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環境マネジメント

環境理念・方針

JFEグループ各社は、環境理念と環境方針に基づき、「地球環境との調和」と「地球環境の向上」を企
業活動の中で実現することを目指し、地球環境保全に向けた革新的な技術開発、国際協力を積極的に推進
します。

環境マネジメント体制

JFEグループは「グループCSR会議」のもと、JFEホールディングス社長を議長とする「グループ環境
委員会」を設置し、環境目標の設定、達成状況のチェック、グループ全体の環境パフォーマンスの向上、
その他環境に関する諸問題の解決に取り組んでいます。

特に気候変動問題など、経営にとって重要な課題については、グループ経営戦略会議でも審議し、さら
に取締役会への報告を行っています。取締役会は報告を受けた環境課題について議論することを通じ、監
督しています。また、それぞれの事業会社・グループ会社でも専門委員会を設置し、企業単位の活動を進
めています。
グループCSR体制は以下を参照ください。

37

環境理念

JFEグループは、地球環境の向上を経営の重要課題と位置付け、環境と調和した事業活動
を推進することにより、豊かな社会づくりをめざします。

環境方針

1. すべての事業活動における環境負荷低減

2. 技術、製品による貢献

3. 省資源、省エネルギー事業による貢献

4. 社会とのコミュニケーションの促進

5. 国際協力の推進

CSR推進体制：グループCSR体制 (P. 28)

https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/sus_manage/csr/
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環境マネジメントシステムの推進

38

■環境マネジメント組織体制

JFEグループ各社は、自主的かつ継続的な環境活動の強化に向け環境マネジメントシステムの国際規格
ISO14001の認証取得を推進しています。JFEスチールとJFEエンジニアリングのすべての生産拠点とJFE商
事の主要な国内外の事業所でISO14001を取得しており、本報告書の報告対象範囲80社の総従業員数
41,305名に対するカバー率は75%、全拠点に対するカバー率は58%となりました。また、2019年度の各社
における罰金を伴うような重大な環境法令違反は0件、罰金・違約金の総額は0円でした。

JFEスチールでは、本社および各事業所に環境管理部門を設置するとともに、活動を適切にマネジメン
トするため、社長を委員長とする「地球環境委員会」や事業所単位の「環境管理委員会」を設置、監督を
行っています。

JFEエンジニアリングでは、製作所、支店等の各拠点、建設工事現場における環境管理の実施、および
すべての商品、サービスによる環境貢献を目的として環境マネジメントシステムを運用しています。2020
年度は、①地球温暖化防止と気候変動対策などに寄与する商品による環境貢献を推進、②拠点・業務の実
情に即した実効的な省エネルギーおよび資源循環の推進、③廃棄物処理法違反防止、の3項目を重点課題
として取り組んでいます。

JFEスチール

JFEエンジニアリング

JFE商事は、2000年に本社・大阪支社・名古屋支社でISO14001を取得しました。
ISO14001関連の定量データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：環境データ (P. 157)

JFE商事
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環境監査
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インドネシアのJSGIの環境監査状況

JFEグループは、ISO14001取得事業所の外部監査・内部監査に加えて、各製造拠点への本社の監査部門
や環境部門による独自かつ独立した部門による環境監査を実施しています。

JFEスチールでは、本社監査部と環境防災・リサイクル部により、各拠点に対して年1回の監査を実施
しています。グループ会社については、設備保有状況などを勘案したリスク評価結果をもとにグループ分
けしたうえで、1～5年に1回、チェックシートを活用したきめ細かな監査を実施しています。

JFEエンジニアリングは、環境法令遵守を最も重要な課題の一つとして取り組みを行っています。
環境法令の遵守状況を確認するために、工事所掌部署によるすべての建設工事に対する環境巡視、およ

び製造拠点（鶴見・津）における法令適合状況のセルフチェックを毎年実施しています。加えて、国内の
建設工事と製造拠点、およびグループ会社の拠点より年間50カ所程度を抽出し、安全環境部による環境法
令監査を実施して遵守状況を評価しています。また、環境マネジメントシステム内部監査により、環境パ
フォーマンス向上に向けた取り組みの有効性を評価し、改善に努めています。

JFEスチール

JFEエンジニアリング

JFE商事は、ISO14001の認証取得グループ会社においては年に1回、ISO環境監査部が内部環境監査を
実施しており、未取得グループ会社については、3年に1回監査部が環境監査を実施し、現場の法令遵守状
況を確認しています。

環境監査関連の定量データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：環境データ (P. 157)

JFE商事
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環境教育
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すべての従業員が積極的に環境保全に取り組む企業風土の醸成を目指し、JFEグループの各事業会社で
は入社時研修を皮切りに、階層別、職種別の教育研修など、さまざまな環境教育を実施しています。

JFEスチールでは、公害防止管理者資格の取得を励行しています。2011年度からは、グループ各社の環
境管理者への環境管理研修を実施しています。また、環境法令の遵守に向けた研修、グループ環境エネル
ギー連絡会で法改正を周知する研修、実務者向けの廃棄物管理スキルアップ研修を実施しました。

JFEエンジニアリングでは、環境への取り組みの方針を周知するために、グループ会社を含めた全従業
員に対して環境一般教育を実施しています。また、事業拠点および建設工事における環境管理を確実に実
施するために、従業員の業務に応じた教育を行い、レベルアップを図っています。

2020年度はそれぞれの部門のニーズをより確実に充足するために、安全環境部と各部門が連携して教
育プログラムを作成し教育を実施する取り組みを行っています。

JFEスチール

JFEエンジニアリング

JFE商事グループでは環境教育として、ISO14001活動に基づいた全従業員対象の一般環境教育と内部
環境監査員養成の研修を各々年1回、実施しています。このほか、グループ各社に対しては環境関連法遵
守チェックリストを活用した法令遵守の周知徹底､新任役員への環境研修および環境担当者への法改正等
の情報展開を行っています。
環境教育関連の定量データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：環境データ (P. 157)

JFE商事
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JFEグループは、生産設備の高効率化や環境対策設備の導入によって、省エネルギーと環境負荷低減を
実現してきました。これらの取り組み費用に関して、省エネルギー対策設備・環境対策設備については投
資額として、環境保全・環境負荷低減に要する費用については環境活動推進費用額として把握しています。

環境会計

41

環境会計の考え方

2019年度の環境関連設備投資額は468億円、また環境活動推進費用額は1,131億円でした。設備投資額
では地球温暖化防止対策（気候変動問題対応）が267億円と最も多く、次いで、大気汚染防止へ110億円、
水質汚濁の防止に対して41億円の投資を行いました。なお、全設備投資に占める環境関連設備投資の割合
は約19%でした。

環境活動推進費用は、大気汚染防止に関する費用が341億円、地球温暖化防止（気候変動問題対応）に
関する費用が276億円、工業用水の循環利用に関する費用が183億円となりました。また、環境関連の研
究開発費用は113億円でした。

環境設備投資と環境活動推進費用

JFEグループは、省エネルギーの推進、生産活動に伴う環境負荷の低減を目指し、技術開発の成果も踏
まえながら、積極的な設備投資を進めています。省エネルギー対策投資は、1990年以降の累計で5,321億
円にのぼり、世界最高レベルのエネルギー使用効率を実現しています。また、環境保全投資は、1973年以
降の累計で7,276億円に達しています。

設備投資の推移

環境設備投資と環境活動推進費用の効果としては、地球温暖化防止に関してはCO₂排出原単位の改善、
資源の有効活用に関しては再資源化率の高位維持による最終処分量の削減を図っています。環境保全に関
しても、水域環境や大気環境への汚染負荷物質排出の削減に取り組み、排ガス・排水の法基準値の安定達
成によるコンプライアンスの徹底にも寄与しています。

なお、環境設備投資と環境活動推進費用に対し、2019年度は約46億円の省エネルギー効果を見込んで
います。

環境活動の成果
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■環境保全コストの内訳

主な内容
2019年度

投資額（億円） 費用額（億円）

マネジメント 環境負荷の監視・測定、EMS関連、環境教育・啓
発など 1 26

地球温暖化防止 省エネルギー、エネルギー有効利用など 267 276

資源の有効活用
工業用水の循環 39 183

自社内発生物のリサイクル、廃棄物管理など 0.6 51

環境保全

大気汚染の防止 110 341

水質汚濁の防止 41 113

土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下の防止 0.4 6

その他 賦課金など - 15

研究開発 環境保全・省エネルギー・地球温暖化防止のため
の技術開発 10 113

社会活動 自然保護・緑化活動支援、情報公開、展示会、広
報など - 7

合計 468 1,131

※ 集計範囲：JFEスチール（株）、ただし研究開発のみJFEエンジニアリング（株）を含む。

環境会計関連の定量データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：環境データ (P. 157)

環境配慮型プロセス・商品の開発と提供

詳細は以下をご参照ください。

環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 (P. 44)

42
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マテリアルフロー

詳細は以下をご参照ください。

マテリアルフロー (P. 58)

関連リンク

JFEスチールサイト 環境への取り組みページ (https://www.jfe-steel.co.jp/research/environment.html)

JFEエンジニアリングサイト 360°JFEエンジニアリングページ
(https://www.jfe-eng.co.jp/360_jfe_engineering/#env)

JFE商事サイト 環境管理ページ (https://www.jfe-shoji.co.jp/csr/environment/)
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環境配慮型プロセス・商品の開発と提供

44

JFEスチール

フェロコークス

フェロコークスは、低品位の石炭や鉄鉱石から製造される画期的な高炉用原料です。フェロコークス内
部の金属鉄の触媒作用により、高炉で使用するコークス量を大幅に削減する省エネルギー技術です。

JFEスチールは、2017年度より（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による「環境
調和型プロセス技術の開発/フェロコークス技術の開発」プロジェクトを推進しています。

技術開発の一環として、敷地面積12,600m²、フェロコークス製造量300トン/日規模の中規模設備を西
日本製鉄所（福山地区）に建設しています。この設備は、原料の粉砕・乾燥から成型・乾留（加熱して蒸
し焼きにすること）までを一貫して行い、またフェロコークス製造中に副産物として得られるフェロター
ルを成型用の粘結材としてリサイクル使用する設備も備えています。

2020年9月に建設を完了し、10月から試験操業に移行し、製造したフェロコークスを高炉で長期間使用
する実証研究を実施する予定です。これを経て、2023年頃までに製銑プロセスのエネルギー消費量を10％
削減し、CO₂排出量の大幅な削減を目指します。

■フェロコークス中規模設備プロセスフロー

フェロコークス中規模設備の外観
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■フェロコークスサンプル

・乾留前成型品 ・フェロコークス ・フェロコークス粒子断面

当社製鉄所の全高炉にデータサイエンス技術を導入

当社は、高炉への最新のデータサイエンス（以下、DS）技術の導入を進めています。
高炉はコークスを用いて鉄鉱石に含まれる酸素を除去し鉄を取り出す設備で、製鉄所から排出するCO₂

を削減するためには、その安定的かつ高効率に操業することが非常に重要です。一方、使用する原料など
の影響で刻々と操業条件が変化するうえ、炉内を直接見ることができないという難しさがあります。

そこで、国内に保有する全高炉８基にサイバーフィジカルシステム（Cyber‐Physical System 以下、
CPS）を導入すべくDS技術の展開を進めています。CPSとは、実際の製造プロセスから収集したセンサ情
報や製造情報をAIで解析して、独自の手法を用いてデジタル空間に高度な仮想プロセスを再現し、この2つ
をリアルタイムにつなぐ技術のことです。この再現された仮想プロセスにより、炉況の把握や異常予兆検
知を行うことが可能となり、操業の安定化を通じてCO₂削減を図ることができます。

今後、高炉のみならず他のプロセスにおいてもCPS化を推進し、将来的なビジョンとして製鉄プロセス
全体のCPS化を達成することで、革新的な生産性向上と安定操業を目指していく方針です。

■ 高炉CPSの概念図
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製鉄所における燃料・電力運用ガイダンスシステムの導入について
～サイバーフィジカルシステムに基づく運用最適化による省エネルギー実現～

当社は、国内の製鉄所の燃料・電力運用における省エネルギー・CO₂削減を目的に、オペレーターによ
る運用を支援するガイダンスシステムを開発、運用を開始しました。これまでに西日本製鉄所（倉敷地区、
福山地区）への導入を完了し、今後は、他事業所への導入を進め、さらなる省エネルギー・CO₂削減を実
現していきます。

製鉄所では上工程で発生する副生ガス、ならびに電力および蒸気を所内の工場で有効利用し、不足分を
外部からの購入で補っています。燃料・電力の運用にあたっては、コストやエネルギー損失が極力少なく
なるように、各プロセスへの副生ガス配分、電力・燃料購入量、副生ガス貯蔵量などのさまざまな要素を
決定することが求められます。

今回開発したガイダンスシステムでは、CPSの概念に基づきリアルタイムに得られる膨大な測定データ
（①）および各工場の詳細な生産計画を使用して、将来にわたる需給状況を高精度に予測し（②）、各種
の操業制約、契約情報を考慮したうえで（③）、外部からの購入量が最小となる最適な運用条件をシミュ
レーションで求め（④）、オペレーターにガイダンスを行うものです（⑤）。

■ 製鉄所のエネルギーフロー

■ ガイダンスシステムの概要
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「ゼロカーボン・スチール」実現に向けた技術開発

JFEスチール（株）は、日本製鉄（株）、（株）神戸製鋼所、（一財）金属系材料研究開発センターと
ともに、（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の公募事業「「ゼロカーボン・スチー
ル」の実現に向けた技術開発」に応募し、6月11日付けで委託先として採択されました。

これは、「環境調和型プロセス技術の開発／水素還元等プロセス技術の開発（フェーズII－STEP1）」
（COURSE50）で得られる知見を足掛かりとして、「ゼロカーボン・スチール」の実現に向けた研究開発
に取り組むため、事業期間2020年度～2021年度において現段階での諸課題を抽出し、研究開発ロードマッ
プの作成を行うことで、研究開発を加速させるための先導研究を行うものです。この活動の中で、JFEス
チールも先進高炉や水素還元などを含む技術全体に対して、総合的な検討を行っていきます。

製鉄所の溶鉄搬送容器における熱損失低減による省エネルギー活動

製鉄所の製鋼工程における溶鉄搬送容器は、鉄製の外殻の内面に耐火物を施工して使用していますが、
外殻表面の温度は300℃以上に達し、また表面積が大きいため熱損失が大きくなります。そこで、高性能
断熱材を使用して表面温度を下げ、輻射伝熱を抑制する技術を開発しました。

断熱材の配置を最適化したうえで、長期間の実機試験を行った結果、搬送容器表面からの熱損失が従来
の55～75％に低減することを確認しました。当社保有容器全基へ適用した場合、エネルギー削減量（原油
換算）は年間で約2.1万kL（一般家庭消費量26千世帯分※）に相当します。

今回の功績により、この技術は「2019年度（令和元年度）省エネ大賞 省エネ事例部門」の「省エネ
ルギーセンター会長賞」を受賞しました。

※ 資源エネルギー庁2018年度エネルギー需給実績（確報）31.3GJ/世帯を用いて計算

■ 高性能断熱材による断熱効果
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次世代型リチウムイオン電池「全樹脂電池」用負極材（JFEケミカル（株））

電気自動車や再生可能エネルギーは、将来の脱炭素社会の柱となる技術ですが、そのために高性能リチ
ウムイオン電池の開発が欠かせません。次世代型リチウムイオン電池「全樹脂電池」は、高安全性・高耐
久性で、エネルギー密度が高く、大幅な低コスト化や高い異常時信頼性を確保するなど、従来のリチウム
イオン電池の課題を解決する画期的な電池であり、太陽光発電などの再生可能エネルギーの安定利用を促
して、脱炭素社会への移行を加速させることが期待されています。APB（株）は、この「全樹脂電池」の
製造および販売を行うスタートアップ企業です。

JFEグループの化学事業分野の中核を担うJFEケミカル（株）は、これまで製鉄工程で副生するコール
タール由来のピッチを原料にリチウムイオン電池向け負極材の量産・販売を行ってきましたが、このたび
上記APB（株）に出資し、全樹脂電池の製造に不可欠な負極材であるハードカーボンを供給することとし
ました。

JFEケミカル（株）は、これまで蓄積した技術とノウハウを活かして、全樹脂電池の負極材に適した、
膨張収縮が少なく高容量のハードカーボンを開発し、APB（株）とともに全樹脂電池の量産化に貢献して
いきます。

■ 全樹脂電池の構造（単セル）

鉄鋼スラグ水和固化体

鉄鋼スラグ水和固化体は、セメントコンクリートの代替物として、セメントの代わりに高炉スラグ微粉
末、骨材である天然石砂の代わりに製鋼スラグなどを混合したスラグ製品です。主な原材料に鉄鋼スラグ
を有効活用しているため、天然材採取による環境影響の抑制やセメント使用量削減によるCO₂抑制効果が
期待できます。

鉄鋼スラグ水和固化体製ブロックや人工石材は、港湾工事におけるコンクリートブロックや石材の代替
材として、国土交通省の羽田D滑走路工事、東日本大震災後の護岸復興工事などの適用実績があります。
また、千葉港葛南中央地区港内においては地元漁業協同組合の協力を得て現地モニタリングに取り組み、
生物多様性への影響も調査しています。

消波根固ブロック
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鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材を用いた港湾修繕工事

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排出量を41% 削減できます。JFEスチールは、2019年度に約
680万トンの高炉水砕スラグをセメント向けに提供し、約483万トンのCO₂削減に貢献してします。

さらに、近年研究が進んでいるブルーカーボン（海洋で生息する生物によって吸収・固定される炭素）
に注目して、鉄鋼スラグ製品による藻場の造成、藻場全体の炭素吸収量、固定量の測定、海藻やサンゴの
着生効果試験にも取り組んでいます。

■ セメント1tあたりのCO₂排出量（単位：kg-CO₂）

マリンブロック上で成長するサンゴ

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
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高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品

セメントのように固まる性質がある高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートは、凍結防止剤や下水道
などの劣悪環境下での耐久性を飛躍的に向上させる新技術です。従来から環境負荷低減効果が評価されて
きましたが、高耐久性を有するコンクリート構造物としても期待されています。

2019年3月に、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の成果の一つとして、土木学会
から高炉スラグ細骨材をプレキャストコンクリート製品に適用するための指針（案）が発刊され、高速道
路や桟橋のプレキャスト床版でも使用されています。高炉スラグ細骨材による高耐久化とプレキャスト製
品の品質の安定化が相まって、国土強靭化への貢献が期待できます。

張出式車道拡幅プレキャスト製品

鉄鋼スラグ製品で海洋環境を再生

粒度調整した鉄鋼スラグである「マリンストーン®」は、閉鎖性海域のヘドロ状底質からの硫化水素の
発生を抑制し、生物が生息できる環境に改善するなど海の豊かさを守る機能があります。その優れた効果
が評価され、第12回エコプロダクツ大賞の農林水産大臣賞および第26回日経地球環境賞優秀賞を広島大学
と連名で受賞しました。

広島県に「福山港港湾海域環境創造工事（内港地区）」で採用され、3万8,000トンのマリンストーン® 
が施工されました。施工から4年後となる2019年も効果継続が確認されています。

干潮時に海中から現れた広島県福山市内港のマリンストーン®敷設部。
一面に海藻が生育し、生態系がよみがえった！
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鉄鋼スラグ製品による海辺の賑わうまちづくりへの貢献（横浜市との連携協定）

JFEスチールは、横浜市との共同研究※により、炭酸ガスを製鋼スラグに吸収させた「マリンブロック
®」などの鉄鋼スラグ製品が、生物付着基盤や海域環境改善材として有効に機能することを明らかにしま
した。この成果を横浜市での豊かな海づくり事業に活かすべく、2020年3月に新たな協定※を締結しました。
協定に基づきこれからも海の環境改善に向けてさらに取り組みを進めます。

※ 協定名「横浜の海の生物生息環境改善による豊かな海づくりに関する連携協定」

二枚貝がびっしり着生したマリンブロック（山下公園前海域）

JFEエンジニアリング

JFE-METS（多拠点一括エネルギーネットワークサービス） 2019年度「省エネ大賞 経済産業大
臣賞」受賞

この度受賞したJFE-METSは、これまで一般的であった拠点単位のエネルギー最適化ではなく、事業者
単位やエリア単位など、複数の拠点を一括管理しエネルギー最適化を提供するサービスです。お客様のエ
ネルギー消費実態を分析し、お客様に代わって各拠点に全体最適となるエネルギー関連設備を配置、運営
し、遠隔地も含めたエネルギー融通を実施することで、総合的な省エネルギーを実現します。

■ JFE-METS適用例
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下水汚泥の新たな処理技術「OdySSEA（オデッセア）」商品化
～温室効果ガス大幅削減と高効率発電を両立する革新的技術～

当社は、2017・2018年度の2カ年にわたり、日本下水道事業団（理事長：辻原俊博、本社：東京都文京
区）および川崎市と共同で、下水汚泥焼却施設の未利用廃熱を活用した高効率発電技術と、空気吹込み方
法の最適化による亜酸化窒素（以下、N₂O）および窒素酸化物（以下、NOx）の同時削減技術を組み合わ
せた実証研究を行ってきました。なお、この実証研究は、国土交通省の「B-DASHプロジェクト」※¹に採
択されています。

実証研究では、含水率が高く発電用燃料に向かないとされてきた下水汚泥の焼却施設に、新開発の復水
式蒸気タービンと、下水処理水を冷却水として活用するシステムを導入することで、60wet-t/日程度の小
規模焼却炉においても高効率発電が可能であることを確認しました。これにより、発電した電力量が施設
の消費電力量を上回る、いわゆる電力の完全自立を確認しています※²。

また、空気を最適な位置から集中的に焼却炉内に吹込み、炉内の空気を撹拌して効率よく下水汚泥を燃
焼させることによって、N₂Oの分解を促進しながら、同時にNOxの発生を抑制できることを確認しました。
コンパクトな設備ながらN₂OとNOxをそれぞれ50％以上削減する性能を有しています。

※1 国土交通省が実施する下水道革新的技術実証事業（Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage
High Technology Project）

※2 焼却量140wet-t/日、含水率73%の条件下

■ システムフロー
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ごみ焼却炉の完全自動運転を実現
～運転員の操作ノウハウを取り入れたシステムでさらなる安定操業へ～

廃棄物処理施設では、自動燃焼制御装置（ACC）により焼却炉の安定的な操業が行われています。しか
しながら、大きさ・形状・材質等が揃っていないごみが投入される焼却炉では、燃焼状態もさまざまに変
化するため、廃棄物処理施設の中央制御室や当社グローバルリモートセンター※から運転員による監視を
行い、必要に応じた介入操作が不可欠です。

当社はACCの高度化とともに、運転員が行う介入操作を自動化するシステムの開発に取り組んできまし
た。そして、昨年10月より新潟市新田清掃センターにおいてこのシステムを適用した実証運転を開始し、
焼却炉の完全自動運転を実現しました。

実証運転では、運転員による介入操作を100％削減し、2週間以上にわたり従来以上の安定燃焼を確認
しました。また、ボイラからの蒸気発生量の安定性が向上し、発電量の増加につながりました。今後も本
システムによる運転を継続し、長期にわたる安定性を確認するとともに、商品化を進め、当社が納入した
施設や新規施設へ拡大を図っていきます。

当社は、焼却炉に続き、プラント全体の自動運転を目指してこの先進的な取り組みを継続し、くらしの
礎を創り、担う企業として、豊富な知見と最先端の技術で循環型社会の形成および環境保全に貢献してい
きます。

※ グローバルリモートセンター（GRC）：当社横浜本社内に2018年3月に開設した各種プラントの統合監
視センター。全国の支援対象施設に対し24時間体制で遠隔監視と操業支援を実施

従来運転（有人による介入操作） 本システム導入後の運転（完全自動化）

今回開発の介入システムのツール例
（AI燃焼画面解析システム見える化画面）

自動運転により燃焼管理温度の分布面積は▲20%以上低減
→燃焼状態が安定しているため発電も安定
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B to Bシフトに貢献する国内最大のペットボトルリサイクルレジン製造工場新設

昨今のプラスチックごみによる海洋汚染問題への対応や、持続可能な社会実現のため、飲料メーカー各
社は2030年度までに、ペットボトルの原料を石油由来樹脂からリサイクルペットレジン※¹にシフトしてい
くと宣言しています※²。このような状況を踏まえ、日本で初めてメカニカルリサイクル※³によるボトル to 
ボトル（B to B） ※⁴技術を確立した協栄産業と、長年にわたり同社へ原材料を供給してきたJ&T環境は、B 
to Bの実現に貢献すべく合弁会社を設立し、新工場を建設します。新工場はペットボトルリサイクルレジ
ン製造工場としては国内最大級で、JFEエンジニアリンググループと協栄産業グループにとって初の中
部・関西圏のリサイクル拠点となります。

※1 レジン：回収したペットボトルを破砕、洗浄、乾燥したものがフレーク、フレークを溶かして品質を
均一化した粒状のものがペレット、ペレットから水分を取り除いたものがレジン（樹脂）

※2 2018年11月 清涼飲料水業界「プラスチック資源環境宣言」より
※3 メカニカルリサイクル：マテリアルリサイクル（使用済みの製品を粉砕・洗浄などの処理をして、

新たな製品の原料とすること）で得られた再生樹脂を、さらに高温、減圧下で一定時間の処理を行い、
再生材中の不純物を除去する方法

※4 使用済みペットボトルを原料としてペットボトルを再生すること

■ ボトル to ボトルリサイクル

54
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JFEエンジニアリングの資源循環事業

「資源循環事業」は以下をご参照ください。
JFEエンジニアリングサイトのリサイクルページ (https://www.jfe-eng.co.jp/products/recycle/rec01.html)

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。グループ会社のアーバンエナジー（株）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。今後もJFEエンジニアリングと連携してこれら
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。

詳細は以下をご参照ください。
アーバンエナジー（株）サイトの小売電気事業ページ (https://u-energy.jp/service/retail.html)

官民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。

JFEエンジニアリングが建設した廃棄物などの再生可能エネルギープラントで発電した電力を地域の公共
施設などに供給し、エネルギーの地産地消を推進します。これらの取り組みは、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。

詳細は以下をご参照ください。
アーバンエナジー（株）サイトの地域新電力支援事業ページ (https://u-energy.jp/service/municipality.html)

対向流燃焼方式を適用した廃棄物焼却炉

近年、廃棄物焼却炉に対して、環境負荷低減、発電性能の向上、運転コストの低減など、さまざまな課
題への対応が強く求められています。

JFEエンジニアリングは、従来の高温空気燃焼技術をさらに発展させた「対向流燃焼方式」を世界で初め
て廃棄物焼却炉に適用することで、排ガス中の一酸化炭素（CO）の発生量を従来値に抑えつつ、窒素酸化
物（NOx）発生量を当社従来比20～ 30％削減することに成功しました。これにより、排ガス中のNOxを低
減する設備が不要となり、施設のコンパクト化とメンテナンス費用の低減を実現します。さらにこれらの設
備で消費されていた蒸気を発電用タービンに供給できるようになり、発電量の増加にも寄与します。

詳細は以下をご参照ください。
JFEエンジニアリングサイトの「第44回優秀環境装置表影で経済産業大臣賞を受賞」ページ
(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2018/20180625.html)
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JFE商事

電磁鋼板ビジネスでのグローバルサプライチェーン構築

CO₂排出の削減をはじめとした気候変動問題への取り組みにおいては、発電された電力をいかにロスな
く利用するかが重要なポイントとなります。

全世界の電力消費量のうち、発電所や工場、家庭など様々な場所で使用されているモーターによる電力
消費量は全世界で40～50％、日本においては約60％を占めています。仮に日本において、モーターの効率
を1％改善すると、50万kWクラスの大型発電1基分に相当する省エネルギーになるといわれています。

脱炭素社会実現へ向けて今後普及が見込まれる電気自動車（EV）の主機モーターや、車1台に50～100
個搭載されているといわれている各種車載モーターは、さらなる高効率化および小型化による軽量化が期
待されています。

また、発電した電力を工場や家庭に届ける際のエネルギーロスを最小にするため、送配電設備における
損失のうち、多くを占める変圧器のさらなる高効率化も重要な課題です。

JFE商事は、モーターや変圧器の高効率化に貢献するJFEスチールの高品質な電磁鋼板を材料として供
給するだけでなく、お客様が必要とする加工を施したうえで安定的に供給する体制を整えています。

このような高品質な電磁鋼板を必要とするモーターメーカーや変圧器メーカーなどのお客様は、グロー
バルに製造拠点を展開していることから、当社も「日本・米州・中国・アセアンにおけるグローバル4極
体制」を確立し、お客様のニーズにきめ細やかに対応することにより、気候変動問題の解決に貢献してい
きます。

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、育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。

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。

■ PKS出荷拠点
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スクラップ取引拡大による循環型社会の発展に寄与

JFE商事はリサイクル事業として、鉄スクラップ、アルミスクラップを扱っており、特に鉄スクラップ
は国内取引はもとより、アジア各国への輸出、外国間取引を行っています。一般的に日本からの鉄スク
ラップ輸出はバルク船が主体ですが、JFE商事が導入したコンテナ積込システムによって、小ロットから
のタイムリーな出荷が可能となり、アジア地域における循環型社会の拡大に寄与しています。
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マテリアルフロー
JFEスチールは、製鉄プロセスにおける環境負荷の低減と資源の有効活用を進めています。生産工程で

使用する水は93.4%を循環利用しており、鉄鋼スラグなどの副産物は99.7%を資源化しています。生産工程
で生成する副生ガスは鋼材加熱用や自家発電用の燃料としているほか、 社会に供給するエネルギーとして
100%有効に活用しています。

58

JFEスチール（単体）
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JFEエンジニアリング（本社・製作所）

59
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気候変動（地球温暖化防止）

JFEグループの中長期ビジョン

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、これを機会と捉え、気候変動問題の解決に貢献していきます。

JFEグループは、鉄鋼事業を取り巻く環境変化に対応すべく事業構造改革を実施していく中で、地球規
模の気候変動問題の解決を通じた持続可能性の向上を目指していきます。そして、本年を気候変動問題へ
のさらなる対応強化の節目の年と位置付け、以下のCO₂削減目標を掲げ、CO₂排出量削減に向けた取り組
みを積極的に推進していきます。

60

基本的な考え方

2030年度のCO₂排出量 20％以上削減、2050年以降のカーボンニュートラルを目指して

2030年に向けて

●

●

グループのCO₂排出量の大部分を占める鉄鋼事業において、2030年度のCO₂排出量を2013年度比
で20％以上削減することを目指して、既存技術やさまざまな革新的技術等を最大限に活用し、実
現可能なシナリオの検討を推進します。

日本鉄鋼連盟の低炭素社会実行計画には、これまで同様、主体的に参画しつつ、個社として可能
な限りのCO₂排出削減を実現するため、新たにプロジェクトチームを立ち上げ、目標達成に向け
たさまざまな施策の検討を開始します。

■ JFEグループのCO₂削減目標

2050年に向けて

●

●

長期的には、社会全体の脱炭素技術インフラの整備が進むことと合わせて、2050年以降のできる
だけ早い時期にJFEグループのカーボンニュートラルを実現すべく、取り組んでいきます。

2050年までのできるだけ早い時期に、カーボンニュートラルを実現する新技術のメニューが提示
可能となるよう、研究開発を加速させます。
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JFEグループのカーボンニュートラル実現に向けたCO₂削減ロードマップ

JFEグループのカーボンニュートラルを目指した取り組み例については以下をご参照ください。

現在の製鉄プロセスのCO2削減

AI、データサイエンス活用技術
「当社製鉄所の全高炉にデータサイエンス技術を導入」 (P. 45)
「製鉄所における燃料・電力運用ガイダンスシステムの導入」 (P. 46)

スクラップ利用拡大技術
「環境対応型高効率アーク炉ECOARC™」 (https://steelplantech.com/ja/product/ecoarc/)

設備のエネルギー高効率化
「製鉄所の溶鉄搬送容器における熱損失低減による省エネルギー」 (P. 47)
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業界団体としての取り組み等

日本鉄鋼連盟「低炭素社会実行計画」 (https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/kouken/keikaku/)
日本鉄鋼連盟「ゼロカーボン・スチールへの挑戦」 (https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/zerocarbonsteel/)
日本経済団体連合会「チャレンジ・ゼロ」 (https://www.challenge-zero.jp/)

商品・技術による削減貢献

エコプロダクト
「JNSFコア、J-STAR」 (https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/pdf/2019/2019_09_20191210.pdf)
「鉄鋼スラグ水和固化体」 (P. 48)
「CO₂削減に貢献する高炉水砕スラグ」 (P. 49)
「プレキャストコンクリート製品」 (P. 50)

次世代型リチウムイオン電池用ハードカーボン
「次世代型リチウムイオン電池「全樹脂電池」用負極材」 (P. 48)

再生可能エネルギー
「再生可能エネルギー普及への取り組み」 (P. 55)
「官民連携の地域エネルギー事業への取り組み」 (P. 55)
「JFE-METS」 (P. 51)

廃棄物・バイオマス利用
「対向流燃焼方式を適用した廃棄物焼却炉」 (P. 55)
「ごみ焼却炉の完全自動運転」 (P. 56)

革新技術・超革新技術

フェロコークス
フェロコークス（実証プラント進捗）」 (P. 44)

COURSE50
COURSE50」 (https://www.jisf.or.jp/course50/index.html)

CCS（CO₂回収）/CCU（利用技術）
CCU/CCSへの取り組み（NEDOプロジェクト）」 (P. 67)
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詳細は以下をご参照ください

JFEグループのTCFDへの対応

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。

鉄鋼業界の取り組み

JFEグループのTCFDへの対応 (P. 71)

詳細は以下をご参照ください

鉄鋼業界の取り組み (P. 85)

JFEグループのCO₂排出量

■ 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も含む
※ 2013年度から2016年度は、JFE条鋼（株）仙台製造所のデータを加えて算出
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■ JFEグループのScope3排出量（2019年度）

合計

千t-CO₂

16,382

〈カテゴリー2〉
資本財 1,401

〈カテゴリー15〉
投資 1,097

〈カテゴリー1〉
購入した製品・サービス

12,557

〈カテゴリー3,4,5,6,7〉
その他 1,328

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デッド、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

CO₂排出関連の定量データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：環境データ (P. 157)

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

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。

省エネルギーとCO₂削減への取り組み

JFEスチール

64

https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/esg_data/environment/


TOP
MESSAGE

JFEグループが
目指すもの

CSR
マネジメント 環境 社会 ガバナンス ESGデータ集 社外からの

評価 編集方針 ガイドライン
対照表

JFEグループ CSR報告書 2020

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2019年度の粗鋼生産量は2,673万トンで、2018年度比では1.6%増、1990年度比では13% 
増となりました。しかしながら、これまで続け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8% 削減、CO₂排出量では10%削減となっています。

さらにこれを原単位で見ると、2019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2.03t-CO₂/t-sで1990 年度比18% 削減となり、省エネルギー設備投資や
「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。

2019年度の省エネルギーとCO₂排出量実績

■ JFEスチールの粗鋼生産量推移

0

2,000

2,500

3,000

（万t）

（年度）

13％

2,6732,631

2,8462,800
2,876

2,355

2,939

20191990 2015 2016 2017 20182013

※ 2013年度から2016年度は、JFE条鋼（株）仙台製造所のデータを加えて算出

■ JFEスチールのエネルギー消費量・原単位推移

※1 精度向上のため、過年度数値を遡及して修正
※2 2013年度から2016年度は、JFE条鋼（株）仙台製造所のデータを加えて算出
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■  エネルギー消費量　●  エネルギー原単位（GJ/t-s）
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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

※1 2019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2018年度購入
電力のCO₂排出係数

※2 日本鉄鋼連盟の低炭素社会実行計画における2018年度購入電力のCO₂排出係数を適用している
ため、2018年度数値を更新

※3 2013年度から2016年度は、JFE条鋼（株）仙台製造所のデータを加えて算出
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■ Scope1　■  Scope2　● エネルギー起源CO₂原単位
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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。これら
のCO₂を非エネルギー起源CO₂として管理しています。

CO₂排出関連の定量データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：環境データ (P. 157)

非エネルギー起源CO₂の管理
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■ CCU技術の概念図

CO₂削減に向けた取り組み

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。

※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

CCU／ CCSへの取り組み

JFEスチール
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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。

一例として、JFEエンジニアリングが2019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413万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使用エネルギー原単位の削減を通じて
CO₂排出削減に努め、2015 年度から継続して省エネルギー法による削減目標を達成しています。これらの
取り組みにより、JFEエンジニアリング横浜本社は、2019年度「ヨコハマ温暖化対策賞」を受賞しました。
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、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

■ 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 （千t-CO₂）

※ 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

JFEエンジニアリング

■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（2019年度）
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JFE商事では、2001年に策定した環境方針のもと、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継続的に取り組んでいます。

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取り
組みも定着しました。2019年度は、主に5S活動による執務環境の改善、パソコン入替による電力量の削
減、 RPA化の推進による業務効率化を目標とした活動を推進し、環境負荷の低減に寄与しています。

また、従前より、環境方針・年度目標・オフィスおよび商品取引活動に関連する環境への取り組みを
記載したポケットサイズの社員携帯カードを全社員に配布することで、従業員の環境活動への意識向上を
図っています。

■JFE商事の電力使用量推移（千kWh）

JFE商事

■JFE商事グループのCO₂排出量（2019年度）

合計

34.7 千t-CO₂

中国 15.1
北中米 3.6

アジア 5.6

日本 10.5

※ 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
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詳細は以下をご参照ください

CO₂削減に貢献する商品・技術

環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 (P. 44)

一般社団法人日本鉄鋼連盟サイト 地球温暖化対策ページ (https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/index.html)

関連リンク
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JFEの気候変動問題への取り組みと今後の対応

JFEグループのTCFDへの対応
持続可能な社会を実現するため、JFEグループは世界最高の技術で気候変動問題への対応を進めるととも

に、レジリエントな社会の構築に貢献していきます。また、JFEグループは、気候変動問題のリスクと機会
への対応について、シナリオ分析をはじめとするTCFD提言に沿った情報開示を進めていきます。

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でリスクへの対応を進め、
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。今後さらに環境負荷低減プロセスの開発
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、これを機会と捉
え、気候変動問題の解決に貢献していきます。

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・保有しており、これを機会と捉え気候変動問題の解決に
貢献しています。今後ますます自動車の軽量化や電動化が進むと予測される中、JFEグループの持つ高張
力鋼板や電磁鋼板などの機能をさらに高めることにより、これらの実現に貢献していきます。また、再生
可能エネルギーのさらなる普及に貢献するとともに、リサイクル事業や省資源への取り組みを通じて、
CO₂削減に貢献します。

今後もパリ協定長期目標（2℃目標）達成に向けて、引き続き必要な技術の開発と普及に努め、地球温
暖化防止に貢献するとともに、すでに顕在化しつつある気象災害の激甚化に備えるため、社会インフラ向
け鋼材の供給や建設により、国土強靭化にも貢献して参ります。

詳細は以下をご参照ください。
気候変動問題への対応： 気候変動（地球温暖化防止） (P. 60)
CO₂排出削減関連の技術・製品： 環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 (P. 44)

JFEを取り巻く世の中の動き

1997 COP3京都会議「京都議定書」採択
2008 日本鉄鋼連盟「自主行動計画」開始
2013 日本鉄鋼連盟「低炭素社会実行計画」開始
2015 COP21にて「パリ協定」採択
2018 日本鉄鋼連盟「長期温暖化対策ビジョン（ゼロカーボン・スチール）」公表
2020 日本経済団体連合会「チャレンジ・ゼロ」プロジェクトをスタート

「チャレンジ・ゼロ」（チャレンジ ネット・ゼロカーボン イノベーション）は、（一社）日本経済団体
連合会が日本政府と連携し、「パリ協定」が長期的なゴールと位置付ける「脱炭素社会」の実現に向け、企
業・団体がチャレンジするイノベーションのアクションを、国内外に力強く発信し、後押ししていく新たな
イニシアチブです。

JFEグループは、「チャレンジ・ゼロ」宣言に賛同し、さまざまなイノベーションに挑戦していきます。

JFEグループの具体的な取り組みの内容は、以下の特設ウエブサイトに公表しています。
チャレンジ・ゼロ (https://www.challenge-zero.jp/jp/member/37)
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JFEホールディングスは、2019年5月27日、
TCFD※最終報告書の趣旨に対する賛同を表明しました。
※ G20財務大臣および中央銀行総裁の意向を受け、金融安定理事会（FSB）が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」。

TCFD提言とは

世界中気候関連のリスクと機会は中長期的に企業の財務に大きな影響を与えます。TCFDは、金融市場
が不安定化するリスクを低減するために、G20からの要請で金融安定理事会が立ち上げたタスクフォース
です。TCFDは、金融市場が気候関連のリスクと機会を適切に評価できるような情報開示方法を検討し、
最終提言書として公表しています。

投資家等が財務上の意思決定を行うに際し、気候関連のリスクと機会が投資先の財務状況にどのような
影響を及ぼすかを的確に把握していることが重要であるとの考えに基づき、組織運営における4つの中核
的要素である「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に関する情報を開示することを推奨
しています。

TCFD対照表は以下をご参照ください。
ガイドライン対照表 (P. 197)

JFEグループは、「JFEグループ企業行動指針」の中で、地球環境との共存を図るとともに、快適な暮
らしやすい社会の構築に向けて主体的に行動することを定めており、環境保全活動の強化や気候変動問題
への対応等の「地球環境保全」は持続可能な社会を実現するうえで非常に重要な課題として認識していま
す。

従来から取り組んできた製鉄プロセスにおけるCO₂削減や環境配慮型商品の開発と提供等の取り組み
について、円滑にPDCAを回し適切にマネジメントを推進するために、2016年度に「地球温暖化防止」を
CSR重要課題（マテリアリティ）として特定しました。

これらの取り組みについては、JFEホールディングスの社長が議長を務める「グループCSR会議」のも
と、グループを横断する「グループ環境委員会」を設置し、目標の設定、達成状況のチェック、グループ
全体のパフォーマンスの向上等について議論することにより、監督・指導しています。

特に気候変動問題など、経営にとって重要なテーマについては、グループ経営戦略会議でも審議し、
さらに取締役会への報告を行っています。取締役会は報告を受けた気候変動問題等の環境課題について議
論することを通じ、監督しています。

TCFD提言に沿った情報開示

ガバナンス
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「グループCSR会議」、「グループ経営戦略会議」または「経営会議」は、経営に影響を及ぼす可能性
のある課題についてモニタリングしています。モニタリング方法としては、各事業会社の環境委員会等で
審議した気候関連問題について四半期に一度報告を受けており、対策を講じています。グループ環境委員
会ではリスクに関する情報の集約と管理の強化を行い、リスクの発生頻度や影響の低減を図るだけでなく、
機会の最大化に努めています。

モ　　　　　をもとにした対策

1. グループとしての方針審議
2. 方針の浸透状況の監督
3. 議題や発生した問題への対処事例などの情報共有

リスクマネジメント体制に関しては以下をご参照ください。
リスクマネジメント (P. 153)

■ 取締役会に報告し、議論された気候変動問題に関する事案の例

 TCFD最終報告書の趣旨に対する賛同表明
 TCFD提言に沿った情報開示（シナリオ分析など）

グループ全体のガバナンス体制／ESG課題に関する取締役会における監督の現状について述べた社外役員
座談会に関しては以下をご参照ください。

コーポレートガバナンス体制 (P. 142)
環境マネジメント体制 (P. 37)
JFEグループレポート2020「社外役員が語る“JFEグループの価値創造基盤としてのESG”」
(https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/library/group-report/2020/pdf/9.pdf)

気候変動関連課題のモニタリング方法

気候変動問題に関わるさまざまなリスク・機会は、JFEグループの事業戦略に以下のように統合されて
います。JFEグループは、2018～2020年度の事業運営の方針となる「JFEグループ 第6次中期経営計画」
を策定し、持続的な成長を支える企業体質強化に向けた施策の一つとして、「持続的な社会の実現」への
貢献を重要な経営課題と位置付けています。そして、「ESG課題への継続的な取り組み」を主要施策の一
つとして取り組むことで、気候変動問題への取り組みを事業戦略に組み込んでいます。シナリオ分析をは
じめとするTCFD提言に沿った情報開示を進め、事業に影響を及ぼす重要な要因を選定し、リスク・機会
の特定・評価をしています。

JFEグループでは、地球環境の保全を最重要課題の一つと位置付け、製鉄プロセスにおけるCO₂排出削
減や水資源・エネルギーの再利用に加えて、環境に配慮した商品・プロセス技術の開発や資源循環ソ
リューションの提供により、環境負荷低減を積極的に推進する戦略を策定しています。また、気候変動問
題や環境保全に関わるさまざまな公共政策について、日本鉄鋼連盟などを通じて当社の考え方、意見を表
明するとともに、それらの活動に主体的に参画しています。

戦略
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気候関連リスクと機会を正しく認識したうえで、現在の事業戦略に及ぼす影響を評価し、将来の事業戦
略策定に活用していくものです。当社事業は気候変動の影響を大きく受ける可能性のある事業であるため、
以下の2つのシナリオを設定しました。

いずれのシナリオも国際エネルギー機関（IEA）が公表しているシナリオをベースとしつつ、カーボン
プライスについては2℃目標達成の実現性を高めるために主要排出国に共通で導入されることを前提とし
て分析を実施しました。

シナリオ分析

※1 出典：IEA「World Energy Outlook 2018」
※2 出典：IEA「Energy Technology Perspectives 2017」
※3 出典：IPCC「第5次評価報告書」
※4 国によってカーボンプライスが異なる場合、CO₂排出規制が厳しい国の産業と緩やかな国の産業との

間で国際競争力に差が生じ、その結果としてカーボンリーケージ（厳しい国の生産・投資が縮小して
CO₂排出量が減る一方、緩やかな国での生産・投資が拡大してCO₂排出量が増加する）を引き起こす
ことになります。参照シナリオであるSDSでは、先進国と一部途上国へのカーボンプライス導入が想
定されています。当社では、SDSを踏まえ、2℃目標達成の実現性を高めるために、主要排出国に共
通でカーボンプライスが導入されることを前提として2℃シナリオを設定しました。

設定シナリオ 2℃シナリオ 4℃シナリオ

参照シナリオ

移行面

国際エネルギー機関（IEA）による
移行シナリオ
・「持続可能な発展シナリオ
（SDS）」※1

・「2℃シナリオ（2DS）」※2

国際エネルギー機関（IEA）による
移行シナリオ
・「新政策シナリオ（NPS）」※1

・「参照技術シナリオ（RTS）」※2

物理影響面 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による気候変動予測シナリオ
・「代表的濃度経路シナリオ（RCP）」※3

社会像

今世紀末までの平均気温の上昇を
2℃未満に抑え、持続可能な発展を
実現させるため、大胆な政策や技術
革新が進められる。
脱炭素社会への移行に伴う社会変化
が、事業に影響を及ぼす社会を想定。
・全世界／産業共通のカーボンプラ

イス※4

・自動車販売に占める電動車比率拡
大

パリ協定に則して定められた約束草
案などの各国政策（新政策）が実施
されるも、今世紀末までの平均気温
が4℃程度上昇する。
温度上昇等の気候の変化が、事業に
影響を及ぼす社会を想定。
・洪水被害の発生回数増大
・海水面の上昇

分析対象事業と期間

JFEスチール：鉄鋼事業、JFEエンジニアリング： エンジニアリング事業、JFE商事：商社事業を対象と
し、一部グループ会社の事業も含めてシナリオ分析を実施しました。また、分析対象期間は2050 年までと
しました。
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日本鉄鋼連盟「長期温暖化対策ビジョン」との整合性

JFEグループの鉄鋼事業会社であるJFEスチールが所属する日本鉄鋼連盟は、2030年を目標年次とする
低炭素社会実行計画の達成に向けて取り組んできました。それに加えて、2018年11月には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スチールは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。「長期温暖化対策ビジョン」は、2100年までを見据えた最終的な「ゼロカーボ
ン・スチール」への挑戦を意味するものです。一方、当社グループのシナリオ分析は、長期的な挑戦の途
中段階において、当社グループの事業戦略の強靭性を確保していくことを企図しています。

※1 BAUシナリオ：BAU（Business as Usual、成り行き）シナリオ
※2 BAT最大導入シナリオ：BAT（Best Available Technology、先端省エネルギー技術）最大導入シナリ

オ
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■長期温暖化対策シナリオにおけるCO₂排出量の推移

■ 長期温暖化対策ビジョン達成に向けた取り組み
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事業に影響を及ぼす重要なリスク機会・要因の選定プロセス

STEP1： 対象事業に影響を及ぼす要因をバリューチェーン上で俯瞰して整理
（バリューチェーンにおけるリスクと機会の詳細： JFEグループのバリューチェーン(P. 5)）

STEP2： 要因を網羅的に俯瞰したうえで、「要因に与える影響度」と「ステークホルダーの期待と懸念」
を勘案し、特に重要な要因を選定

設定シナリオ 2℃シナリオ 4℃シナリオ

調達への影響 ⑤気象災害多発による原料調達
不安定化

直接操業への影響
①鉄鋼プロセスの脱炭素化
②鉄スクラップ有効利用ニーズの

高まり
⑥気象災害による拠点損害

製品・サービス需要への影
響

③自動車向け等の鋼材需要の変化
④脱炭素を促進するソリューション

需要の拡大
⑦国土強靭化

影響度 ステークホルダーの期待と懸念 重要な要因の選定

重要な要因の選定軸： ●影響度（リスク機会が発生する可能性×発生した場合の影響の大きさ） ●ステー
クホルダーの期待と懸念
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シナリオ分析結果
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シナリオ分析の評価概要

世界に先駆けて脱炭素化を実現すべく、革新技術の開発を推進。革新技術の導入による投資に耐え
うる財務基盤を維持し、脱炭素社会への移行に大きく貢献。

JFEスチールでは従来から省エネルギー技術開発による製鉄プロセスの高効率化、脱炭素化に積極的に
取り組み、世界最高レベルのエネルギー効率を誇る製鉄プロセス技術を確立しています。さらなる脱炭素
化を進めるため、水素還元やCCSなどによるCO₂排出量削減が期待される革新的製鉄プロセス
（COURSE50、フェロコークス）開発を推進していきます。

COURSE50は水素還元技術で約10%、CCSで約20%、合計で約30%のCO₂排出量削減を目指す技術です。 
2030年頃までに実機化し、高炉関連設備の更新タイミングに合わせて2050年頃までの順次導入を目指しま
す。フェロコークスは高炉内での鉄の還元効率を改善し、CO₂排出量を大幅に削減する技術です。さらに、
最終的な「ゼロカーボン・スチール」の実現を目指して、2030年以降の水素還元製鉄技術等への挑戦も推
進していきます。

これらの革新技術の導入を重要課題として国と協力して推進していきます。また、その投資負担に十分
耐えうる財務基盤を有しています。

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）に建設し、2020年度から実用化に向けた試験を開始します。

FOCUS 重要な要因① 鉄鋼プロセスの脱炭素化

カーボンプライスは全世界共通で導入される場合、コスト競争力は維持

世界でさまざまな形で議論・導入されているカーボンプライスが、主要排出国に共通で導入される場合、
操業コストの増加分は当然に国内外の鉄鋼製品価格に反映されることになり、当社のコスト競争力は維持
されます。加えて、鉄鋼は競合素材の中で生産量あたりのCO₂排出量が最も少ないため、素材間のコスト
競争において鉄鋼の優位性を高めます。

一方で、日本など特定の国、地域に偏った形で導入された場合には、JFEグループ、特に鉄鋼事業に大
きな影響を与え、当社のコスト競争力が失われる可能性があります。そのため、今後の動向を注視してい
く必要があります。
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■ 革新技術の開発事例：フェロコークス製造プロセス
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スクラップ利用量が増大する一方で、長期的に粗鋼需要も増大するため高炉による銑鉄生産量
（転炉鋼）も増加。また、保有する電炉利用の拡大、電炉一貫施工技術の活用、スクラップ物流
の拡大によりJFEグループ全体の機会に。

電炉鋼の原料である鉄スクラップは、鉄の高度なバリューチェーンの中で既にほぼ全量回収され有効に
利用されています。2℃シナリオの世界では、鉄はSDGs実現のための基礎素材として活用され鉄鋼蓄積は
拡大し、スクラップ利用量も増加していきますが、人口と経済成長に伴って世界的な鉄鋼需要が進展し、
持続的な社会の発展を支えるために高炉による銑鉄（転炉鋼）生産も増加すると推算しています（日本鉄
鋼連盟：長期温暖化対策ビジョン）。また、現在の技術では転炉鋼でのみ実現可能な高品質鋼材も多数存
在します。転炉鋼と電炉鋼はそれぞれの用途に応じて共存していきます。

JFEグループは、電炉鋼ニーズの高まりや世界的なスクラップ発生増大を機会ととらえ、グループの電
炉鋼製造を推進するとともに、最新鋭の省エネルギー電炉設備を一貫施工するエンジニアリング技術を活
用し、事業機会を獲得していきます。また、そのほかのスクラップ利用技術も開発を進め、鉄鋼業全体で
のスクラップ利用を拡大させます。

一方、スクラップ利用の拡大は、それを流通させる物流の拡大をもたらし、JFE商事での物流ビジネス
拡大に繋がります。

FOCUS 重要な要因② 鉄スクラップ有効利用ニーズの高まり

世界的に自動車販売台数が増加する中、EVモーター用の電磁鋼板需要および特殊鋼需要も増加。
自動車用高張力鋼板の高強度化がさらなる軽量化に貢献。

自動車のEV化は、EVモーター用の電磁鋼板の需要を急拡大させます。JFEスチールは既にエコプロダ
クトの一つとして、モーター用途に「無方向性電磁鋼板JNEシリーズ」を製品化し、高いシェアを得てい
ます。

自動車のEV化によって使用量が減少する可能性があると指摘されているのは、エンジン関連に使用さ
れる特殊鋼です。特殊鋼の使用量は、ガソリン車を基準とすれば、HV車で約8割、EV車で約6割と減少し
ます。しかし、2℃シナリオにおいても自動車の販売台数は増加すると予想されており、自動車向け全体
の特殊鋼需要は増加していくため、リスクは小さいと考えられます。

一方、EV車においても車体骨格の軽量化が強く求められる状況に変化はありません。JFEスチールは、
エコプロダクトの一つとして「1.5ギガパスカル級冷延鋼板」を開発し、自動車用鋼板として実用化しまし
た。この自動車用鋼板は非常に高い強度を有し、車体骨格の大幅な軽量化が可能です。これにより自動車
走行時のCO₂排出量が大幅に削減されます。

FOCUS 重要な要因③ 自動車向け等の鋼材需要の変化
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■ 鉄鋼生産・スクラップ利用量の需給想定
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■ 世界の自動車用特殊鋼需要推計 ■世界の自動車用電磁鋼板需要推計

FOCUS 重要な要因④ 脱炭素を促進するソリューション需要の拡大

縦軸：鋼材需要量（INDEX：2020年の需要推計値を1.00とする）
出典：「自動車新時代戦略会議（経済産業省）」資料より当社推計

脱炭素化に繋がるリサイクル性の高さが再注目され、鋼材需要が増加。

鋼材は高い品質を維持したまま、多様な製品に何度でも生まれ変わることが可能なリサイクル性の高い
素材です。今後、社会全体において脱炭素化に繋がる資源循環の促進が想定されます。その中で、鋼材の
リサイクル性の高さが再注目されるでしょう。

自動車マルチマテリアル化の影響は限定的。

自動車軽量化のための代替素材として、アルミニウムや炭素繊維強化プラスチックが想定されますが、
鋼材と比較して製造コストが高く、またライフサイクルでのCO₂排出量が高いことが指摘されています。
したがって、カーボンプライス導入が想定される2℃シナリオでは、鋼材と代替素材の価格差はさらに拡
大します。そのため、マルチマテリアル化は高級車では一定程度進展するものの、大衆車では限定的と考
えられます。また、仮に高級車のドア等のパネル部品がすべてアルミニウムに置き換わる場合でも、その
重量減の影響は高級車と大衆車の全車体材料の5%であると想定されます。これに、自動車生産台数の増加
を加味すると、自動車車体向け全体の鋼材需要への影響は限定的と考えられます。

ソリューション（再生可能エネルギー発電／多拠点一括エネルギーネットワークサービス／リサイ
クルプラント、省エネルギー鉄鋼技術）の提供で貢献

【再生可能エネルギー発電】

炭素を排出しない再生可能エネルギーを利用した発電プラントの需要は今後ますます増加すると考えら
れます。JFEグループでは、エンジニアリング領域において、バイオマス※1・地熱※2・太陽光発電※3など
の設計・調達・建設・運営を事業として展開しています。

また、資源循環と有効活用の観点から、廃棄物処理施設でも発電量増加への取り組みが進んでいます。 
JFEエンジニアリングでは、ごみ焼却炉の発電量の増加につなげることが可能な完全自動運転※4に取り組
んでいます。

さらに、これら再生可能エネルギーをメイン電源とした電力の小売事業※5、ならびに再生可能エネル
ギーを活用したエネルギーの地産地消に焦点を当てた「地域新電力※6」の設立・運営の支援にも積極的に
取り組んでいます。
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※1 JFEエンジニアリングサイトのバイオマスページ (https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/s02.html)
※2 JFEエンジニアリングサイトの発電プラントページ (https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/gene01.html)
※3 JFEテクノスサイトの太陽光発電システムページ (https://www.jfe-technos.co.jp/photovoltaics)
※4 JFEエンジニアリングサイトのオペレーション&メンテナンスページ
(https://www.jfe-eng.co.jp/products/environment/ope03.html)
※5 アーバンエナジーサイトの小売電気事業ページ (https://u-energy.jp/service/retail.html)
※6 アーバンエナジーサイトの地域新電力支援事業（自治体向けサービス）ページ
(https://u-energy.jp/service/municipality.html)

バイオマス発電プラント

【多拠点一括エネルギーネットワークサービス】
これまで一般的であった拠点単位のエネルギー最適化にとどまらず、JFEエンジニアリングでは、複数

の拠点を一括管理しエネルギー最適化を提供するサービス「多拠点一括エネルギーネットワークサービス
（JFE-METS） ※1 」を展開しています。複数の拠点でのエネルギー消費実態を分析し、各拠点に全体最適
となるエネルギー関連設備を配置、運営し、遠隔地も含めたエネルギー融通を実施することで、総合的に
省エネルギー、CO₂削減を実現します。

廃棄物発電プラント

※1 JFEエンジニアリングサイトのサイトの「JFE-METS」
(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2019/PDF/20200130.pdf)

【リサイクルプラント】
リサイクル素材をプラスチック製品の製造に使用し、化石燃料由来原料の新規使用を削減していく取り

組みも進んでいます。JFEエンジニアリングはリサイクルプラント※1 の設計・調達・建設の一貫施工およ
び運営を、J&T環境はプラスチックリサイクル※2を事業展開しています。

また、製造プロセス等の技術開発のみでは、産業全体での完全な脱炭素を実現することはできません。
そのため、CCU・CCS（CO₂有効利用・貯蔵）設備の需要が増加すると考えられます。JFEエンジニアリン
グは、CCU・CCS設備の設計・調達・建設を一貫して実施することが可能です。

※1 JFEエンジニアリングサイトのリサイクルページ (https://www.jfe-eng.co.jp/products/recycle/rec01.html)
※2 J&T環境サイトのリサイクルページ (https://www.jt-kankyo.co.jp/business/products/)

【省エネルギー鉄鋼技術】
鉄鋼業の側面では、世界の粗鋼生産の5割弱を占める中国や、さらなる生産拡大が見込まれるインド等

において、エコソリューション（省エネルギー鉄鋼技術）の普及の余地は十分あります。日本で普及して
いる先進的な省エネルギー技術を国際的に移転・普及した場合のCO₂削減ポテンシャルは、全世界で4億t-
CO₂超に達します。（エコソリューションによる2030年における日本の貢献は約8,000万t-CO₂と推定され
ます）
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重要な要因⑤ 気象災害多発による原料調達不安定化

代替調達・ソース分散による対応を推進中。

原料の主要調達先である豪州では、台風発生が倍増することが想定されます。そのため、豪州で一定期
間生産・出荷が途絶えた場合、生産への影響は避けられず、状況によっては被害を受ける可能性がありま
す。

これに対する対策として、代替調達・ソース分散を進めています。
「代替調達・ソース分散」： 中国港湾在庫からのスポット調達、近距離ソースであるロシア、インド

ネシアなどからの調達増加や、豪州で被害を受けていない地域の積出し
港から別銘柄の購入前倒し・契約増加で対応。また、グル―プ会社であ
るPhilippine Sinter Corporationでの備蓄および外部ヤードの活用を実施。

重要な要因⑥ 気象災害による拠点損害

洪水・渇水災害対策は既に推進中。海面上昇による浸水影響は対応可能なレベル。

今後、台風や大雨が激甚化し2018年に発生した西日本豪雨レベルの災害発生頻度が増加することを想
定して、被害を最小限に抑えるべく対策を進めています。現在、製鉄所の洪水災害対策として約65億円の
投資を行い、排水設備の増強等を実施しています。また、既に製鉄所の渇水災害対策として約35億円の投
資を行い、海水を淡水化する装置などを一部の製鉄所に導入しました。1994年に発生した渇水災害以降、
甚大な渇水災害は発生していませんが、今後、発生頻度が増加した場合でも被害を最小限に抑えるべく対
策を進めています。

製鉄所はいずれも海岸部に位置しており、海面上昇による浸水リスクがあります。2050年頃までを想
定した場合、海面上昇は20～30cmと考えられます（2100年時点で気候変動影響が最も著しく発現する場
合で70cm程度の上昇）。これは、高潮による浸水が生じるほどの海面上昇ではないため、現状の対策で対
応可能であると考えられますが、今後の気象災害の状況を分析しつつ、将来に備えていきます。

重要な要因⑦ 国土強靭化

「高強度H形鋼・鋼管杭」「ハイブリッド防潮堤」「鋼製砂防堰堤」等でインフラ強化に貢献。

JFEグループは、国内での近年における気象災害の頻発化・激甚化を重く受け止めています。国民生活
が危険にさらされることは非常に大きなリスクであり、国民の生活・経済活動に欠かせない重要インフラ
の機能を維持するための防災・減災対策、国土強靭化への貢献はJFEグループの使命です。

高強度H形鋼・鋼管杭や鋼矢板等の建設用鋼材を用いた重要構造物の耐震化や決壊が頻発している堤防
の補強、ハイブリッド防潮堤※1や鋼製砂防堰堤等の災害対策関連製品、さらにはインフラ更新工事への対
応まで、JFEグループの総力を結集して貢献していきます。

※1 JFEエンジニアリングサイトの鉄構インフラページ
(https://www.jfe-eng.co.jp/products/bridge/co01.html)

ハイブリッド防潮堤

鋼製砂防堰堤
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JFEホールディングスが持株会社として、「内部統制体制構築の基本方針」に基づきグループの包括的
なリスク管理を担っています。JFEホールディングスの社長が議長を務める「グループCSR会議」を通じ
て情報の集約と管理の強化を行い、リスクの発生頻度や影響の低減を図っています。気候変動問題などを
はじめとするESGリスクの管理についても、担当執行役員などがリスクの認識に努め、必要に応じ適切な
会議体において確認・評価し、その対処方針を審議・決定しています。

取締役会は、気候変動問題などのESGリスクやCSRに関する取り組みについて、その重要事項について
報告を受け議論することを通じ、監督しています。

気候関連リスクの企業レベルでの特定・評価については、TCFDから提言されたフレームワークに従い
シナリオ分析を踏まえて行っています。事業に影響を及ぼす重要な要因を選定し、より詳細な影響を分析
することによって将来の事業戦略策定に活用しています。

詳細は以下をご参照ください。
ESGリスク管理を含むCSR推進体制： CSR推進体制 (P. 28)
全社リスクマネジメント： リスクマネジメント (P. 153)
気候変動課題を含む環境マネジメント： 環境マネジメント (P. 37)

JFEグループは、鉄鋼事業会社であるJFEスチールが所属する日本鉄鋼連盟にて策定された、3つのエ
コと革新的製鉄プロセス開発を柱とする低炭素社会実行計画を推進しています。この計画では、日本鉄鋼
連盟として、2020年度までに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）に対して300万t-CO₂削減、2030年度までに900万t-CO₂削減を目標とし
ており、 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。

日本鉄鋼連盟は、これらの取り組みに加え、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。

また、JFEグループは、鉄鋼事業を取り巻く環境変化に対応すべく事業構造改革を実施していく中で、
地球規模の気候変動問題の解決を通じた持続可能性の向上を目指していきます。そして、本年を気候変動
問題へのさらなる対応強化の節目の年と位置付け、以下のCO₂削減目標を掲げ、CO₂排出量削減に向けた
取り組みを積極的に推進していきます。

リスク管理

指標と目標

2030年に向けて

●

●

グループのCO₂排出量の大部分を占める鉄鋼事業において、2030年度のCO₂排出量を2013年度比
で20％以上削減することを目指して、既存技術やさまざまな革新的技術等を最大限に活用し、実
現可能なシナリオの検討を推進します。

日本鉄鋼連盟の低炭素社会実行計画には、これまで同様、主体的に参画しつつ、個社として可能
な限りのCO₂排出削減を実現するため、新たにプロジェクトチームを立ち上げ、目標達成に向け
たさまざまな施策の検討を開始します。

■ JFEグループのCO2削減目標
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2050年に向けて

●

●

長期的には、社会全体の脱炭素技術インフラの整備が進むことと合わせて、2050年以降のできる
だけ早い時期にJFEグループのカーボンニュートラルを実現すべく、取り組んでいきます。

2050年までのできるだけ早い時期に、カーボンニュートラルを実現する新技術のメニューが提示
可能となるよう、研究開発を加速させます。

詳細は以下をご参照ください。
低炭素社会実行計画： 鉄鋼業界の取り組み (P. 85)
気候変動関連の目標と実績： JFEグループのCSR重要課題 (P. 20)
気候変動に向けた取り組み： 気候変動（地球温暖化防止） (P. 60)

気候変動問題への対応

JFEグループは気候変動問題への対応を極めて重要な経営課題の一つと捉え、持続的な成長
を支えるためのリスクと機会への対応について情報開示を進めてまいります。

JFEグループにとって、気候変動問題への対応は事
業リスクの観点だけでなく、持続可能な社会の実現に
貢献する機会としても極めて重要な経営課題です。

2017年に最終提言が公表されたTCFDは、「シナリ
オ分析」という手法を用いて企業の気候変動問題に対
するレジリエントな戦略の開示を求めています。JFE
グループは2019年5月、TCFD の提言に賛同すること
を表明しました。CSR報告書2019で初めて、その提言
に沿った開示を行い、2℃、4℃それぞれのシナリオに
おけるリスク対応だけでなく、革新的製鉄プロセス開
発や環境配慮型商品・技術、国土強靭化などによる課
題解決への貢献も示しました。そして、本年を気候変
動問題へのさらなる対応強化の節目の年と位置付け、
JFEグループとして新たなステージへの一歩を踏み出
していく考えです。

2030年に向けて、グループのCO₂排出量の大部分
を占める鉄鋼事業において、2030年度のCO₂排出量を
2013年度比で20％以上削減することを目指し、実現可
能なシナリオの検討を推進していきます。また、2050
年以降のできるだけ早い時期にJFEグループのカーボ
ンニュートラルを実現すべく、さまざまな施策に取り
組んでいきます。

今後も引き続き、事業戦略に及ぼす影響を評価し、
将来の事業戦略策定に活用していくべく、シナリオ分
析の深化を進めていくとともに、対応すべき施策に積
極的に取り組んでいきます。投資家をはじめとしたさ
まざまなステークホルダーの方にご覧いただき、JFE 
グループの対応をより理解していただく対話の材料と
なることを期待しております。

JFEホールディングス株式会社
専務執行役員
藤原 弘之
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鉄鋼業界の取り組み

85

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。

日本鉄鋼連盟での取り組み

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。

■ 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

出典：日本鉄鋼連盟公開内容より作成

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

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

2018年度末進捗 BAU比で221万t-CO₂削減
（省エネ等）

国内、輸出合わせて3,106万
t-CO₂削減貢献 6,553万t-CO₂削減効果
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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2018年度実績では、BAU排出量※に対して221万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。

※ 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

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。

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）に建設し、2020年度から実用化に向けた試験を
開始します。

革新的製鉄プロセスの開発

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※（2018年度生産量697万ト
ン、粗鋼生産比 6.8%）によるCO₂削減量は、2018年度断面で3,106万トン（国内1,010万トン、海外2,096
万トン）と推定しています。

※ 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

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）
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高機能鋼材5品種の国内外での使用※によるCO₂削減量（2018年度）

87

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のメンバーとして地球規模でのCO₂排出削
減にも協力しています。

グローバルでの業界の取り組み
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JFEスチール

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、それら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。

※ 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。

■ 鉄鋼材料のライフサイクルの概念図

関連リンク

一般社団法人日本鉄鋼連盟サイト 地球温暖化対策ページ (https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/)

一般社団法人日本鉄鋼連盟サイト 鉄鋼製品のLCAページ (https://www.jisf.or.jp/business/lca/index.html)

一般社団法人日本鉄鋼連盟サイト ISO 20915 の発行について (https://www.jisf.or.jp/news/topics/181128.html)

一般社団法人日本鉄鋼連盟サイト JIS Q 20915 の発行について
(https://www.jisf.or.jp/news/topics/190620.html)

88



TOP
MESSAGE

JFEグループが
目指すもの

CSR
マネジメント 環境 社会 ガバナンス ESGデータ集 社外からの

評価 編集方針 ガイドライン
対照表

JFEグループ CSR報告書 2020

汚染防止（大気・水環境の保全）

89

基本的な考え方

JFEグループにとって、地域社会の皆様はもとより、地球環境・社会との共存・共栄を事業継続のため
の重要な経営課題と位置付けており、大気・水環境への汚染物質排出抑制、環境保全設備への積極的な投
資や内部統制・環境教育の充実などに継続的に取り組んでいます。また、保有する環境保全技術を途上国
を中心に移転・普及させることで、地球規模での汚染の防止に貢献していきます。

大気への排出抑制

JFEスチールでは、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）の主要排出源である焼結工場への脱硫・
脱硝装置の設置をはじめ、加熱炉への低NOx バーナ導入、低硫黄燃料などへの転換により排出抑制に努め
ています。また、構内清掃の強化、原料ヤードへの散水設備・防風フェンスの設置、集塵機の増強・能力
向上などにより、粉塵飛散の抑制に努めています。

JFEスチール

■ SOx排出量推移

※ 集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社13社

■ NOx排出量推移

※ 集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社13社



TOP
MESSAGE

JFEグループが
目指すもの

CSR
マネジメント 環境 社会 ガバナンス ESGデータ集 社外からの

評価 編集方針 ガイドライン
対照表

JFEグループ CSR報告書 2020

■ COD（化学的酸素要求量）推移

※ 集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社12社

JFEエンジニアリング横浜本社（鶴見製作所を含む）および津製作所からの排水は、公共用水域もしく
は公共下水道に排水されています。それぞれの排水は、窒素、リン、CODなどを定期的に測定し、水質汚
濁防止法および下水道法にしたがって適正に管理しています。

JFEエンジニアリング

■ 公共水域への排水におけるCOD（化学的酸素要求量）の推移

※ 年間の最大値を報告しています。

水資源の汚染防止

製鉄プロセスで使用した水を公共水域へ排水する場合、徹底した浄化処理により環境負荷低減に努めて
います。水質汚濁防止法で定められた排水基準よりも厳しい内容を含む協定を各地域の行政と締結してい
ますが、継続的に協定を達成するために、より厳しい自主管理基準を定めて水質改善に取り組んでいます。
2019年の排水における水質の指標であるCOD（化学的酸素要求量）は3.2t/日でした。

JFEスチール

JFEエンジニアリングでは、大気汚染防止法や関連する地方条例にしたがい、横浜本社（鶴見製作所を
含む）と津製作所において排出される窒素酸化物（NOx）濃度を定期的に計測するなど、ばい煙発生施設
の適正な管理を実施しています。また、建設工事現場においてはNOx・PM 法およびオフロード法（特定
特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律）に適合した建設機械、工事連絡車を使用して環境の保全に努
めています。

JFEエンジニアリング
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化学物質の管理・排出抑制

化学物質の自主的な削減を進め、環境負荷低減に努めています。PRTR制度（化学物質排出移動量届出
制度）の届出物質については、法令にしたがって排出・移動量を報告しています。2019年度の大気・公共
用水域への化学物質排出量は488トンです。

JFEスチールは、日本鉄鋼連盟の策定したVOC排出量削減に向けた自主行動計画（2010年度に2000年度
比30%減）をもとに、排出量1,078トン以下を目標と定めて削減に取り組んできました。その結果、2010年
度に目標の30%を大幅に上回る削減を達成し、その後も50%を超える削減を継続しています。今後も排出
量が増加しないように、フォローアップを継続していきます。

JFEスチール

■ PRTR届出物質の排出量・移動量推移

※ 集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社18社

■ VOC排出量推移
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JFEエンジニアリングの製造拠点（鶴見・津）において、PRTR制度（化学物質排出移動量届出制度）
の対象となる化学物質の主要なものは、製品の塗装に使用されるキシレンなどの有機溶剤や溶接時に発生
するマンガンおよびその化合物などです。これらの化学物質は、法令にしたがって排出・移動量を報告し
ています。

JFEエンジニアリング

■ PRTR届出物質の排出量・移動量推移

※ 集計範囲：JFEエンジニアリングの国内連結子会社4社

PRTR関連の定量データは以下をご参照ください。
ESG データ集：環境データ (P. 157)

JFEグループにおけるPCB廃棄物の適正管理

PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物は、各事業所において適正に保管・管理しています。高濃度PCB 
廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業（株）（JESCO）の計画にしたがって処理を進めています。
J&T環境（株）の横浜エコクリーン工場および水島エコワークス（株）では、微量PCB 汚染絶縁油の処理
を行っており、JFEグループ内外の微量PCB絶縁油の削減にも貢献しています。

JFEグループにおけるPCB廃棄物の適正管理

環境の保全に関する商品・技術の詳細は以下をご参照ください。
環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 (P. 44)
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資源有効活用（資源循環）

93

基本的な考え方

新興国の経済成長によって資源枯渇や環境汚染などの問題が一層顕在化することが予想されます。鉄は
回収が容易で、リサイクル性に優れた素材であり、同じ材料製品の原料として無限にリサイクルが可能で
す（クローズド・ループ・リサイクル）。JFEグループは製鉄プロセスでの副産物の再資源化、工事現場
での廃棄物削減、鉄スクラップのグローバル循環など、グループ内それぞれの特徴を活かして資源循環に
貢献しています。

副産物の発生・排出抑制と有効利用

鉄鋼スラグ（製鉄工程の副産物）や、高炉・転炉の鉄系ダスト、水処理スラッジなどの副産物について
は、再資源化率99%以上を目標に、発生・排出抑制に努めています。鉄分を多く含むダストやスラッジに
ついては、製鉄原料への再利用を進めています。また、鉄鋼スラグについてはセメント材料や土木材料な
どで有効利用しています。さらに、環境修復材（生物付着基盤や海域環境改善材として有効に機能する
「マリンストーンⓇ」など）への活用を推進しています。その結果、2019年度のスラグ・ダスト・スラッ
ジ再資源化率は99.7%となっており、再資源化率の目標値99%以上を継続して達成しています。

JFEスチール

■副産物の最終処分量・再資源化率推移

※ 集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社25社

JFEグループの資源循環の推進

JFEグループは各社の事業特性に合わせた資源循環の目標を設定して活動を推進しています。また鉄ス
クラップリサイクルやバイオマス燃料化・廃棄物発電など、生産工程と製品・サービスの各々で資源効率
の向上を目指しています。

副産物関連の定量データは以下をご参照ください。
ESGデータ集：環境データ (P. 157)
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JFEエンジニアリングにおける主要な廃棄物は、建設工事から排出されるがれきや汚泥などの建設廃棄
物と、鶴見製作所、津製作所から排出される産業廃棄物です。これらは、環境目標としてリサイクル率を
設定し、適切な分別のうえでリサイクル率の高い処理業者へ委託するなどの取り組みにより、産業廃棄物
の排出削減および資源循環の推進に努めています。

横浜本社はリデュース、リユース、リサイクルの3R への取り組みにより、2012 年度より継続して横浜
市から「3R 活動優良事業所」に認定されています。また、JFEエンジニアリンググループでは、ペットボ
トルリサイクル事業や食品廃棄物リサイクル事業を通じて、循環型社会の実現に向けた取り組みを推進し
ています。

JFEエンジニアリング

リサイクルの推進

■ JFEエンジニアリンググループの廃棄物発生量（2019年度）

※ 集計範囲：JFEエンジニアリング単体、国内連結子会社10社

■ 廃棄物発生量の推移（現地工事部門）

製作所における産業廃棄物の発生量およびリサイクル率は以下をご参照ください。
ESGデータ集：環境データ (P. 157)

94



TOP
MESSAGE

JFEグループが
目指すもの

CSR
マネジメント 環境 社会 ガバナンス ESGデータ集 社外からの

評価 編集方針 ガイドライン
対照表

JFEグループ CSR報告書 2020

商品・技術（資源循環）

資源循環に関する商品・技術の詳細は以下をご参照ください。
環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 (P. 44)

JFEグループの資源循環ソリューション

JFEグループでは、循環型社会の形成に向けてさまざまな側面からの取り組みを行っています。製鉄所
では、製鉄プロセスにおける原料や水などの資源の有効利用に加え、使用済みプラスチックを高炉原料と
して使用するなど、再生資源の利用を促進しています。さらに、製鉄プロセスから発生する副産物を有効
利用する取り組み、鉄スクラップをグローバルに循環させる取り組みを行っています。
また、エンジニアリング分野では、廃棄物の焼却プラントや汚泥消化プラントを建設してお客様に提供

することに加え、自ら廃棄物リサイクル事業やエネルギー供給事業を展開し、資源循環のソリューション
を提供しています。
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水セキュリティ（水資源の保全）

96

基本的な考え方

JFEグループでは、中核事業の鉄鋼製造プロセスにおいて、製品や設備の冷却・洗浄に大量の淡水を使
用するため、水源やその周辺のステークホルダーへの影響を考慮した水資源の効率的な利用は重要な課題
です。この課題に対応するため、製鉄所などでは可能な限り水を循環利用し、取水量を減らすための循環
システムを構築しており、水の循環利用率に対して高い目標を設定して管理しています。

また、国内製造拠点においては、これまでも渇水や洪水などの水に関する気象災害への対策を行ってき
ましたが、気候変動影響による頻度の増加や激甚化を想定し、代替手段の確保や防潮堤のかさ上げなど、
対策の強化に取り組んでいます。さらに、グループの国内外に広がる事業拠点やサプライチェーンにおけ
る、取水元の渇水リスクや排水先の汚染リスクなど、水資源に関するリスクを把握したうえで、そのなか
で水ストレスを抱える地域ではステークホルダーとの対話を通じて、適切な対応を進めていきます。

JFEスチールでは、過去の渇水や洪水被害事例と気象庁予測などのデータや、シナリオ分析の結果をも
とに水リスク抽出と評価を行い、さらに世界の各地域における渇水や洪水など全般的な水リスクを評価す
るマッピング・ツールである世界資源研究所（WRI）のAqueductを用いてさまざまな側面から製造拠点周
辺の水リスクを再評価しています。WRIによれば日本は水不足地域には指定されていないものの、気象状
況により渇水や洪水リスクがあるため、気候に左右される恐れのある製造拠点を特定し、BCPを策定する
などの対策を取っています。

JFEスチール

水リスクへの対応

JFEグループにおいて、水資源の問題は操業に大きな影響を与えるリスクとして認識しており、これま
でも渇水や洪水などの水に関する気象災害への対策を実施してきました。近年は、気候変動による災害の
発生頻度の増加や激甚化による影響を想定し、水リスクの適切な把握・管理を行っています。

グループを通じたリスク管理としては、「グループCSR会議」の議長を務めるCEO（代表取締役社長）
のもと、グループ横断の「グループ環境委員会」が水資源の適切な利用などを含む環境への取り組みを討
議・監督・指導しています。

また、全社的リスク管理の一環で、当社グループの事業における渇水や洪水被害事例と気象庁予測など
のデータおよびシナリオ分析の結果をもとに水リスクを抽出、分析、評価しています。そのなかでも、渇
水による取水制限や気象災害の激甚化による拠点への被害およびサプライチェーンの寸断を重要なリスク
として捉えており、水の循環利用、代替手段の確保、排水設備の増強などの対策の強化に取り組んでいま
す。

さらに、鉄鋼事業のサプライチェーンにおける安定調達を実現するため、石炭や鉄鉱石などの原料につ
いても、水害等による影響に関する過去データやシナリオ分析の結果を通してリスク評価し、代替調達先
の確保および調達ソースの分などを行い、リスクの低減に努めています。

水リスク分析とその対応
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水資源の効率的利用

JFEグループでは、中核事業の鉄鋼製造プロセスにおいて、製品や設備の冷却・洗浄に大量の淡水を使
用するため、水源やその周辺のステークホルダーへの影響を考慮した水資源の効率的な利用は重要な課題
です。この課題に対応するため、製鉄所などの製造拠点では可能な限り水を循環利用し、取水量を減らす
ための循環システムを構築しており、水の循環利用率に対して高い目標を設定して管理しています。

JFEスチールでは、冷却等で大量に使用する水の循環利用の目標を循環率90%以上と定めています。こ
れは使用時の蒸発量を考慮すれば極めて高い水準です。使用した水は生物処理や化学処理等の徹底した浄
化処理を行うことで循環率を高め、目標を継続達成しており、2019年度における工業用水の循環率は
93.4%と高い水準を維持しています。

JFEスチール

水の循環利用

■ 工業用水受入量・循環率推移

※1 工業用水循環率（％）＝（総使用量－工業用水受入れ量）／総使用量×100
※2 集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社25社

97



TOP
MESSAGE

JFEグループが
目指すもの

CSR
マネジメント 環境 社会 ガバナンス ESGデータ集 社外からの

評価 編集方針 ガイドライン
対照表

JFEグループ CSR報告書 2020

JFEエンジニアリング

■ JFEエンジニアリンググループの水使用量（2019年度）

※ 集計範囲：JFEエンジニアリング単体、国内連結子会社7社

JFEエンジニアリングおよびグループ各社は、それぞれの事業拠点において水の効率的な使用に努めて
います。

水使用量

水関連の定量データは以下をご参照ください。
ESGデータ集：環境データ (P. 157)
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生物多様性（生物多様性の保全）

99

基本的な考え方

JFEグループは、生物多様性保全を重要な課題と認識し、事業活動に伴う影響を評価したうえで、最小
限にとどめるよう配慮しています。例えば、重要な拠点である製鉄所およびその周辺地域の生態系への影
響を、最小限にとどめるためのモニタリングや保全活動等を行うなど、地域の皆様とともに取り組んでい
ます。また、海洋環境を再生する鉄鋼スラグ製品の開発や、自治体との共同研究、地域の皆様への環境教
育などを通して、事業活動以外の場での貢献も積極的に進めています。

事業活動による周辺地域の生態系への影響を最小限にとどめるために、拠点の状況に応じた生物多様性
のモニタリングや、構内の緑化・希少種の保全活動等を行っています。新たな製造拠点の建設や新規事業
を開始する場合は、法令に則り環境影響評価（アセスメント）を実施し、周辺地域や敷地内の生物多様性
の状況の確認、必要な配慮・保全を行っています。

JFEスチール

生物多様性の取り組み

JFEグループでは、地域の皆様とともに生物多様性の保全に向けた取り組みを行っています。

環境影響評価の実施

JFE扇島火力発電所の1号機老朽化に伴い、設備の更新工事を行いました。本計画を進めるにあたり「環
境影響評価法」および「電気事業法」に基づき、事業による環境への影響について予測・評価を行いまし
た。その結果、環境省レッドリスト2017に絶滅の危険が増大している種として登録されているクゲヌマラ
ンの生育が発電設備計画地内で確認されたことから、計画区域内に類似した環境に移植を実施し、個体群
の存続を図りました。

工事計画区域内の希少な植物を移植

クゲヌマラン
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JFEスチールでは、知多製造所内の環境池において、地域の方々を対象としたホタルの鑑賞会を2014年
より開催し、子どもたちによるホタルの放流などを行っています。

ホタル観賞会の開催

観賞会の様子

JFEエンジニアリング

水辺や山間部、あるいは大規模な建設工事では、周辺環境の保全の重要性に応じてお客様や関係機関に
よる調査が事前に実施され、工事に対して生物の保護を含むさまざまな環境保全の条件が提示される場合
があります。

JFEエンジニアリングは提示された条件に従い、例えば騒音や排水などによる周辺の生物への影響を最
小限にする施工方法を提案するなど、建設工事による影響を最小限にとどめることで生物多様性の保全に
配慮しています。製作所においては、周辺地域や敷地内の生物多様性の状況の確認、必要な配慮・保全を
行っています。

建設工事における取り組み

JFEエンジニアリングは、鶴見地区にある遊歩道「JFEトンボみち」内のビオトープ「トンボ池」を、地
域の子どもたちが生態系を学ぶイベントの開催場所として2009年から提供しています。

2019年は、近隣住民の方が中心となる「トンボみちファンクラブ」が、子どもたちにトンボの生態や地
域の環境を知ってもらうトンボ調査「トンボとり大作戦」を行いました。また、企業、市民、行政、専門
家が集まる「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」が、京浜臨海部の緑地の質向上と生物多様性に貢献す
る目的として、生息調査等を行っています。ビオトープに飛来するトンボを捕獲、マーキングして追跡す
るなどの調査活動を行っています。

地域の子どもたちが学ぶ場としてビオトープを提供
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外部イニシアチブへの賛同・参画

JFEグループは、「経団連自然保護協議会」の一員として、「経団連生物多様性宣言・行動指針（改訂
版）」に賛同するとともに、自然保護や生物多様性の保全に積極的に取り組んでいます。また、「生物多
様性民間参画パートナーシップ」にも参加し、NGO・研究者・公的機関等、さまざまな関係者を交えて、
情報共有や経験交流を図っています。

商品・技術（生物多様性の保全）

JFEグループは、（一社）日本経済団体連合会が日本政府と連携して進めているイニシアチブ「チャレ
ンジ・ゼロ」に賛同・参画し、「鉄鋼スラグ製品を活用した海域環境改善技術開発（横浜市と共同）」を
推進しています。その他、さまざまな生物多様性の保全に関する製品を開発しています。
環境の保全に関する商品・技術の詳細は以下をご参照ください。

環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 (P. 44)
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JFE21世紀財団

JFE21世紀財団では「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」に、2019年度の文化振興事業の一環として
協賛をしています。
「JFE21世紀財団」による社会貢献活動は、以下をご参照ください。

コミュニティ：「JFE21世紀財団」による社会貢献活動 (P. 136)
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環境コミュニケーション
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JFEグループは、すべてのステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを大切にしており、環境分
野においても積極的な取り組みを続けています。

操業地域における環境情報開示

JFEスチール東日本製鉄所では、大気、水質の環境情報をリアルタイムで公開しています。千葉地区で
は見学センター1階ロビー、京浜地区ではアメニティーホールおよび京浜ビル1階ロビーにおいてご覧いた
だけます。

京浜地区環境情報公開モニター

環境サイト「ecobeing」による情報発信

JFEグループは、幅広い方々へ環境に関する情報を発信するWebサイト「ecobeing（エコビーイン
グ）」に協力しています。連載されている「ecopeople」ではさまざまな分野の方が登場していますので
一度ご覧ください。
詳細は以下をご参照ください。

エコビーイング（ecobeing）サイト (http://www.ecobeing.net/)

環境に関する情報発信と交流

「みどりの小道」環境日記への協賛

エコをテーマに日々取り組んだこと、考えたことを日記に書いてもらうことで、子どもたちにも環境問
題を身近に感じてほしいという思いをこめて「みどりの小道」環境日記（主催：（一財）グリーンクロス
ジャパン）に協賛しています。
詳細は以下をご参照ください。

「みどりの小道」環境日記サイト (http://www.midorinokomichi.net/)
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2019年12月に開催された国内最大級の環境展示会「エコプロ2019」に、JFEグループは「JFEの技術で
持続可能な社会へ～つくる→つかう→リサイクル～」をテーマに出展しました。環境関連商品や技術を紹
介するとともに、グリーンクロスジャパンが主催するこどもエコツアー「エコプロキッズ探検隊」にも協
力しました。

また、10月に開催された東京湾の水産動植物の再生を謳った「東京湾大感謝祭2019」でも環境関連の
鉄鋼スラグ製品による海の環境再生、生物多様性への貢献を紹介をしました。

環境展示会「エコプロ2019」「東京湾大感謝祭」などへの参加

連日多くの子どもたちでにぎわった
JFEグループのブース

ドーム型シアターの映像と音に圧倒される
子どもたち

マリンブロック（鉄鋼スラグ製品）に
付着したサンゴと熱帯魚は毎年人気者

家族連れで賑わう東京湾大感謝祭の
JFEブース
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