
■ CO₂排出量のグループ別内訳（2018年度）
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■ JFEグループのCO₂排出量推移

※ 集計範囲：JFEスチール、国内外主要子会社30社
JFEエンジニアリング、国内主要子会社10社
JFE商事、国内外主要子会社33社  総計76社

※ JFEスチールの非エネルギー起源CO₂排出量を含む。
※ 2018年度からJFEスチール子会社およびJFEエンジニアリング子会社の非

エネルギー起源CO₂排出量も含む。

JFEグループのCO₂排出量は、鉄鋼事業からの排出
が主体となっています。JFEグループは、製鉄プロセ
スにおけるCO₂排出の削減はもちろんのこと、各事
業会社の事業形態に即した省エネルギーとCO₂削減
に向けた目標設定・活動を積極的に推進しています。

大量のCO₂を排出する鉄鋼製造プロセスを抱える
JFEグループにとって、気候変動問題は事業継続の観
点から極めて重要な経営課題です。グループのCO₂
排出量の99.9%を占める鉄鋼事業では、これまでに
さまざまな省エネルギー・CO₂排出削減技術を開発
し、製鉄プロセスに適用することにより、世界で最も
低いレベルのCO₂排出原単位で生産を行っています。

また、JFEグループは、お客様の使用段階で省エネ
ルギーに寄与する高機能鋼材、再生可能エネルギーに
よる発電など、多数の環境配慮型商品や技術を開発・
保有しています。

今後さらにこれらのプロセスおよび商品の技術開
発・普及を進めるとともに、これまで培ってきたさま
ざまな技術をグローバルに展開することで、気候変動
問題の解決に貢献していきます。

 省エネルギーとCO₂削減への取り組み
JFEスチールでは、従来から高効率設備の導入

などを中心に、省エネルギー・CO₂削減に向けた活動
を積極的に推進してきました。

 2018年度の省エネルギーとCO₂排出量実績
製鉄プロセスにおけるエネルギー消費量やCO₂排

出量は、生産量の増減に大きく影響されます。このた
めJFEスチールでは、操業技術の向上や設備投資によ
る改善効果をより的確に把握するために、原単位（粗
鋼生産量1トンあたりのエネルギー消費量およびCO₂
排出量）を重視して、省エネルギー活動に取り組んで
います。

JFEスチールの2018年度の粗鋼生産量は2,631万
トンで、2017年度比では8%減、1990年度比では
12%増となりました。しかしながら、これまで続け

■ JFEグループのScope 3排出量（2018年度）

地球温暖化の防止

集計範囲： 〈カテゴリー1,2,3,4,5〉　JFEスチール、JFEスチール国内連結子会
社25社、JFEエンジニアリング、JFE商事

 〈カテゴリー6,7〉　JFEスチール、JFEスチール国内連結子会社
25社、JFEエンジニアリング、JFEエンジニアリング国内連結子会
社10社、JFE商事

 〈カテゴリー15〉　ジャパンマリンユナイテッド、JFEスチールの
持分法適用会社9社（国内7社、海外2社）

 出典：環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム等

千t-CO₂
16,749
合計

〈カテゴリー1〉
購入した製品・サービス
13,371

〈カテゴリー2〉
資本財 1,180

〈カテゴリー3,4,5,6,7〉
その他 1,013

〈カテゴリー15〉
投資 1,186

地球環境保全のために

基本的な考え方

JFEグループのCO₂排出量

製鉄プロセスにおける省エネルギーと
CO₂削減への取り組み

 S
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■ Scope1　■ Scope2　● エネルギー起源CO₂原単位
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■ JFEスチールのエネルギー起源CO₂排出量・原単位推移

※ 2018年度の購入電力のCO₂排出係数：日本鉄鋼連盟の低炭素社会実行計
画における2017年度購入電力のCO₂排出係数
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■ JFEスチールグループのCO₂排出量推移

※ 集計範囲：JFEスチール、国内外主要子会社30社
※ 2018年度からJFEスチール子会社の非エネルギー起源CO₂排出量も含む。
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■ エネルギー消費量　● エネルギー原単位
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■ JFEスチールのエネルギー消費量・原単位推移

てきた省エネルギー活動などの成果によって、エネル
ギー消費量は、1990年度比で9%削減、CO₂排出量
では9%削減となっています。

さらにこれを原単位で見ると、2018年度のエネル
ギー消費原単位は23.2GJ/t-sで1990年度比19%削
減、エネルギー起源のCO₂排出原単位は2.02t-CO₂/
t-sで1990年度比18%削減となり、省エネ設備投資
や「加熱炉燃料原単位の『見える化』による省エネ推
進」などの省エネルギー活動が成果を上げています。

■ JFEスチールの非エネルギー起源CO₂排出量推移
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 非エネルギー起源CO₂の管理
高炉や転炉で副原料として使用される石灰石やドロ

マイトは、分解する際にCO₂を発生します。

※ 集計範囲：JFEスチール
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長期温暖化対策
日本鉄鋼連盟は、低炭素社会実行計画の達成に向けた

これまでの取り組みに加え、最終的な「ゼロカーボン・ス
チール」の実現を目指した2030年以降の「長期温暖化対
策ビジョン」を策定し、公表しました。JFEスチールもこ
の長期ビジョンの策定に中核的な立場で参画しました。

低炭素社会実行計画
日本鉄鋼連盟は、3つのエコと革新的製鉄プロセス

出典：日本鉄鋼連盟公開内容より作成

開発を4本柱とする低炭素社会実行計画を推進してい
ます。JFEスチールも低炭素社会実行計画の目標達成
に向けて、積極的な活動を推進しています。

低炭素社会実行計画の実績評価（日本鉄鋼連盟）
日本鉄鋼連盟が推進する低炭素社会実行計画の

2017年度実績では、BAU排出量※に対して229万
t-CO₂の減少となりました。コークス炉の効率改善、発
電設備の高効率化などの排出削減の自助努力による削
減が着実に進展しました。JFEスチールにおいても、そ
れらの活動に加えて、独自の省エネルギー技術開発に
積極的に取り組んでいます。

革新的製鉄プロセスの開発
COURSE50

水素還元、高炉ガスからのCO₂分離回収により、
CO₂を約30%削減。2030年頃までに1号機の実機
化、2050年頃までの普及を目指します。

◉ 鉄鋼業界の取り組み

■ CO₂排出量削減中長期目標（日本鉄鋼連盟「低炭素社会実行計画」）と進捗

3つのエコ エコプロセス エコプロダクト エコソリューション

目標 最先端技術の最大限導入による
エネルギー効率のさらなる向上

高機能鋼材の供給を通じた最終製品使
用段階における排出削減への貢献

世界最高水準省エネ技術の途上国を中
心とした移転・普及による地球規模で
の削減貢献

計画

2020年度
（フェーズⅠ）

BAU比で500万t-CO₂削減
・省エネ等：300万t-CO₂
・ 廃プラスチック等の有効活用：200万

t-CO₂

代表的な高機能鋼材により
約3,400万t-CO₂の削減貢献 推定約7,000万t-CO₂の削減効果

2030年度
（フェーズⅡ） BAU比で900万t-CO₂削減 代表的な高機能鋼材により

約4,200万t-CO₂の削減貢献 推定約8,000万t-CO₂の削減効果

2017年度末進捗 BAU比で
229万t-CO₂削減（省エネ等）

国内、輸出合わせて
2,973万t-CO₂削減貢献 6,259万t-CO₂削減効果

日本鉄鋼連盟での取り組み

※ BAU排出量：Business As Usual、特別な対策をとらない場合に生産
実績に基づいて見込まれる予想排出量

中期（～2030年）の
取り組み

◦3つのエコの推進、拡大
◦革新的製鉄プロセスの開発と実用化

長期（～2050年）の
取り組み

◦革新的製鉄プロセスの普及
◦ 超革新技術（超革新的製鉄プロセスとCCS／

CCU）の開発

最終（～2100年）
ビジョン

◦「ゼロカーボン・スチール」の実現
◦超革新技術の実用化
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フェロコークス
高炉内還元反応の高速化・低温化機能を発揮する

フェロコークスおよびその操業プロセスを開発し、省
エネルギーと低品位原料利用の拡大を目指します。現
在、フェロコークス製造量300t/dの中規模パイロット
プラント設備をJFEスチール西日本製鉄所（福山地区）
に建設中です。

高機能鋼材の供給によるCO₂排出量削減への貢献
（エコプロダクトの成果）

日本鉄鋼連盟では高機能鋼材の使用によるCO₂削減
貢献を推定しています。自動車、変圧器、船舶、発電用
ボイラー、電車に用いられる代表的な高機能鋼材5品種
の国内外での使用（2017年度生産量695万トン、粗鋼生
産比 6.6%）によるCO₂削減量は、2017年度で2,973万
トンと推定しています。

■ 高機能鋼材5品種の国内外での使用によるCO₂削減量（2017年度）

194
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61

430

849

国内
983万t-CO₂
削減

輸出
1,990万t-CO₂

削減

■ 船舶　■ 発電用ボイラー　■ 自動車　■ 電車　■ 変圧器

※ 日本エネルギー経済研究所による試算
※ 自動車用鋼板、方向性電磁鋼板、船舶用厚板、ボイラー用鋼管、ステンレ

ス鋼板の5品種。
※ 国内は1990年度から、輸出は自動車および船舶が2003年度から、ボイ

ラー用鋼管は1998年度から、電磁鋼板は1996年度からの評価。

世界規模での地球環境温暖化防止
ISO14404は、日本鉄鋼連盟が国際標準化機構

（ISO）に提案して国際標準化した鉄鋼CO₂排出量・
原単位の計算方法です。日本鉄鋼業は、ISO14404
を用いて途上国での製鉄所診断を行い、インド、アセ
アン地域に最適な技術カスタマイズドリストを提案す
ることで地球規模での温暖化防止を進める活動（エコ
ソリューション）を官民一体で進めています。また、
複雑な設備構成の製鉄所にも適用可能なISO14404
ファミリーのガイドライン国際規格の開発を経済産業
省の支援をいただきながら進めています。

JFEスチールも日印鉄鋼官民協力会合、日ASEAN
鉄鋼イニシアチブ、日中鉄鋼業環境保全・省エネ先
進技術交流会などに積極的に参加しています。また、
ISO14404に基づいて計測・算出する世界鉄鋼協
会（WSA：World Steel Association）のClimate 
Action Programを通じた地球規模でのCO₂排出削
減にも協力しています。

日ASEAN鉄鋼イニシアチブ

Climate Action 
Member証

グローバルでの業界の取り組み
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■ CCU技術の概念図

  CCU／CCSへの取り組み
JFEスチールは、製鉄プロセスのCO₂排出量

を削減するために、高炉から発生するCO₂を分離・回
収して処理する技術開発を推進しています。環境調和
型製鉄プロセス技術開発プロジェクト（COURSE50：
鉄鉱石の水素還元、高炉ガスからのCO₂分離回収
など ）の 一 環 とし て、CCS（Carbon Capture and 
Storage：CO₂の回収・貯蔵）に供する高炉ガス中の
CO₂を、物理吸着法により分離・回収する技術につい
て、実用化開発を行ってきました。

近年では、高炉ガスから分離・回収したCO₂を有価
物に変換して有効利用（CCU：Carbon Capture and 
Utilization）するための研究開発に、国内鉄鋼メーカー
の中ではいち早く取り組んでいます。JFEスチールは、
NEDO※1の「次世代火力発電等技術開発／次世代火力
発電基盤技術開発／CO₂有効利用技術開発」プロジェ
クトの一員としてCCUに関する研究開発を推進してお
り、RITE※2と共同で高炉ガス中のCO₂を分離・回収
し、そのCO₂をメタノール（CH₃OH）に合成する技術を
推進しています。

このように、COURSE50の研究開発で培ったCO₂
分離・回収技術をCCUに活用し、「CCUに適した低
コストCO₂分離・回収技術」の開発、および効率的な

「CO₂変換技術」のプロセス設計などの研究開発を行っ
ています。

CO₂削減に向けた取り組み

 S

高炉ガス

高炉

副生ガスとして再利用

メタノール

気液分離液

CO2

CO,CO2,H2

H2

H2O
高効率反応器

（メタノール合成）

新CO2分離塔

※1 NEDO：（国研） 新エネルギー・産業技術総合開発機構
※2 RITE：（公財） 地球環境産業技術研究機構

※ JFEスチールは、WSA（World Steel Association〈世界鉄鋼協会〉：世界
の約170の鉄鋼メーカー、鉄鋼関連団体が参加）や日本鉄鋼連盟とともに、
この鉄鋼材料のライフサイクルの環境負荷を算出する計算手法（製品の使
用段階は除く）の国際標準化を進めています。

  鉄鋼材料のLCAの環境負荷算出に貢献
製品が社会におよぼす真の環境負荷を評価す

るためには、その対象となる製品の資源採掘や素材製
造、生産からその製品の使用、廃棄までのライフサイ
クル全体にわたって環境負荷などを定量化、評価す
る必要があります。この手法としてLCA（Life Cycle 
Assessment）があります。

自動車や建造物などの最終製品が社会での寿命を終
えた後も、それに使われる鉄鋼材料はすべてリサイク
ル・再利用されるクローズド・ループ・リサイクル

（鉄が何度でも何にでも再生されるリサイクル）が可
能であるという優れた特長を持っています。この特徴
を反映したライフサイクル全体での鉄鋼材料の環境負
荷は極めて低く、他素材に比べて優れた材料であるこ
とが分かります。

JFEスチールも主要メンバーの一員として参加し
て日本鉄鋼連盟が開発を進めたISO 20915（Life 
Cycle Inventory Calculation Methodology for 
Steel Products）が、2018年11月に発行されまし
た。これは、鉄鋼製品のクローズド・ループ・リサイ
クルの特性を背景に、「リサイクルの効果」を考慮した
鉄鋼製品のライフサイクル環境負荷（LCI）を計算する
方法を示すものです。

さらに、この日本国内版であるJIS Q 20915（鉄
鋼製品のライフサイクルインベントリ計算方法）が
2019年6月に発行されました。

■ 鉄鋼材料のライフサイクルの概念図
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製鉄所
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策定中の国際規格の範囲

クローズド・ループ・リサイクル（Closed Loop Recycling）
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（End of Life）工業製品鉄鋼製品
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※ 集計範囲： JFEエンジニアリング、国内連結子会社10社のエネルギー起源
によるCO₂排出量
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■ JFEエンジニアリンググループのエネルギー起源CO₂排出量推移

■   再生可能エネルギー関連プラントによるCO₂削減貢献相当量 
（2018年度）

JFEエンジニアリングは、再生可能エネルギー
利用技術や省エネルギー製品などの環境配慮

型商品・技術を提供することにより、お客様の事業活
動を通じて社会全体のCO₂削減に貢献することを目
指しています。

例として、JFEエンジニアリングが2018年度まで
に建設（建設中を含む）した再生可能エネルギー発電
プラントがすべて運転された場合の年間CO₂削減効
果※を試算すると、約412万t-CO₂/年となります。

また、自社の製作所および本社支店において省エ
ネルギー法に準じたCO₂排出削減に努めています。
2018年度は、東京臨海リサイクルパワーを吸収合併
したことにより、前年度比で約1.2万tのCO₂排出量
の増加となりますが、2015年度から継続して省エネ
ルギー法による削減目標は達成しています。JFEエン
ジニアリンググループ各社では、それぞれの事業の実
態に応じたCO₂削減に向けた取り組みを実施してい
ます。
※ 再生可能エネルギーによる発電を行う商品について、定格出力に対してそ

れぞれの商品特性を考慮した平均的な設備の利用率を仮定して試算した
CO₂削減効果を提示しています。

※ CDP（旧称：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）：機関投資家
と連携し、企業から温室効果ガスの排出量や気候変動のリスクと機会に対
する評価に関する情報を収集し、開示している国際的な非営利組織。
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■ JFE商事の電力使用量推移

■ JFE商事グループのCO₂排出量（2018年度）

※ 集計範囲： JFE商事、国内外鋼材加工会社33社の電力使用によるCO₂排出量

JFE商事では、エネルギー削減の一環として
オフィスにおける電力使用量の削減､ 紙使用

量の削減､ 廃棄物の分別管理徹底などの活動を日常的
に進めています。電力使用量の削減については、定時
退社デーの実施､ 深夜就業の禁止､ ピンポイント照明
などの施策により､ 大幅低減を達成し、2018年度も
2001年度比50％以上の電力使用量削減を達成しま
した。

国内外の各拠点に複数台のTV会議システムを導入
することにより、国内外の出張を抑制し、さらに、配布
資料の削減などの効果もあり、環境負荷の低減に寄与
しています。

JFEホールディングスは、気候変動対応情報の開示
要請に対応し、CDP※の調査への回答を行っています。

 T

CO₂削減に向けた取り組みの開示

 E 
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  高施工性溶接技術「超狭開先J-STAR®溶接」
4枚の鋼板を溶接で組み立てて箱形断面の柱を製作

する際、その角溶接には、通常、施工効率に優れたサ
ブマージアーク溶接法※1が用いられます。しかし、こ
の溶接法は溶接時の熱により材料の変形が大きくなる
という課題がありました。

そこでJFEスチールは、それまで溶接時の材料変形
は小さいものの、施工効率が低いとされていたCO₂
アーク溶接法※2に技術的な改良を重ね、施工性が高く
溶接変形の小さな「超狭開先J-STAR®溶接」を開発し
ました。この施工性向上により溶接施工期間を短縮で
きるようになり、溶接時に使用するCO₂の削減に寄
与しています。

今回、熊本城天守閣復旧整備事業において、本溶接
技術のメリットが高く評価され、株式会社永井製作所

熊本城 大天守6階鉄骨造の外観

  CO₂削減に貢献する高炉水砕スラグ
高炉水砕スラグは、粉末状に粉砕してセメントと混

合すると、セメントと同様にコンクリートの結合材と
なり、セメント製造時のCO₂を削減します。例えば、
高炉水砕スラグをセメントと45％置換した高炉セメ
ントは、セメント製造1トン当たりのCO₂排出量が
41%削減できます。JFEスチールは、2018年度に約
640万トンの高炉水砕スラグをセメント向けに提供
し、約450万トンのCO₂削減に貢献してします。

また、高炉スラグをコンクリートの砂に使用するこ
とで、コンクリートの耐久性が大幅に向上することが
明らかとなり、国土強靭化に貢献する新技術として普
及が期待されています。

  電気機器の高効率化に寄与する電磁鋼板
　 「JNSFコア®」

電磁鋼板はモータや変圧器等の電気機器の鉄心材料
として広く用いられており、電気機器の性能を左右す
る最重要素材です。当社はCVD（化学気相蒸着）法を
用いてSi（けい素）を鋼に染み込ませる独自の技術を
用い、小型で強い磁石でありながら、使用時にはエネ
ルギー損失が小さい鋼板「JNSFコア®」の商品化に成
功しました。

本鋼板は、電気機器の高効率化、小型化に大きく貢
献しており、主に太陽光発電に関連した機器の材料と
して広く使用されています。

この技術力が評価され令和元年度の全国発明表彰に
て発明協会会長賞を受賞いたしました。

CO₂削減に貢献する商品・技術

 S

高炉水砕スラグ細骨材を用い
たプレキャストブロック施工例

CO₂排出源 普通セメント 高炉セメント

石灰石 473 272

電力・エネルギー 311 190

合計 784 463

■ セメント1tあたりのCO₂排出量 （単位：kg-CO₂）

太陽光発電に使用される
機器（リアクトル）

※1 サブマージアーク溶接法：溶接箇所にあらかじめ散布した粒状フラック
ス（被覆剤）の中に溶接ワイヤを送り込み、フラックスに覆われた状態で
アークを発生させて溶接する方法。

※2 CO₂アーク溶接法：ガスシールドアーク溶接法の主流を占める安価な
溶接方法。溶接面を大気から遮断するシールドガスに100％炭酸ガス

（CO₂）を用いて溶接を行う。

にて本溶接技術を用いた溶接組立箱形断面柱が製作さ
れ、大天守6階鉄骨造に適用されました。
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  官⺠連携の地域エネルギー事業への取り組み
JFEエンジニアリングは日本各地において地

方自治体と連携した地域新電力会社を設立し、再生可
能エネルギーの供給を中心とした地域エネルギー事業
に取り組んでいます。

これまでJFEエンジニアリングが建設した廃棄物発
電などによる再生可能エネルギープラントを活用し、
発電された電力を、地域の公共施設などに供給してエ
ネルギーの地産地消を推進します。

これらの取り組みにより、再生可能エネルギーの普
及促進に加え、行政コストの削減、地域の産業インフ
ラの充実などの実現を目指しています。

これまでに設立した官民連携の地域新電力会社とし
て、静岡県磐田市のスマートエナジー磐田（株）、埼玉
県所沢市の（株）ところざわ未来電力、広島県福山市
の福山未来エナジー（株）、熊本県熊本市のスマートエ
ナジー熊本（株）、新潟県新潟市の新潟スワンエナジー

（株）があります。それぞれの地域新電力会社を通じ
て地域の特長を生かしたエネルギー供給事業に取り組
み、持続可能なまちづくりに貢献していきます。

 E 
  再生可能エネルギー普及への取り組み
JFEエンジニアリングはこれまでに多くの廃棄物や

バイオマス、太陽光、地熱などの再生可能エネルギー
による発電プラントの建設、運営を受託しています。 

また、グループ会社のアーバンエナジー（株）と連携
してこれらの電力の小売事業を行い、再生可能エネル
ギーの普及に貢献しています。 

アーバンエナジー（株）では、近年の企業における環
境意識の高まりに対応し、2018年7月より再生可能
エネルギー比率が100%となる企業や団体向け電力
プラン（ゼロエミプラン®）の販売を開始しました。

■ アーバンエナジー（株）が調達する再生可能エネルギー
　 （固定価格買取制度対象施設含む）

バイオマス発電

太陽光発電

環境価値を重視する実業家（IKEA立川）

電気

風力発電

地域エネルギー事業開始記念式の様子

熊本市新西部環境工場

環境価値を証明する
証書を購入

（CO₂フリー電力
の証明書）

国が発行
Jクレジット
非化石証書 電気

ゼロエミプラン®
再生可能エネルギー

比率100％
CO₂排出係数ゼロ
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  バイオマス燃料
JFE商事は、バイオマス発電事業者による燃料需

要に対応し、パームヤシガラ（Palm Kernel Shell：以下
PKS）をマレーシア・インドネシアから日本へ輸入して
います。

さらに昨今、脱CO₂ニーズのさらなる高まりから、
再生可能エネルギーのなかでも、天候に左右されない
バイオマス発電の需要が拡大しており、その燃料とし
てPKSだけではなく、木質ペレットにも着目し、バイ
オマス燃料の安定供給に対応していきます。

木質ペレットは、森林の育成過程で生じる間伐材・
剪定材や、製材工場で発生する端材などの廃材を有効
活用した木質バイオマス燃料です。

マレーシアマレーシア

インドネシアインドネシア

マレーシアマレーシア

シンガポールシンガポール

ブルネイブルネイ
ビンツルビンツル

ラハダツラハダツ

クチンクチンジョホールジョホール

ジャンビジャンビ
パダンパダン

出荷基地（パダン）
輸出港輸出港

タイタイ

■ PKS出荷拠点

 T

  松尾八幡平地熱発電所が運転開始
岩手県八幡平市で岩手地熱（株）が運営する松尾八

幡平地熱発電所（定格出力：7,499kW）が2019年1
月より本格運転を開始しました。7,000kWを超える
地熱発電所の稼働は国内では22年ぶりとなります。 

従来は蒸気生産設備と発電設備を別々に建設してい
ましたが、当地熱発電所においては事業開始の迅速性
や経済的合理性等の観点から、JFEエンジニアリング
が一貫して建設しています。 

発電した電力は再生可能エネルギー固定価格買取制
度（FIT）を活用して東北電力に売電、JFEエンジニア
リングが100%出資するアーバンエナジー（株）が特
定卸供給先となり、再生可能エネルギーの普及を推進
していきます。 

また木質ペレットの燃焼時に発生するCO₂は、樹木
が成長する過程で吸収したCO₂と相殺されるため、再
生可能エネルギー用の燃料として注目されています。

JFEエンジニアリングをはじめ、バイオマス発電事
業者への燃料供給を通じて、JFEグループで「環境に
優しい社会」へ貢献していきます。

岩手地熱（株） 松尾八幡平地熱発電所
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