能性がある海域エリアを特
定したりします。これらの情報をもとに、船舶への情報
提供や注意喚起、航行是正などの管制業務を支援して
います。

高分解能半導体レーダー装置

海上交通情報処理システム AIS陸上局装置

海上交通の社会課題に取り組む東京計器の技術

東京湾や瀬戸内海などのように多数の船舶が
行き交う狭い海域では、海難事故の可能性が常に
存在します。海とそこで働く人々の命を守るととも
に、安定した物流を維持するためには、海上交通
の安全確保が不可欠です。当社のVTSシステムは、
海上保安庁が管理・運用する全国7カ所の海上交通
センターすべてに納入されており、日本の港湾で
船舶の安全・安心を守っています。
VTSシステムのレーダーには、高分解能である

Kuバンドの半導体レーダーが使用されています。
Kuバンドとはレーダーで使用するマイクロ波の
周波数帯域の一つで、一般的に使われるXバンド
より高い周波数帯域で、高分解能が実現できます。
Xバンドレーダーでは接近している2隻が連なって
1隻に見える場合でも、Kuバンドレーダーであれば
はっきりと2隻を識別できます。このような高い
技術を背景に、当社では国内はもとより、海外
向けにも高分解能Kuバンド半導体レーダーの提供
を開始しました。これは国内用をEUの安全性能
基準に適合させた製品で、欧州で従来から使用されて
いるXバンドの製品では得られなかった高分解能が、
当社の製品で得られることが評価されています。
今後は、船舶で混雑する欧州の沿岸や河川の監視
にも貢献してまいります。

社会へのインパクト

船舶航行の安全に貢献
海上交通センターのVTSシステム

（注）＊１ VTS：Vessel Traffic Service。
　　＊２  AIS：Automatic Identification System。船舶に搭載し、

船名や位置、進路、速力、行先などのデータを自動的に無線
で他の船舶や陸上施設に送受信する装置。

　　＊3  分解能：物体を識別する能力。

海上保安庁の海上交通センター
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