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持続可能なツーリズムのためのマニフェスト



自然を愛した船乗りたち
ポナンは、海への情熱を分かち合いたいと願う船乗りた
ちによって設立されて以来、30年以上にわたりお客様を
世界各地の秘境へとご案内してまいりました。お客様を
お連れすることは、訪問地で出会う現地の方々や環境に
対する責任を伴います。私たちは、この事業と持続可能
な旅の推進に真摯に取り組むだけでなく、世界中の海や
極地の保護、現地の人々との交流など、広い分野でさら
に努力を重ねたいと考えています。
このマニフェストを通じて、私たちの環境への取り組みの
方針と、現在行っているプロジェクトを紹介いたします。
弊社はより厳格な基準を設定することで、革新的で責任
感のある企業であり続けています。
このマニフェストが関係者およびお客様の意識の向上に
つながり、持続可能な旅の発展に貢献できることを願っ
ています。

代表取締役社長

マニフェスト

エルヴェ ガスティネル (Hervé Gastinel)



企業発展とガバナンスの中心にある
人間と環境へのリスペクト

 

ポナンの環境に関する取り組みは、重要な企業方針の
一部です。環境方針を自ら定めることは、経営陣がい
かにこのテーマを重要視しているかということを示し
ています。
2019年9月にポナンファミリーとなったポール ゴーギャ
ンクルーズも、この取り組みや実施されるすべての決
定と対策に関係しています。
これにより、同社の組織を変更し、持続可能な開発と
エクスペディションディレクター、持続可能な開発と
CSRマネージャー、持続可能な開発の専門家、環境エ
ンジニアからなる持続可能な開発とCSR部門を設立し
ました。
各船にも、環境担当者が乗船しています。この担当者
は、環境に関する手続きが守られ、すべての必要な情
報が本社に報告されているかを確認しています。
また、環境方針は毎月開催される運営委員会でチェッ
クされ、すべての活動が良い方向に向かうよう管理さ
れています。

尊重



 
 

環境に配慮した設計

客船へのこだわり
ポナンは、この業界の最高水準を目指し、10億ユーロ以上を投じて近代的
な客船を建造しています。技術的に高度な設備であるほど、地球環境の汚
染は少なくなります。現在、弊社では業界でも新しい客船を13隻保有して
います。いずれもステートルームを160室以下と定員を少なく設定するこ
とにより、推進力が制限され燃料や排出ガスの低減につながっています。

ポナンのすべての客船は厳格な審査基準を持つフランス船級協会「ビュ
ーロベリタス」によって、クリーンシップ、クリーンシップスーパーの
認証、また、発電機で動く電気推進エンジンを搭載した船は「コンフォ
ートクラス1」の認証も受けています。これは、騒音や振動を最小限に抑
え、お客様に快適に過ごしていただけると同時に、海洋生物にも配慮し
た船であることを意味しています。

2021年に就航した極地探検船「ル コマンダン シャルコー」は、LNG（液
化天然ガス）を主燃料とするほか、電気推進を併用する世界初のハイブリ
ッド型砕氷船で、ポナンの持続可能な旅への取り組みを形にした船です。

現在、世界の海では5万隻を超える船舶が航行し、最大時には世界の
CO₂の2～3％を排出しています。クルーズ船はその中の500隻に過ぎ
ませんが、そのうち13隻をポナンが運航しています。

環境

2020年、ポナンはドイツ自然保護連盟NABUによって
「環境に最も優しいクルーズ会社」に選ばれました。



マ ニ フ ェ ス ト

硫黄酸化物（SOx）排出量の低減
2019年1月1日、重油の使用を完全に廃止しました。船や行き先を問わず、このような取
り組みを始めたクルーズ会社はポナンが初めてです。よりクリーンな低硫黄燃料（LS 
MGO - Low Sulphur Marine Gas Oil）を使用することで、ポナンの平均硫黄酸化物排出率
は0.025%になりました。これは、現在の海事基準の20分の1です。

さらに、ポナンは、「 Rome Declaration（ローマ宣言）」など、硫黄酸化物排出規制地域
（SECA）を全海洋に拡大する運動を展開する国際的環境団体を支援しています。

カーボンオフセット
ポナンの全ての船が排出するCO₂は、海上輸送の0.0001％以下ですが、CO₂削減は当社にと
って欠かせない課題です。ポナンは、株主と合意のもと、排出されるすべてのCO₂をオフ
セットすることを決定しました。
2019年9月15日より、ポナンはアマゾンの森林再生とインド再生可能エネルギー生産のた
めのVCS認証プロジェクトに出資し、全客船のCO₂を100％オフセットしています。

窒素酸化物（NOx）排出量の削減
エクスプローラーシリーズは、全地域で24時間触媒コンバーターを作動させることにより、
窒素酸化物の排出量を4％削減しました。これは世界で唯一の試みであり、業界における
リファレンスとなっています。

排出量の継続的削減とフルカーボンオフセット
ポナンは、燃料消費によるCO₂排出量を減らす取り組みを行っています。

• 船舶の平均速度を24時間あたり11ノットに制限しています。
給電設備を備えた港での着岸中は、船の発電機エンジンを停止させ、陸上から必要
量の電力を受給します。これにより停泊中の船からの環境汚染物質排出をゼロとし
ています。
可能な限りバイオ燃料を使用します。

•
 

•



持続可能なツーリズムのためのマニフェスト

船上での消費の制限と責任
使い捨てプラスチックの撤廃
ル コマンダン シャルコーは、使い捨てプラスチックを完全に廃止した弊社
で最初の船です。船内では、プラスチック素材（ストロー、ランドリーバ
ッグ、プラスチックグラス、個包装の食事）の使用を禁止、また給水器を
設置し乗客にステンレスボトルを配布しています。

倉庫では梱包材を撤去しています。本社では、ゼロ・プラスチック政策を
実施し、ペットボトルの使用を禁止しています。
今後も、プラスチックのリサイクルや回収、削減、代替品や新たな装置を
探し続けていきます。

短いサプライヤーとサプライチェーン
食品安全管理および環境管理に関する国際規格であるISO22000
とISO14001の要求事項を満たしたサプライヤーから、厳選された食
品を調達しています。短いサプライチェーンを採用し、肉の原産地を監
視して動物福祉にも配慮しています。

水処理
船には、海水淡水化・排水処理システムとして、浸漬型膜式バイオリア
クターが搭載されています。この生分解プロセスは、塩素などの化学製
品を一切使用せずに、最高の品質基準を満たすきれいな水へと処理され
ます。処理された水は純度が高いため、船内、特にランドリールームへ
の供給が可能です。

廃棄物の最適化
世界の廃棄物リサイクル率がわずか20％であるのに対し、船内では60％
がリサイクルされ、残りは100％分別されています。船内での廃棄物管
理の効率化にも取り組んでおり、廃棄物の種類に応じたコンパクターを
導入しています。これにより、港での保管と積み下ろし作業を効率的に
行うことができます。

ポナンは自然界へのプラスチック廃棄物をゼロにする方針を掲げていま
す。

陸上電力供給設備
当社の代表的な3本マストのヨット、ル ポナンは、ニースなど陸上電力
供給設備のある港に寄港する際、発電機を停止して現地の主電源を使
用できるよう、陸上電力供給設備が取り付けられています。ルポナン
以外の船にも順次導入していく予定です。

ポナンの船から発生するすべての排水は、
環境を汚染しないように処理されています。

排水を無添加の生物処理
システムで処理します。

技術的な用途や洗濯に使
用されます。

ビルジはセラミック膜のろ過
システムで処理するため、炭
化水素の含有量が非常に
少なくなります。規制値の
15ppm以下の5ppmに抑え
ています。

バラスト水は生物学的
除染を行います。

固形廃棄物や排水の適切な処理

ポナンは、2019年に廃棄物のリサ
イクル率60％を達成し、2023年に
は85％を目指しています。

60%

 生
活排水
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水

廃棄物は、100%船上で分離・分別
しています。（固形物、液体、ガ
ラス、段ボール、食品、医療品)。

100%

ビルジ



ポナンは、ラ・ティモヌ大学（マルセ
イユ）にある感染症ユニットの医学生
物学研究所と協力して、訪問者が地域
に与える影響を測定するプロトコルを
導入しています。このような研究室
は、マルセイユとロサンゼルスの2カ所
しかありません。

クルーズ業界のユニークで
模範的な存在であること

定期的な環境影響調査

ポナンはクルーズ会社として唯一、新規寄港地の環境・社会影響調
査を実施し、自然環境や先住民族への理解を深め、その保全に努め
ています。

地域コミュニティとの連携

ポナンは、訪問先の生物多様性と文化遺産に配慮した活動を行うた
めに様々な取り組みを行っています。ツアーが企画された段階で訪
問先のコミュニティと対話し、彼らがゲストと共有したい内容を確
認します。また、伝統的な技術や工芸品を尊重し、現地のサービス
や製品を優先して利用しています。
さらにすべての港で厳格な上陸基準を定めています。「ゼロ・イン
パクト下船」プロトコルを定め、訪問先への環境負荷を最小限に抑
えています。

責任ある観光の保証

ポナンが30年以上にわたりつちかってきた経験をもとに、すべての
寄港地、特に極地訪問に関する活動を合理的に行うことにしました。

ポナンは、国際南極ツアーオペレーター協会（IAATO）と北極探検
クルーズオペレーター協会（AECO）の会員です。両協会は、極地
での責任ある観光を促進することを目的とし、極地に上陸できる人
数や行動規範、野生動物との距離、ゲストやクルー、探検隊員への
説明など、守るべきルールを厳しく定めています。

これらのプロトコルにより、ポナンは国際的なクルーズ会社として
初めて、海洋産業向けの環境認証プログラム「グリーンマリン」に
参加することができました。このプログラムは、毎年環境負荷の実
績を評価し、環境影響を削減することを約束する業界関係者を示す
ものです。

プロトコル

ポナンは、マルセイユ・ティモー
ヌの地中海感染症大学病院研究所
にある感染症研究所の医学生物学
研究室と協力して、訪問者が地域
に与える影響を測定するプロトコ
ルを導入しています。このような
研究室は、マルセイユとロサンゼ
ルスの2か所のみです。
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2019年6月8日の世界海洋デーに、ポナン財団の設立を発表
し、さらなる責任ある観光への取り組みを進めています。

ポナン財団の設立目的は、世界中の海と極地の環境を守り、
人々の心をひとつにすることです。設立初年度から、研究・
調査、社会的認知啓蒙、環境保護に焦点を当てた多くのプロ
ジェクトを支援し、会社の環境および社会貢献活動の範囲を
広げています。創業から30年、ポナンは海への情熱を共有
したい船乗りとしての不動の地位を確立しています。

ポナン財団



ポナンは、海への情熱を分かち合いたいと願う船乗り
たちによって設立されました。この素晴らしい海と生
物多様性を保護するため、新たな取り組みを支援する
ポナン財団を設立しました。

船上で回収したプラスチックゴミのリサイクル、温室
効果ガス排出量の削減、生物多様性の保全、環境教育
など、さまざまなプロジェクトが行われています。

極地の保護

極地は、地球の気候を調整し、海洋の急激な温暖化を
抑制するなど、地球のバランスを保つ存在です。極域
に影響を及ぼす気候変動は、さまざまな脅威の元とな
っています。現在地球上では、海面上昇、北極に住む
400万人の文化や生活様式が破壊される危険性、海洋
哺乳類の生息地である氷河の劣化など、さまざまな脅
威が生じています。極地の保全は必須であり、ポナン
財団はさらなる保全と科学的知識を得るため資金を提
供することを決めました。

ポナンは、NGOや関係機関とともに極地の保全に取
り組み、極地に関する知識の向上や、気候変動の影響
調査、極域での取り組みの推進を目的としたプロジェ
クトを支援しています。さらに、極地に関する深い知
識は、保全活動を加速させ、人々の意識を高めると確
信して、科学界に技術と船を提供しています。

海洋保全

海は地球上で最大の生態系を持ち、地球上の生命に
とって欠かせない存在です。地球表面の約70％を占
め、私たちが呼吸する酸素の50％以上を供給し、
CO₂排出の30％以上を吸収しています。また、地球
の気候を調整し、海洋鉱物を再利用し、他の惑星の
生態系を保護しています。



人と人をつなげる

現代社会では多くの場合、瞬間的な充足感のもとで過ごしています。
しかし芸術、文化、歴史の知識は、私たち人類共通のもので時間を
かけ、異なるペースを必要とします。ポナンは、持続可能性と保全、
特に他者の経験およびその歴史を知り、理解することに思い入れを
持っています。このため、ポナン財団は、この2つの側面を促進し、
保護し、充実させることに取り組んでいます。

ポナン財団は、価値と連帯、受容と構築を組み合わせた取り組みに
より、人々のつながりを強化し、無知と戦い、交流を促進することを
目的としています。伝統、歴史、環境、文化、芸術を促進し、共有す
るためのプロジェクトを実施しています。

プロジェクト選定基準
保護： 海洋、または地元先住民
族の文化遺産を保護する活動で
あること。

イノベーション：新しい保全活
動を考案し、社会の共感を得る
ための研究において、創造性を
発揮すること。

連帯：相互の利益のために、共
同で、そして蓄積された資源を
活用すること。

知識： 研究を推進し、行動の妥
当性を保証するために、科学界
を巻き込むこと。

啓蒙活動：地域の課題ついて当
事者の意識を高め、自然や地域
住民を尊重した行動をとるよう
促していること。



ポナンの取り組みを形にした客船
環境への影響を最小限に抑える設計

2021年7月に就航した「ル コマンダン シャルコー」
は、持続可能なクルーズを目指すポナンの思いを
形にした革新的な客船です。客船としては世界初
の「ポーラークラス2 （PC2 ・ 極域クラス)」を
取得、現在利用可能な最もクリーンなエネルギー
LNG（液化天然ガス）を燃料としながら、極域を
安全に航行できるように設計されています。

ル コマンダン 
シャルコー
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極地の科学的研究と保全のための機会

ポナンはル コマンダン シャルコーを科学界に開放することを決定しました。実験
室、機器、専用の船室と人員を完備し、観測、研究、分析の場を提供し、極地の研
究と保全のための世界的な取り組みに参加することになります。最先端の技術をも
つル コマンダン シャルコーは、これまで到達が困難であった極地へも科学者と共
に訪れることができます。学び、理解し、体験する機会を得ることで、より理解を
深め、より適切な保護につながると考えます。

責任ある極地観光の担い手に

ル コマンダン シャルコーの誕生により、ポナンはこれまでの経験で得た極地に
関する専門知識をより強化し、自らが掲げる哲学に、より近づくことができま
した。国際南極ツアーオペレーター協会（IAATO)および北極探検クルーズオペ
レーター協会（AECO)のガイドラインを遵守し、小規模な船でしか訪問できな
い雪と氷に阻まれた世界の先にある「極地の真髄」へ、下船、旅程に独自の厳
格な基準を実施しながら訪問しています。


