サステナブルな
ソリューションを加速
2019年のコーポレートサステナビリティハイライト

2019年のサステナビリティの向上
UPSのサステナビリティイニシアチブを長年にわたって推進
する機会を得られたことに感謝しています。今日、変化のス
ピードは加速しており、UPSは最前線に立ち続けるため適応
し続けています。2019年には、UPSはさまざまな方法でサス
テナビリティを向上させました。

世界は急速に変化しています。
しかし、UPSはもっと高速です。
CEOのメッセージ

•

•

デビッド・アブニー
UPS会長兼最高経営責任者(CEO)

•
•

•

UPSは多くの国で不可欠なビジネスと考えられており、
お客
様がサプライチェーンを再編成して重要な供給品を提供す
るのを支援することから、
人道的救援パートナーに資金や現
物輸送を提供することまで、
グローバルなコロナウィルス対
策の取り組みをサポートするための務めを果たしています。

UPSは世界中のお客様、
政府、
非営利団体とのパートナーシッ
プを継続し、
私たち全員が、
この
危機からより強くなり、
より健康
になって戻れるようにします。

“

“

世界中の495,000人近くのUPSerの懸命な努力と献身がな
ければ、
これらの取り組みをサポートできませんでした。

従業員の安全は最優先事項であり、
清掃手順の強化、
保護
具の提供、
COVID-19の影響を受けるUPSerを支援する緊急
有給休暇プログラムの導入など、
社員の安全を守るための
行動を取っています。

この先行きが不透明な時代に、
皆さんはいつでも、
UPSerに
頼ることができます。UPSは世界中のお客様、
政府、
非営利
団体とのパートナーシップを継続し、
私たち全員が、
この危
機からより強くなり、
より健康になって戻れるようにします。

このレジリエンスの考え方は、
コミュニティが災害から回復
するのを支援することから、
変化する世界においてビジネス
強化につながるよりサステナブルな慣行を作り上げることま
で、
UPSで行うすべてのことを支えています。

•

 生可能天然ガスについて、
再
米国でこれまでで最大の
投資を行い、
排出量を100万トン以上削減
6,000台を超える圧縮天然ガス自動車を追加

 のアメリカ連邦航空局認定のドローン航空会社の1
初
つである UPS Flight Forward™（UPSフライトフォワード）
を設立

年次のダイバーシティ＆インクルージョン ホライズンア
ワードを導入して、
イノベーションを推進するためにダイ
バーシティとインクルージョンを採用したビジネスユニ
ットを表彰
従業員のスキルと知識の構築を支援するトレーニング
および能力開発プログラムに10億ドル以上を投資

2020年に購入する車両の25％を代替燃料または先進技術
で走らせるという目標には順調に進んでいますが、絶対的
な排出量を削減し、事業全体で再生可能エネルギーをより
多く使用するという2025年の目標を達成するには、
いっそう
の努力が必要です。UPSは、
これらの目標を前進させるため
の取り組みを加速しています。
これには、英国を拠点とする
スタートアップのアライバル社への最近の投資が含まれて
おり、
さらに10,000台の電気自動車が追加されます。

2003年からUPS取締役会のメンバーであるキャロル・トメ
が、UPSの第12代CEOに就任することを嬉しく思います。私
はエグゼクティブ チェアマンに就きます。そして2020年9
月30日にはUPS取締役会から引退します。スムーズな移
行と繁忙期の成功を確実にするために、私は2020年の終
わりまで特別顧問として残り、
その後、46年間の勤務から
退職します。9月30日には、UPSのリードインディペンデン
トディレクターであるウィリアム・ジョンソンが、
ノンエグゼ
クティブ チェアマンに就きます。UPSに関する経験、
リーダ
ーシップ、深い知識を備えたキャロルは、
この素晴らしい
会社を新たな高みへと引き上げるための資質を有してい
ます。

緊急のグローバルパンデミックに直面し、気候変動など
の広く影響を及ぼしている課題に引き続き対処する点
で、UPSは引き続きポジティブな影響力を持っています。
UPSには、革新とコラボレーションを通じて課題に対応す
る、無数の機会があります。私たちは、世界が必要とするソ
リューションを提供し続けられると確信しています。

デビッド・アブニー
UPS会長兼最高経営責任者(CEO)

UPSのサステナビリティの反映

何年も前にパートタイムのパッケージローダーとして入社
して以来、
どれほどの変化があったかは驚くべきことです。
国際市場に拡大し、UPSエアラインズを立ち上げ、
ルートの
最適化技術からドローン配送に至るまで、
さまざまなイノベ
ーションを採用しました。

また、10,300台を超える低排出ガス車両であるローリング
ラボラトリーも開発し、過去10年間で代替車両、燃料、
イン
フラに10億ドルを投資しました。お客様が環境への影響を
より抑えて、
より多く発送する方法を探していることを知り、
当社は2009年にカーボンニュートラルの配送オプション
を提供した、最初のスモールパッケージキャリアとなりまし
た。2006年に導入されたUPSビジネス・リソース・グループ
は、世界中に約200もの国および地域に社員を擁する UPS
全体において、高度なダイバーシティ
（多様性）とインクルー
ジョン
（受容性）を実現しています。そして2016年には、環境
への影響に対応し、従業員の安全プログラムを推進し、
コミ
ュニティを強化するための新しい目標を定めました。
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“
キャロル・トメ
次期UPS CEO

UPSの取締役会のメンバーとして、UPSとそし
て世界をより持続可能なものとする道に導い
ているビジョンと取り組みに感心していました。
持続可能性の確固たる擁護者になることを含
め、UPSで長年献身的にリードし続けてくれたデ
ビッドに感謝します。UPSで次世代のサステナビ
リティを、
この基礎の上に構築することを楽しみ
にしています。

“

例年通りサステナビリティレポートのこの時期に手紙を書
いていますが、
コロナウィルスのパンデミックが世界中の経
済、
家族、
コミュニティに与えている影響を超えて先のこと
を考えるのは困難です。現時点では緊急性が低いと思われ
る環境問題や社会問題について話すのに適切な時期では
ないと示唆する人もいます。しかし、
今、
これらについて話す
のは、
今までなかったほど非常に重要であると考えるからで
す。危機は、
イノベーション、
コラボレーション、
レジリエンス
に影響を及ぼ及ぼし、
そのことが今後のグローバルな課題
に適用できることを願っています。

1億1,700万ドルの慈善寄付、
2,000万時間のボランティ
ア活動、
1,500万本の植樹、
自動車事故の3％削減とい
う、
2020年に達成する計画の、
4つのサステナビリティの
目標を１年早く達成

未来への準備
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2016年、
私たちは環境への影響に対処し、
業界をリードする安全プロ
グラムを推進し、
私たちが生活し、
働いているコミュニティを強化するた
めに、
10のサステナビリティの目標を設定しました。1年前倒しで4つの目
標を達成できたことを誇りに思っています。
残りの目標も順調に進んでい
ます。2019年の進捗状況をご覧ください。

2020年までの年間の慈善寄付金は
1億1700万ドル
UPS、
The UPS Foundation（UPS基金、
当社の企業市民団体）、
UPSの
従業員と退職者による長年の取り組みを反映して、
2019年の年間
寄付金は123.8ドルに達しました。

2020年までに1,500万本植樹

（2012年からの累計）

2019年には280万本の木を植え、
これまでの植樹の合計が1,540
万本となり、
1年早く目標を達成しました。

2020年までに社員エンゲージメントを2％向上
2016年には、
2020年までに社員エンゲージメントインデックスを
2％改善するという目標を設定しました。インデックスはUPSの年次
社員エンゲージメント調査（Employee Engagement Survey：EES）
か
ら導き出されました。全社的な変革の一環として、
2019年にはEES
をUPSカルチャー調査に置き換え、
毎年調査を実施する予定です。

2025年までにグローバル規模での事業において
GHG排出を絶対量で12％削減

（2015年のベースライン）

2019年の絶対排出量は、
2018年の実績よりも0.8％減少しました。
ただし、
総排出量は2015年のベースラインを5.4％上回ってい
ます。eコマースの成長と出荷総数の増加が、
向かい風となってい
ます。私たちは引き続きこの目標に取り組み、
低排出ガス車、
再生
可能燃料、
太陽光発電への投資が私たちの進歩を加速させると確
信しています。

2025年までに、
総燃料の40％を代替燃料によって
まかなう

2019年までに、
5億1100万リットルの代替燃料を購入することによ
り、
車両に対する代替燃料の投資を続けています。
これは、
車両用
燃料の総使用量の24パーセントに当たります。
9億4600万リットル
相当の再生可能な天然ガスを今後数年間にわたって購入すること
も見込んでいます。

2020年までに2,000万時間のボランティア活動

（2011年からの累計）

UPSerとその家族、
およびその友人は、
2019年に300万時間をボラン
ティアとして費やし、
早い時期に、
合計2,170万ボランティア時間とい
う目標を達成しました。

2020年までに自動車事故を3％削減

（10万運転時間あたり、2016年のベースライン）

自動車事故を3.1％削減することで、
予定より1年早く目標を達成し
ました。

2020年までにLOST TIME INJURIES(LTI)を1％削減

（20万時間あたり、2016年のベースライン）

LTI率は2.07に上昇し、
ベースラインより13.7％増加しました。
これは
主に、
eコマースの成長によるキャパシティの需要を満たすため、
新
採用の社員数が継続的に増加していることによるものです。これに
対応するために、
ベストプラクティスの共有を強化し、
オンボーディン
グセーフティメンタリングプログラムを拡大し、
施設内の安全性をよ
り適切に評価するために内部監査プロセスを発展させました。

2025年までに再生可能エネルギーを25％使用
2019年には、
米国で10MWの屋上設置型ソーラーアレイの展開を
完了しました。
欧州10か国でのUPSの事業では、
再生可能電力の使
用により、
排出量がほぼゼロになりました。これらの再生可能エネ
ルギーへの投資は、
当社の総電力需要の3.9％を生み出しています。

2020年に購入した車両の25％が代替燃料車および
先進技術車
2019年も、
天然ガスを燃料とする6,000台の自動車を購入するとい
う公約を含め、
10,300台を超える代替燃料車と先進技術車を継続
的に導入、
拡大しました。2020年第1四半期には、
アライバル社への
大幅な投資を発表し、
さらに10,000台の全電気自動車により車両数
を拡大します。

これらの目標に向けた進捗状況の詳細については、
ups.com/sustainabilityをご覧ください。

チーフサステナビリティ
オフィサーからのメッ
セージ
Listen, Learn, Lead.

UPSでの最初の1年を間近に控えた私は、
この組織に加わっ
たきっかけを振り返っています。まず、
誠実さに対する会社
の評判があります。
UPSは何かをすると約束したら、
それを
実施します。代替燃料と先進技術を駆使した車両で数百万
マイルを走行する場合でも、
1,500万本の木を植える場合で
も、
荷物をより持続可能な方法で配達する場合でも、
私たち
の取り組みは違いを生み出し、
業界の他の人々の模範とな
ります。

UPSは進歩を遂げていますが、
UPSができること、
すべきこと
はまだまだあります。お客様は、
サプライチェーン全体の気
候への影響を軽減するために、
私たちに期待を寄せてい
ます。UPSerは、
利益と、
地球を保護し、
そこに住む人々を支
える責任との間で、
バランスを取る会社で働きたいと考えて
います。さらに、
投資家やその他ステークホルダーは水準を
引き上げており、
サステナビリティのあらゆる面において企
業にいっそう多くを期待しています。UPSは、
より遠く、
より速
く進むために、
挑戦し続けなければなりません。

UPSは、
代替燃料と技術の商品化と規模の拡大を支援して
います。
これには、
再生可能天然ガスをこれまでの最大量購
入することや、
自動車のスタートアップに投資して電気式配
送トラックの規模を拡大することなどが含まれます。また、
航空会社の環境目標についてNGOと協力し、
排出量の少な
いジェット燃料オプションとなる経路を模索しています。

私は責任を持ち、
リードする明確な目的を持
っている企業で働いていることを誇りに思
います。まだすべての答えは得られたわけ
ではありませんが、私たちは適切な疑問を
投げかけており、革新的で長期的なソリュー
ションを作り上げています。
スザンヌ・リンゼイ-ウォーカー
Environmental Affairs
チーフサステナビリティオフィサー、
バイスプレジデント

企業単位の変革を続ける中で、
当社は、
マイクログリッドと
太陽エネルギーを利用したニアゼロエミッションの建物や、
電気自動車のためのスマートグリッド充電とバッテリー貯蔵
ソリューションなど、
より持続可能な施設と車両の可能性を
描き直しています。

けており、
革新的で長期的なソリューションを作り上げて
います。UPSは、
心とリソースをタスクに投入することで、
私たちが大きなことを達成できることを何度も繰り返し示
してきました。コロナウィルス対応の最前線にいるUPSer
の努力によって証明されているように、
今日の現実も例外
ではありません。この前例のない機会は、
レジリエンスを
保つため、
事業の将来性を拡大し続ける必要を強調して
います。

過去1年間、
私はUPSのビジネスとサステナビリティの道の
りを理解するために多くの時間、
耳を傾け、
学習してきまし
た。
これまでどこを通ってきたか、
今どこに向かっているか
ということです。UPSのサステナビリティの次のステップを
形作るとき、
何十年もの進歩の上に構築し、
そして、
お客様
にサービスを提供し、
従業員とコミュニティをサポートし、
環境への影響に対処するためのアクションを加速します。

私は責任を持ち、
リードする明確な目的を持っている企業で
働いていることを誇りに思います。まだすべての答えが得ら
れたわけではありませんが、
私たちは適切な疑問を投げか

数字で見るサステナビリティ
2,170万時間
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“

また、
会社の大胆な野心にも感銘を受けました。UPSは
2016年に、
2025年までに世界の陸上輸送業務全体で絶対
排出量を12％削減する目標を発表しました。UPSは、
eコマ
ースの急増の結果として、
荷物の量、ならびにエネルギー使
用量と排出量の大幅な増加を予測しながらも、
この目標を
設定しました。低排出ガス車や燃料への投資が成果を上げ
始めているため、
これらの向かい風に対処し、
楽観的な姿勢
を維持しています。

“

サステナビリティの
目標にむけての進展

のボランティア活動

40,000か所
のUPS Access
Point®

3,500社

以上の女性経営者
によるビジネスを
サポート

160万キロ

以上の距離 を
代替燃料を使用
して走行

第1号認定

連邦航空局（FAA）認定
の最初のドローン航空会
社、UPS Flight Forward™

2億5000万トン

125,000人

10億ドル

の排出を再生可能天然ガス
を2009年以降、
のUPSドライバー
代替燃料と代替車
（RNG）のコミットメントに
コーポレートサステナビリティ
ハイライ
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両に投資
より回避

（続き）

人道的ロジスティクスとコミュニティのサポート

UPSとUPS Foundation（UPS基金）は、
コミュニティが自然災
害や人道的危機に備え、
対応し、
回復するのに役立つ豊富
な経験を提供しています。
当社は、
これらを活かし、
このパン
デミックへの対処を支援しています。さらに、
地域のUPSチー
ムはその地域社会の組織と直接関わっています。当社は、
グ
ローバルなスマートロジスティクスネットワークでCOVID-19
への対応をサポートし、
地域、
国内、
および国際的なコミュニ
ティパートナーに資金を提供しています。
2,100万ドル以上を
資金、
現物輸送、
ロジスティクスサポートの形で提供してい
ます。このサポートは、
現在の人道的取り組みを支援し、
回
復の段階まで地域社会を援助し続けます。地域社会への資
金提供は、
食料安全保障、
教育、
医療、
財政のサステナビリテ
ィ、
および進行中のプログラムの継続性を優先します。
たとえば、
UPSは、
全米の医療従事者にPPEおよび必要な資
材の配布を支援するFEMA（アメリカ合衆国連邦緊急事態
管理庁）
との協力を含めて、
パブリック・プライベート・パート
ナーシップを支援するために、
エグゼクティブロジスティクス
の専門家を派遣しています。また、
CVS（CVS ファーマシー）
と
ともに、
135,000人以上の居住者が住む米国最大の退職者
コミュニティへのドローンによる配達も開始しています。

最も重要なときに配送
UPSのコロナウィルスへの対応

比類なきチーム

UPSerは、
配達のピークシーズンや異常気象の期間など、
必
要に応じて結集することに慣れています。コロナウィルスへ
の取り組みに対するサポートも例外ではありません。UPSド
ライバー、
パイロット、
パッケージハンドラーなどの舞台裏も、
これまでにないレベルのコミットメントと献身により向上し
ました。運用手順の調整、
施設、
車両、
航空機の洗浄手順の
迅速な強化、
手袋、
手指消毒剤、
フェイスマスクなどのリソー
スをすばやく展開して補充することなど、
従業員の安全を確
保するための措置を講じています。すべてのステップで従業
員の安全を優先しており、
そのニーズに対応しています。

新型コロナウィルス
（COVID-19）は、私たちの医療シス
テム、経済、社会に多大な負担を強いています。人々は
パンデミックの蔓延を防ぐために家に留まるように求
められました。サプライチェーンは劇的に変化しまし
た。しかし、感染した人々を治療するために、膨大な量
の医療機器をできるだけ早く病院、検査施設、診療所
に送る必要があります。この要求と制約の独特な組み
合わせにより、
ロジスティクスに大きな課題が生じてい
ます。

コースをたどり続ける

113年におよぶグローバルなロジスティクスの経験を
活かし、当社はその課題に対応できる独特な立場にあ
ります。

スマートでグローバルなロジスティクスネッ
トワーク

UPSは、
コロナウィルスの影響が中国とその他アジアで
のオペレーションに最初に及んだ1月初めに
対応を開始しました。従業員に個人防護用具（PPE）を
提供しました。
政府の命令によるシャットダウンから生
じた作業の中断に応じて、
お客様がサプライチェーンと
輸送モードを再調整できるよう支援しました。
輸送需要
が中国から他の国にシフトしたときには、
ネットワーク
の柔軟性を活用して再調整しました。この機敏な対応
により、
感染拡大が世界中に広がっても、
さらなる変化
に備えることができました。

各国の政府は、
UPSがグローバルコマースで果たす重要な役割
を理解しています。UPSは多くの企業に必須とされており、
生活
必需品と救命薬をお客様に提供し続けることが可能になって
います。
（次のページへ続く）
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コロナウィルスは、
私たちの日常生活を覆しました。この先
が不透明な時代に、
多くのお客様は、
慣れ親しんだブラウン
の配達トラックが通りをやってくるのを見ると、
人生が少し正
常なものに戻ったように感じると話しています。UPSは、
将来
がどのようなものとなるにせよ、
世界中の従業員、
お客様、
そ
してコミュニティをサポートし続けるためにできる限りのこ
とを行います。

親愛なるUPSドライバー
の皆様

皆様は、私が妊娠関連の病気
と戦い、入院を避けるために必
要な薬を届けてくださっていま
す。このような時代に皆様の仕
事を続けることは容易ではない
ことを知っています。皆様の犠
牲にとても感謝しています。そ
れが見過ごされることはありま
せん。

ありがとうございます！！！

世界中のUPSerの献身は見過ごされてはいま
せん。人々は安全な場所にこもってはいます
が、UPSのドライバーは、
この状況下において
も配達業務をおこなっていることに対し、数多
くのサポートと感謝のメッセージを受け取って
います。
ビデオをこちらからご覧ください
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2020年ドバイ万博のために
皆が助けを必要とする

UPSは2020年ドバイ万博の公式ロジスティクスパートナーとして、
イベントの
準備に重要な役割を果たしています。当社は、2008年や2012年のオリンピッ
クなどのメガイベントのロジスティクスを管理する専門知識を提供していま
すが、6か月に及ぶ2020年万博への取り組みは、他とは異なるものとなるで
しょう。

万博では、持続可能な建築資材を使用し、博覧会の終了後も恒久的な建設
の80％を維持するという目標を設定しています。UPSは、ゼロエミッションや
テレマティクスソリューションを含む、持続可能なロジスティクスについての数
十年の専門知識を適用して、万博の環境への影響を緩和します。コロナウィ
ルスの懸念のために2020年万博は2021年10月に延期されたにもかかわら
ず、持続可能な万博を実現するという私たちの取り組みは引き続き最優先事
項です。

2,500万人

の訪問者

100万個以上

が開会式前にUPSによって配達さ
れる

持続可能な輸送のためのドライビング
ソリューション

お客様はたいてい、
より環境的に持続可能な方法で輸送してもらいたいと考えていますが、
どのような選択をしたらよいかがわか
らないことも多くあります。UPSはお客様が低炭素な輸送方法を選択できる幅広いソリューションを提供しています。

はじめに：UPSを選択

UPSはグローバルなロジスティクス ネットワークにおいてCO2排出量を削減する取り組みを展開しています。
UPSを選択するだけで、
パッケージの輸送はより持続可能なものとなります。

アラブ首長国連邦のドバイ
において、UPSは、
これまでで
最も複雑なタイプのロジス
ティクスの課題に取り組んで
います。

イニシアチブ

• 代替燃料と先進技術を利用した車両

•グ
 ローバルで、
統合、
最適化されたロジスティクス
ネットワーク

• 鉄道、
海上、
カーゴバイクなどの炭素効率性の高
い輸送モードの活用

UPSと2020ドバイ万博は、2017年にパートナーシップを発表し、
それ以来、
ド
バイでのキャパシティ、
テクノロジー、
スタッフの能力を向上させてきました。
万博が終了した後も、
この拡大されたプレゼンスは維持され、UPSはこの急成
長地域での商取引をサポートできるようになります。

•よ
 り効率的な配送を確実にするためのルートの
最適化

•グ
 リーンビルディング認証施設と再生可能エネル
ギーの利用

次のステップ：持続可能なソリューション

ルートを最適化したり、荷物の積載率を高めたりする、
より効率的な輸送を通じて、二酸化炭素排出量を完
全にオフセットするか、
または削減するソリューションを提供しています。
ソリューション

• 炭素影響分析

• UPS carbon neutral

• UPS My Choice®個人向けサービス

eBikeの旅からの教訓

• UPS My Choice®ビジネス向けサービス

UPSは、
都市内の配送をより効率的でゼロエミッションに近づけるために、
電
動自転車、
三輪車、
さらにはドローンを含む、
さまざまなソリューションを模
索しています。2012年にはドイツのハンブルクで最初のeBike配送のパイロッ
ト事業を開始し、
現在では、
世界中の30以上の都市で都市物流プロジェクト
に取り組んでいます。革新的なアーバンデリバリーソリューションの約10年
のコラボレーションを経て、
私たちは、
さまざまな分野で最適なオプションに
ついて多くのことを学びました。

• UPS Access Point®ネットワーク

• UPS Smart Pickup®サービス1

• UPS Synchronized Delivery™サービス2

エクストラマイル：コラボレーションを選択

お客様と協力して、出荷時の二酸化炭素排出量を測定して管理し、
より持続可能なパッケージングをデザ
インします。
イニシアチブ

• UPS Co-Innovation workshops

• サプライチェーン最適化の分析

• Eco Responsible Packaging Program
• Packsizeオンデマンドパッケージ3

実働中の循環イニシアチブ

ダブリンのトリニティカレッジからの洞察：
多くのお客様がより効率的な配送を実現
大型の配達用バンと比較して、
自転車は非常に密度の高い場所で複数の配
達に適しています。何千もポテンシャルカスタマーが住んでいるキャンパス
環境は、
自転車の配達に理想的です。

ネスプレッソは、
プレミアムな、
シングルサーブコーヒーのパイオニアです。ネスプレッソのカ
プセルは、
無限にリサイクル可能なアルミニウムから作られていますが、
リサイクル施設に届
くとは限りません。UPSとの提携により、
ネスプレッソは、
米国において専用カプセルのリサイ
クルプログラムを確立しました。

ダブリンのトリニティカレッジでは、
UPSのeBikeがキャンパス内のパッケー
ジエコハブから配達を行うようになり、
学生とスタッフはいつでも保管ロッ
カーから小包を収集できます。

消費者はネスプレッソから前払いのリサイクルバッグの提供を受け、
使用済みカプセルを入
れて送り返します。
このバッグは、
UPSの持込み場所に持っていくか、
ネスプレッソブティックま
たはその他の参加小売店に返送することもできます。カプセルはその後、
リサイクルパート
ナーに送られ、
コーヒー粉末がアルミニウムから除去されます。アルミニウムは処理後、
再利
用され、
コーヒー粉末は堆肥にされ、
造園で使用される高品質な土壌になります。

現在、米国、英国、
ドイツで利用可能
現在米国で利用可能
３
現在米国とヨーロッパで利用可能
1
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2
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UPSのドローン
配送の歩み

代替車両への動き
2016

世界中で毎日160万キロメートル以上「ローリングラボラト
リー」
で走行してるUPSにとって、輸送中は新しい輸送のイ
ノベーションを調査する最良な方法となっています。

• UPS基金とGavi(世界ワクチン予防接種同盟)から
の慈善支援を受け、
ジップライン社がルワンダで輸
血用血液を病院に届ける世界初の国家規模ドロ
ーン配送サービスを立ち上げ

代替車両群のスケーリング
10,300台を超える低排出ガス車は、
さまざまなルートや業
務サイクルで、最適な代替燃料や高度な技術に関するデー
タを常に収集する、
「走る実験室」
となっています。2019年
と2020年に発表されたいくつかのイニシアチブで、燃料と
車両についての目標に近づいています。

• UPSがサイファイ・ワークス社と協力し、
遠隔地やア
クセスが困難な場所への貨物配送ドローンのテス
トを実施

• ル
 ワンダの1,100万の国民
の医療アクセスをさらに拡
大するため、
UPS基金がジッ
プライン社の2つ目のドロー
ン配送施設の建設費用を一
部負担

2018

• UPSが集配トラックの屋根部分から
離陸するドローンによる配達テスト
を実施

2017

• UPS基金とアメリカ赤十字社が、
サイ
ファイ・ワークス社のテザードローン
を使用して、
米ハリケーン・ハービー
の影響を受けた地域の被害を検証

2019

今後の展望
• UPS基金とGaviが、ジップライン社によ
るガーナの4か所のディストリビューショ
ンセンター建設に資金を提供 2016年よ
り、ジップライン社はガーナとルワンダ
で、UPS基金の慈善支援によるものを含む
35,000回以上の救命ドローン配送を実施
• UPSがウェイクメッド系列病院・施設で 自
社によるドローン配送サービスを開始

• UPSのドローン配送専用子会社「UPS
Flight Forward™（UPSフライトフォワード）
」が、
フライトクルーが全員女性であるド
ローン航空会社として、連邦航空局（FAA）
パート135スタンダードの完全認可を受け
た初の1社に

• 個
 人住宅に処方箋を届ける初の商用
利用ドローン配送に成功
• 集中運航管理センターの構築を計画

• よ
 り運搬能力が高く、
高度な技術を備えた
ドローン構築のため、
ウイングコプター社
やマターネット社などのドローンメーカー
と提携

UPSは、世界中でよりエネルギー効率の高い車両とそれ
らを動かすためのよりクリーンな燃料に投資しています。
2020年から2022年の間に、Agility Fuel Solutionsが提供す
る圧縮天然ガス
（CNG）燃料システムを搭載した、6,000台
を超えるヘビーデューティのガストラック、
ターミナルトラ
クター、
ミディアムデューティのウォークインバンを購入し
ます。
2026年までに、UPSは9億4600万リットル相当の再
生可能な天然ガスも購入します。Clean Energy Fuels Corp.

車両の電動化への加速
UPSとアライバル社は2016年以来、
さまざまなサイズの電
気自動車（EV）を試験運用し協力してきました。ロンドンと
パリで35台の電気配達車のテスト車両を共同開発する意
向を発表しました。
アライバル社は、UPSの仕様に特化した
EVを提供する最初のメーカーです。2019年、ベンチャーキ
ャピタル部門であるUPS Venturesは、
アライバル社への少
数投資を完了し、
カスタムメイドのEVを10,000台購入する
ことを表明しました。

低排出での配達のための投資
10,000台北米とヨーロッパで、電気自

9億4600万リットル相当の再生可能な

6,000台以上の圧縮天然ガス（CNG）

10億ドル以上を、過去10年間にわた

動車メーカーのアライバル社によってカス
タム製造された、
全電気式配送バンを配
備予定
車両を2020年から2022年の間に購入
し、
CNG車両をほぼ倍増予定
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から6億4400万リットル相当のRNGの購入は、米国企業に
とってこれまでで最大のRNG購入でした。
UPSのRNG購入
により、
ディーゼルまたはガソリンを使用する場合と比較し
て、
ライフサイクルでの温室効果ガス排出量が少なくとも
70％削減されます。

天然ガスを車両への燃料供給として使
用。
これは米国史上最大の購入契約

り、
代替燃料、
先進技術車両、
燃料、
インフ
ラに投資
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持続可能な施設

UPSは、
自社施設において最先端のテクノロジーに投資しており、
増大した貨物をこれまで以上に効率的に処理できるようになります。このキャ

パシティの拡大は一方で、
エネルギー使用量を増加させるので、
我々の成長を環境的に持続可能なものにするために、
太陽エネルギープロジェ
クトにさらに投資し、
他の方法を追及しています。

Once online, a battery
オンラインになると、
マイクログリッ
microgrid and on-roof
ドと屋根の太陽光発電により、ほぼ
solar power will make this
ゼロ炭素の施設が実現します。電気
a near-zero-carbon facility.
自動車とRNG車はこのハブから動
Electric and RNG vehicles
力を供給されます。
will operate from this hub.

イギリス、
Camden,カムデン
U.K.

ポジティビティを育てる
One Delivery at a Time

Smart-grid technology enables
スマートグリッド技術により、
電気配送ト
simultaneous charging of an entireま
ラックを全車両同時に充電できます。
た、使用済みバッテリーをオンサイトの
エネルギー貯蔵のため転用する可能性
are also testing the potential for used
もテストしています。
batteries to be repurposed for on-site
energy storage.

ジェニー・ロサードがUPSでのキャリアをスタートした時、配達はクリッ
プボードで追跡されていて、現代のパワーステアリングの実現はまだ
何年も先のことでした。30年以上経過して、
このCircle of Honor章を
受章したドライバーは、何が変わったか、
そして何が彼女をUPSに留め
ているかを語ります。

UPSでテクノロジーに
取り組む女性に力を
与える

議題には、
次世代の女性リーダーをフィーチャーしたリスニングセッショ
ンと、
UPSで女性をよりよくサポートするためのツールを提供するワーク
ショップが含まれていました。ニュージャージー州にあるUPSのイノベー
ションセンターには100人を超えるリーダーが出席し、
イベントは連帯、
コ
ラボレーション、
そしてダイバーシティとインクルージョンを高める機会を
提供しました。サミット中に収集された知見は、
2020年以降に技術職の
女性のロードマップを作成するために使用されました。
UPS会長兼最高経営責任者(CEO)のデビッド・アブニーが、
閉会の基調講
演と質疑応答セッションを行いました。彼は、
ダイバーシティとインクル
ージョンの重要性とともに、
テクノロジーとイノベーションに関する洞察
を共有しました。
「すべての人の声が聞こえるだけでなく聞かれるように
することで、
多様な視点を活用する必要があると思います」
とアブニーは
述べました。

“

女性リーダーは、
ますます多様化するグ
ローバルな世界でビジネスを行うため
に不可欠な多様な思考、
経験、
才能を
もたらします。
デビッド・アブニー
UPS会長兼最高経営責任者(CEO)

“

テクノロジー主導のキャリアのなかで、
女性は部屋でひとりだけであるこ
とがよくあります。そこで、
UPSは2019年に、
UPSでテクノロジーに取り組
む女性の代表を増やすことに焦点を当てた、
リーダーシップサミットを立
ち上げました。

私は1989年にUPSで働き始めました。私は大学を一学期休学してい
たので、戻るつもりでした。すると、
たまたま
「UPSに来てみませんか？」
という友達に出会いました。数か月間の予定で計画を立てましたが、
すぐに学校が自分には向いていないことに気づきました。私は振り返
りませんでした。

ビデオをこちらからご覧ください
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31年後、
ここでは驚くほど多くのことが変わりました。テクノロジー
は、最も明白な点の1つです。
たとえば、
ディスパッチャーはかつて、ポ
ケベルを使用して連絡したり、特定の集荷場所にメッセージを残した
りしていました。現在では、DIAD [Delivery Information Acquisition
Device]などのツールを使用して、常時接続を維持しています。
UPSの安全への取り組みがどれほど進化したかについても誇りに思っ
ています。毎朝スーパーバイザーは、
ドライバーが毎日のルートに向か
う前に業務前連絡会議（PCM）を開催します。以前は、
こういった会議
は毎日同じであり、
ドライバーはしばしばそれらを無視していました。
今、私はPCMを書くのを手伝っており、常にドライバーに最後の目的地
が自分の家であることを思い出させるようにしています。また、取り上
げるトピックが毎日異なることも確認しています。あるときは、安全に
コーナーを曲がることについてです。別の日には、
スリップと転落につ
いて扱います。これを始めて以来、学ぶべきことが常にあるため、
より
多くの人が参加し、注意を払うようになっていることに気づきました。

PCMの作成に加えて、
他のドライバー、
特に新しいドライバーに精
神的指導やや励ましを与えるようにしています。これは、
彼らが安
全に働くように訓練するだけでなく、
彼らの自信を高めることも意
味します。同僚が不満を感じているときには、
彼らがうまくやってい

“

私は現在のルートを約8年間回ってお
り、私のお客様の一部は本当に友人
や家族のようです。

“

米国、
カリフォルニア州
Visalia,
バイセイCA
リア

けるようにするため、
自分にできることをします。週に数日、
私はそ
の日のために、
ポジティブな引用や質問を用います。
ドライバーが
自分の気持ちをはっきり認識し、
よいスタートを切るのを助ける、
私
の方法です。
多くの人々は、
配送車両のドライバーであることは孤独な仕事だと
思っています。しかし、
私は生身の人間が好きであり、
この仕事を気
に入っている理由の1つは、
出かけて行って人々と会えることです。
私は現在のルートを約8年間回っており、
私のお客様の一部は本当
に友人や家族のようです。私が好きなことの1つは、
話をしているお
客様の機嫌が悪いことに気づいたとき、
考え方全体をポジティブな
ものに切り替えられるよう助けることです。さまざまな人々と交流
し、
他の人々がどのように暮らし、
考えているかを見るのは素晴ら
しいことです。
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世界中の自然災害がより頻繁かつ破壊
的なものになるにつれて、
効果的に対応
することは人道的およびロジスティック
上の課題の両方であることは明らかで
す。災害後、
寄付された商品は、
最大60
％が無駄になります。

2019年にハリケーン・ドリアンがバハマ
を襲った後、
同様のパターンが繰り返さ
れました。寄付は受領者なしで届き、
商
品の分類、
在庫、
流通のための戦略や
リソースはありませんでした。道路、
港
湾、
通信網がひどく損傷していたため、
島全体に物資を分配することはほぼ不
可能でした。UPS基金は、
非営利団体の
Good360とともに、
このサイクルを打
開する手助けをしたいと考えています。
Good360は、
寄付を必要としている非

営利団体とのマッチングを行い、
現物支
給のベストプラクティスを開発し、
先を
見越した影響力の大きな寄付を促すこ
とにより、
寄付者の善意による寛大さを
伝えるために働いています。Good360
とその現地パートナーとの協力により、
バハマの復興活動に向けて現金による
助成金と現物支給を提供しています。ま
た、
Good360は、
倉庫の破壊、
空港の閉
鎖、
生存者が寄付や物資を受け取るの
を制限する運送の問題など、
災害によっ
てしばしば起きる制約を克服するため
の戦略の開発を支援しています。
直後の余波だけでなく、
災害の発生から
収束までの全体にわたって支援を与え
る、
より思慮深いアプローチを望んでい
ます。UPS基金 とGood360が協力して
作業を続けながら、
バハマ、
そして将来

の災害地帯において、
復旧を加速させら
れることを願っています。

“

 PS基金とのパートナーシップに
U
より、Good360は適切な商品を適
切な人々に適切なタイミングで提
供することができます。
マット・コネリー
Good360最高経営責任者

“

災害対応のロジスティクス

UPSは、
ロジスティクスのグローバルリーダーとして、小口貨物とフレートの輸送、国際貿
易の促進、
およびビジネスをより効率的に管理する高度なテクノロジーを展開する、幅
広いソリューションをご提供します。グローバルロジスティクスのネットワークの構築に
投資することで、配送およびサービスの提供が可能になります。UPSのサービスには、
グ
ローバルスモールパッケージ、保険とファイナンス、
ロジスティクスとディストリビューシ
ョン、
およびフレートフォワーディングが含まれます。グローバルなロジスティクスネット
ワークによってもたらされる経済的、社会的、環境的な変化を基に効果を測ります。

年間55億個

125,000台

の貨物

の車両

495,000以上

10,300台以上

の世界中の従業員

の代替燃料車両と
高度技術車両

400億ドル

に上る従業員
の報酬、福利厚生、
トレーニング

価値観の共有、成功の共有

572機

UPSの多様な市場を反映するサプライヤーと協力することで、
お客様により良いサービスを提供し、
コミュニティの経済発展に
貢献することができます。1991年に設立されたマイノリ企業であるベルパック社は、UPSにポリエチレンバッグ、運送状ポーチ、
臨床バッグなどの梱包資材を提供する長年のサプライヤーです。副社長兼共同創設者のイブ・ナミアスは、彼の会社がUPSなど
の顧客のために持続可能なパッケージングの革新をどのように進めているかを語ります。

Q: UPSのサプライヤーの多様性への取り組みには、
サプライヤーが自社の
サプライチェーン内に多様なイニシアチブを確実に取り組むことが含まれ
ます。こういったことからベルパック社は何をされていますか？
私たちは、1991年にカナダのオンタリオで会社を設立しました。以来、
UPS
と20年以上協力し、
その長い道のりを歩んできました。現在、
カナダのオン
タリオ州、米国のマサチューセッツ州、ジョージア州に240人以上の従業員
をかかえる施設があります。北米、南米、
ヨーロッパ全体の郵便局と宅配会
社に製品を提供しています。

2,500以上

の自社所有およ
びリースの航空機

の世界中の施設

の温室効果ガス
の排出を、
インター
モーダル輸送に
より削減
インターモーダル輸
送とは、最も燃料効
率のよい輸送を実現
するために、航空、
陸上、鉄道を組み合
わせる輸送のこと
です。

に達する世界中の自
動化施設面積

266万平方
メートル

4,267,000トン

43億ドル

に上る多様な小規
模サプライヤーとの
取り引きによる経済
的影響

3％

のグローバルGDPを
毎日移動

40,000以上

Q: ベルパック社のビジネスにおけるイノベーションの役割は何ですか？
私たちは毎年、300万ドルから400万ドルを新しい機器に投資しています。
カーボンフットプリントを最小限に抑え、
お客様においても同様に削減いた
だけるよう努めています。UPSのようなお客様と継続的に協力して、ポリ袋
の材質を薄くするなど、
より持続可能な包装オプションを開発するのはその
ためです。

また、
ロジスティクスのイノベーションの機会も探しています。アトランタに
倉庫ができたので、
オペレーションセンターへの少量の注文を直接簡単に
処理できます。これにより、私たちがコストを節約できるだけでなく、UPSの
ようなお客様により良いサービスを提供するのに役立ちます。

UPSグローバル
バリュー
チェーン

のグローバルな
UPS ACCESS POINT®

741億ドル
の年間収益

イヴ・ナミアス
ベルパッック パッケージ社副社長
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