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主なESG評価
「FTSE4Good Index Series、FTSE Blossom Japan Index」 の構成銘柄に選定
JFEホールディングスは2020年7月に、ロンドン証券
取引所の子会社であるFTSE Russellが開発した投資指数
である「FTSE4Good Index Series」および「FTSE
Blossom Japan Index」の構成銘柄に選定されました。
「FTSE4Good Index Series」は、ESG（環境・社会・ガ
バナンス）について優れた対応を行っている企業が選定
されており、サステナブル投資のファンドや他の金融商
品の作成・評価に広く利用されています。また、「FTSE
Blossom Japan Index」は、ESGの対応に優れた日本企業
のパフォーマンスを反映するインデックスで、GPIFが選
定するESG投資指数の一つです。

CDP2019による評価
CDPは、2000年に英国で設立されたESG評価機関(NGO)であり、機関投資家がESG投資に活用するた
めに、CDP質問書として企業にESG情報の開示を求めています。CDPは現在、「気候変動」「水セキュリ
ティ」「フォレスト（森林）」の3つを活動領域としており、それぞれ8段階で企業を評価しています。
CDPが収集する情報量は世界最大の規模になっており（日本では現在300社以上が回答）、機関投資家や
社会的責任投資のさまざまな指標に広く活用されています。
JFEグループは、気候変動、水セキュリティの2領域の回答を毎年行っており、CDP2019の質問書に対
しては情報開示の適正化を徹底し、高い企業評価を得ています。
【CDP2019評価】気候変動：B、水セキュリティ：A-、サプライヤー・エンゲージメント：A-

DBJ環境格付取得
日本政策投資銀行（DBJ）の「DBJ環境格付」は、DBJが開発し
たスクリーニングシステムにより企業の環境経営度を評価、優れた
企業を選定し、得点に応じて3段階の適用金利を設定するという
「環境格付」の専門手法を導入した世界初の融資制度です。2016年
3月、JFEホールディングスはこれまでの高度な環境経営の取り組み
が認められ、「環境への配慮に対する取り組みが特に先進的と認め
られる企業」という最高ランクの格付を取得し、同制度に基づく融
資を受けました。
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SOMPOサステナビリティ・インデックスに選定
JFEホールディングスは、SOMPOアセットマネジメン
ト社が運用する「SOMPOサステナビリティ・インデック
ス」(旧：「SNAMサステナビリティ・インデックス」)の
構成銘柄に9年連続で選定されています。同指標はESGの
評価が高い企業を採用しており、長期的な観点からの企業
価値評価を通じて投資家の資産形成に寄与することを目的
としています。

DBJ健康経営格付取得
日本政策投資銀行（DBJ）独自の評価システムにより、従
業員の健康配慮への取り組みが優れた企業を評価・選定し、
その評価に応じて融資条件を設定するという「健康経営格
付」の専門手法を導入した世界初の融資メニューです。
当社は、これまでの健康経営の取り組みが認められ、「従
業員への取り組みが特に優れている企業」として最高ランク
の格付を取得しました。

キャタピラー社より品質保証認証取得
JFEスチール西日本製鉄所（倉敷地区）とJFE商事は、
建設機械メーカーのキャタピラー社より2017年、2018年、
2019年、2020年の4年連続で品質保証認証であるSQEP
（Supplier Quality Excellence Process）のゴールドクラ
スの認証を取得しました。SQEPとは、ISO9001の要求事
項とキャタピラー社独自の要求事項を審査し、プラチ
ナ・ゴールド・シルバー・ブロンズの4段階の認証を行う
ものです。ゴールド認証は日本国内で数社しか取得して
おらず、高炉メーカーの認証取得は世界初になります。

ゴールド認証の楯を受領
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ESG 以外の外部評価
「DX銘柄2020」に選定
JFEホールディングスは、経済産業省と東京証券取引所が共同で発
表した「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄） 2020」
について、DXを積極的に推進する企業として、「DX銘柄2020」に選
定されました。
当社は、これまでに、中長期的な企業価値の向上や、競争力強化に
結び付く戦略的IT投資の促進に向けた取り組みの一環として、経済産
業省と東京証券取引所が共同で選定した「攻めのIT経営銘柄」に5年連
続で選定されています。本年より、当銘柄は、デジタル技術を前提と
して、ビジネスモデルを抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化に
つなげていく「デジタルトランスフォーメーション（DX）」に焦点を
当てた「DX銘柄」に変更されており、「攻めのIT経営銘柄」を含める
と6年連続での選定となります。
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主な外部表彰
第23回環境コミュニケーション大賞優良賞を受賞
2019年9月に発行した「JFEグループCSR報告書2019」が、環境
省及び一般財団法人地球・人間環境フォーラム主催の「第23回環境
コミュニケーション大賞」において、優良賞を受賞しました。当社
の入賞は初めてとなります。
「環境コミュニケーション大賞」は、CSR報告書や統合報告書、
環境経営レポートなどあらゆる媒体の中でのマルチステークホル
ダー向けの優れた環境報告書等を表彰することで、事業者を取り巻
く関係者との環境コミュニケーションを促進し、環境への取り組み
を一層活性化させることを目的とした制度です。今回は、環境報告
部門180点、環境経営レポート部門118点の応募作について審査が行
われ、当グループは環境報告部門の優良賞25点の一つに選ばれまし
た。 表彰式は、2020年2月19日（水）に品川プリンスホテルにて開
催されました。

詳細は以下をご参照ください。
「JFEグループCSR報告書2019」が第23回環境コミュニケーション大賞優良賞を受賞
(https://www.jfe-holdings.co.jp/release/2020/02/200220.html)

JFE-METSが2019年度「省エネ大賞 経済産業大臣賞」を受賞
JFEエンジニアリングが提供する「多拠点一括エネルギーネットワークサービス（サービス名称「JFEMETS」、以下、同）」が、2019年度省エネ大賞の製品・ビジネスモデル部門の最高位である「経済産業
大臣賞」を受賞しました。 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。
詳細は以下をご参照ください。
JFE-METS が2019 年度「省エネ大賞 経済産業大臣賞」を受賞 ～多拠点のエネルギー管理を一括で
行い省エネを実現～ (https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20200130.html)
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環境に関する情報発信と交流
■ 技術、商品開発等に関する表彰（2019年度）
表彰名

JFEスチール

JFEエンジニ
アリング

対象

主催

科学技術分野の文部科学
大臣表彰 科学技術賞（開
発部門）

革新的ミクロ組織制御による高強
度・高加工性薄鋼板群の開発

文部科学省

機械振興賞 機械振興協会
会長賞

世界最速を実現する調質圧延装置
の開発

（一財）機械振興協
会

大河内記念賞

超大型コンテナ船の脆性き裂伝播
を抑止する集合組織制御型極厚鋼
板の開発

(公財）大河内記念
会

省エネ大賞 省エネ事例部
門「省エネルギーセン
ター会長賞」

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活動

（一財）省エネル
ギーセンター

「ものづくり日本大賞」
内閣総理大臣賞

電気機器の省エネに貢献する省資
源型Si傾斜磁性材料の開発

経済産業省

全国発明表彰発明協会会
長賞

電気機器の小型高効率化に寄与す
る電磁鋼板の発明

（公社）発明協会

Derwent Top 100 グロー
バル・イノベーター
2018-19

JFEスチールの知的財産活動

クラリベイト・アナ
リティクス社

省エネ大賞 経済産業大臣
賞

多拠点一括エネルギーネットワー
クサービス「JFE-METS」

（一財）省エネル
ギーセンター

進歩賞（技術）

廃棄物焼却施設におけるボイラ腐
食対策技術の確立と発電量増大

（一社）日本エネル
ギー学会

優秀環境装置表彰 経済産
業省・産業技術環境局長
賞

AI・データ分析技術を導入した全
自動一般廃棄物焼却装置

（一社）日本産業機
械工業会
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機械振興賞 機械振興協会会長賞

大河内記念賞

「ものづくり日本大賞」内閣総理大臣賞

科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞（開発部門）

ガイドライン
対照表
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第三者意見

上智大学 名誉教授

上妻 義直 氏
1. 長期ビジョン・長期目標
今年度の最も画期的な成果はCO2排出量の長期的な削減目標を公表したことであると思います。
「2050年以降のできるだけ早い時期にグループのカーボンニュートラルを実現し、鉄鋼事業では2030年
度に2013年度比で20%以上の削減を目指す」という目標は、グローバルな製鉄業界のなかでも先進的なア
ルセロールミタルの長期目標に匹敵する革新的なコミットメントであり、現在のところ他のアジア各社の
追従を許さない意欲的な目標設定になっています。また、この目標は、「経済的持続性と環境的・社会的
持続性という二つの持続性を兼ね備え、長期にわたって価値創造し続ける強靱な企業グループを目指す」
という、これまで明言されてこなかったグループ長期ビジョンに関連して言及されており、長期ビジョン
と長期目標を明確にして、本格的に持続可能な社会への適応に取り組もうとする、JFEグループの経営姿
勢を印象づけています。

2. ジェンダー関連施策
ジェンダー関連では、JFEホールディングスが、2019年の女性監査役に続いて、2020年には女性取締
役を選任したことが特筆すべき成果です。将来的な女性役員の増加を下支えする女性管理職者数も、2020
年までに2014年8月比で3倍増という目標が2019年4月に前倒しで達成されており、すでに2025年までに5
倍増という新たな目標に更新されました。企業業績の向上に有意な相関があるといわれる女性役員の選任
は、長年日本企業の懸案事項になってきましたが、JFEグループの地道な努力は少しずつ結実しているよ
うで、今後の進展に大きな期待を抱かせています。

3. KPIの定量化
今年度はKPIの一部見直しが行われ、課題であった定量化も着実に進められています。また、取り組み
の達成度評価に向けて、評価基準も定量化されており、情報開示の透明性は一段と向上しました。異なる
事業会社グループからなる大企業が、組織行動に定量的な評価基準を設定し、それを公表するには相当困
難な社内調整の過程があったと拝察されますが、その困難を乗り越えて実行した点に持続的成長を目指す
JFEグループの強い決意を感じます。

4. 今後の課題
報告書がWeb開示になったことで、大量の情報がサイバー空間に蓄積され、必要な情報の検索に時間
と技術が必要になっています。報告書間の情報関連付けやWeb構成の見直し等を含めて、利用者にやさし
いWebの改善が望まれます。また、人権・環境デューディリジェンスの義務化がグローバルに進んでいる
ことから、その傾向に適合できる社内体制の整備も今後の課題になっています。
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立教大学
21世紀社会デザイン研究科 特任教授

河口 真理子 氏

今年で4年目のコメントとなります。4回のCSR報告書を通じてJFEグループの環境戦略の深化を確認す
る機会をいただきました。そのなかでも昨年のTCFDのシナリオ作成は日本企業としての先進的な取り組
みでした。今年はコロナ禍に社会の関心が向かっているなかで気候変動対策を飛躍させ、2030年までに
20％のCO2削減を、2050年までにはカーボンニュートラルを長期目標として掲げられました。燃料ではな
く原料として石炭を使う高炉の場合、脱石炭は製造工程の革新的イノベーションと大胆な業態転換などを
前提にしなければほぼ不可能だと思います。まさに経営の大英断だと敬意を表します。そして経営がこの
決断に至った背景には、昨年策定したTCFDのシナリオが脱炭素経営への道筋を示しそれが経営に浸透さ
れた成果だと考えます。
今報告書の「JFEグループのTCFDへの対応」に掲載されたTCFDの2℃、4℃シナリオの7つの重要な要
因（鉄鋼プロセスの脱炭素化、鉄スクラップ有効利用ニーズの高まり、自動車向けなどの鋼材需要の変化、
脱炭素を促進するソリューション需要の拡大、気象災害多発による原材料調達不安定化、気象災害による
拠点損害、国土強靭化）は、いずれもJFEにとっての中長期的なリスクや機会について経営の認識を示し
たものですが、気候危機時代における、地球環境、産業、社会が直面するリスクを示したものでもあり、
さまざまな事業体にとっても参考になります。では、こうした危機を想定した経営の舵取りをどうするか、
まさに多くのステークホルダーの関心事です。また、カーボンニュートラル実現に向けたCO2削減ロード
マップは、冒頭の大胆な脱炭素戦略の根拠として説得力があります。次回からは、TCFDシナリオを前提
に長期戦略を立てたという見せ方にすると説得力が増すと思われます。
コロナ禍に世間の関心が集中しグリーンリカバリーが提唱されているなかで、世界各地において気候
危機は確実に悪化しています。大型ハリケーンや台風、大規模な山火事など自然災害の影響が加速度的に
大きくなっています。次回は2℃、4℃シナリオから1.5℃シナリオへのバージョンアップを期待したいで
す。なおその場合、カーボンニュートラルという緩和策の強化に加え、異常気象への適応策、レジリエン
スの強化にシフトせざるを得なくなると考えます。今回の4℃シナリオでは抽象的に書かれているリスク
も、より具体的な対策が必要となります。
一方でレジリエントな建物、街インフラ整備は鉄鋼業としてビジネスチャンスにもなります。今回、
環境配慮型プロセス・商品のさまざまな技術や製品が紹介されていますが、技術カタログ的なので、これ
を戦略ごとに整理すると企業価値との関連がわかりやすくなります。
なお、今回の報告書では冒頭にグループ全体と事業部門別のバリューチェーンにおける社会課題、リ
スクと機会を開示しています。これはJFEグループの事業全体を理解する上で参考になります。特に、気
候変動の緩和と適応両面において現場では待ったなしに取り組まなければという切迫感が読み取れます。
一方で社会課題、人権や働き方については、キーワードを載せたというのんびりしたニュアンスを感じま
す。しかし鉄鉱石や石炭の採掘現場、それらの海上輸送というサプライチェーンにおける人権問題の重要
性は高まっています。モーリシャス沖で日本の貨物船が座礁しましたが、これも船員がWi-Fiにつながり
たくて航路を外れたのが原因ともいわれます。長い航海における人権配慮の重要性を示すと理解しました
が、鉱山の現場から船舶運航における乗務員や港湾労働者などの人権配慮についても経営課題として一段
の配慮が求められるようになると考えます。
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（前ページより続き）
人の問題といえば、グループの女性活躍について女性が少ない職場においてできる努力をされていると
思いますが、この分野では世界の流れから日本全体が大きく遅れています。役員会でのジェンダーダイ
バーシティは、女性のためではなく、経営のリスクやチャンスを把握するための企業価値向上策です。さ
らなる取り組みを期待します。女性比率が低いのは業態特性上仕方がない部分もあります。採用段階で女
性比率を上げると同時に、その比率が、ジュニアからシニアの管理職、そして役員までも減らないという
ような目標設定が実質的かもしれません。グローバル企業としては同時に役員会での国籍のダイバーシ
ティも期待いたします。
最後に、本報告書は鉄の価値や業界動向、個別の環境配慮型技術の説明なども詳細に記載されており、
鉄鋼産業の環境対策の教科書ともなる報告書です。ただし、業界と企業の活動が判別しづらいのがデメ
リットなので、業界動向や鉄鋼についての情報は別に小さく整理するなどの工夫がほしいです。
また、バリューチェーンを明示されたところで期待したいのが、エンジニアリング事業や電炉など、
サーキュラーエコノミーに資するグループ横断的な戦略です。鉄は資源として優位とはいえ有限ですし、
鉱山にさまざまな環境社会課題があります。今回の脱炭素化に加えサーキュラーエコノミーへのコミット
を掲げていただきたいです。そして日本のみならず世界を脱炭素とレジリエンス、サーキュラーでリード
されることを期待しています。
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