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環境マネジメント

環境理念

環境方針

環境理念・方針

環境マネジメント体制

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。

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。

また、第7次中期経営計画において、気候変動問題への取り組みを経営の最重要課題と位置付け、「JFEグループ環境
経営ビジョン2050」を策定し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて強力に推進しています。

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。

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
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詳細は以下をご参照ください。
グループCSR推進体制 （P.26）
第7次中期経営計画 （P.12）
JFEグループ環境経営ビジョン2050 （P.56）

グループ会社環境連絡会
構成メンバー

各事業会社環境担当者および
各グループ会社環境担当者

グループ環境連絡会
構成メンバー

JFEホールディングス
および各事業会社環境担当者

関連会社環境委員会

関連会社環境委員会

グループ会社
環境管理部会

JFEスチール地球環境委員会

JFEエンジニアリング環境委員会

JFE商事CSR推進会議（環境管理部会）

■ 環境マネジメント組織体制

環境マネジメントシステムの推進

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81社の総従業員数42,091名に対するカバー率は70%、
全拠点に対するカバー率は58%となりました。また、2020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。

S
T JFEスチール

JFEエンジニアリングでは、製作所、支店等の主要な拠点および商品を所掌する本部ごとに環境管理部門を設置し、
社長を委員長とする「環境委員会」により全社の環境マネジメントを統括しています。環境マネジメントシステムを運
用し、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
献に向けた取り組みを実施しています。2021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。

E
N JFEエンジニアリング
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JFE商事は、2000年に本社・大阪支社・名古屋支社でISO14001を取得し、その後全国に認証範囲を拡大しまし
た。国内グループ会社においても同じ環境マネジメントシステムのもと、認証取得と環境管理活動を推進しています。
また、海外のコイルセンターについてもISO14001の認証取得を進めています。

S
H JFE商事

各事業のISO14001関連の定量データは以下をご参照ください。
環境データ （P.198）

環境監査

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。

国内グループ会社における環境監査の様子

S
T JFEスチール

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。

E
N JFEエンジニアリング
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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年度はリモートによる教育機会の拡大にむけた取り組み
を行っています。

E
N JFEエンジニアリング

JFE商事グループは、ISO14001の認証取得グループ会社については、年に1回、ISO環境監査部が加工センターや
物流倉庫の環境法令遵守状況の確認を行っており、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
施しています。

S
H JFE商事

環境監査関連の定量データは以下をご参照ください。
環境データ （P.198）

環境教育

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。

S
T JFEスチール

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。認証取得範囲の全社員には「ISO社員携帯カード」を配布し、ISO14001活動
の内容が確認できるようになっています。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、新任役員研修の中で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。

S
H JFE商事

環境教育関連の定量データは以下をご参照ください。
環境データ （P.198）
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環境会計の考え方

環境設備投資と環境活動推進費用

環境会計

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。

2020年度の環境関連設備投資額は297億円、また環境活動推進費用額は1,040億円でした。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144億円と最も多く、次いで、大気汚染防止へ53億円、水質汚濁の防止に対して47億
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25%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329億円、地球温暖化防止（気候変動問題対応）に関する費用が252
億円、工業用水の循環利用に関する費用が169億円となりました。また、環境関連の研究開発費用は83億円でした。

設備投資の推移

環境活動の成果

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5,465億円にのぼり、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7,421億円に達しています。

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、2021年度は約9億円の省エネルギー効果を見込んでいます。
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■ 環境保全コストの内訳

主な内容
2020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 14 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 144 252

資源の有効活用
工業用水の循環 24 169

自社内発生物のリサイクル、廃棄物管理など 6 48

環境保全

大気汚染の防止 53 329

水質汚濁の防止 47 106

土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下の防止 0 6

その他 賦課金など — 16

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 8 83

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 — 6

合計 297 1,040

※ 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。
環境データ （P.198）

マテリアルフロー （P.198）
JFEスチール：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：360°JFEエンジニアリング「地球環境を守る」　（https://www.jfe-eng.co.jp/360_jfe_engineering/#env）

JFE商事：環境管理　（https://www.jfe-shoji.co.jp/csr/environment/）

関連リンク



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

55

CSRマネジメント

気候変動

基本的な考え方

JFEグループ環境経営ビジョン2050

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。
　2019年5月、TCFD提言への賛同を表明し、TCFDが提言している「シナリオ分析」を用いて気候変動問題に対する課題
を特定するとともに、持続的な成長に向けた戦略策定を進めてきました。2020年9月には、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排出量の削減目標を設定し、また、政府のカーボンニュートラル宣言に先
駆けて2050年に向けてカーボンニュートラル実現を目指すことを発表しました。
さらに2022年2月に、鉄鋼事業におけるカーボンニュートラルに向けた取り組みや外部環境の整備が進展している
ことを踏まえ、2030年度のCO₂排出量の削減目標を上方修正し、2013年度比で30％以上を目標とすることを決定し
ました。

JFEグループは、主に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、2020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、CO₂排出量削減に向けた取り組みを積極的に推進しています。
JFEグループは2021年、気候変動問題への取り組みを第7次中期経営計画の最重要課題と位置付け、2050年カー
ボンニュートラルの実現を目指した「JFEグループ環境経営ビジョン2050」を策定しました。
「JFEグループ環境経営ビジョン2050」では、TCFDの理念を経営戦略に反映することで、気候変動問題の解決に向け
て体系的に取り組んでいきます。鉄鋼事業においては、2024年度末のCO₂排出量を2013年度比で18％削減します。
また2030年のCO₂排出量を2013年度比で30％以上削減することを目標としています。2050年カーボンニュー
トラルの実現に向けては、当社独自技術であるカーボンリサイクル高炉をはじめとする超革新的技術に挑戦するととも
に、さまざまな技術開発を複線的に進めるなど、あらゆる可能性を模索しながら取り組みを推進していきます。また、
エンジニアリング事業の再生可能エネルギー発電やカーボンリサイクル技術の拡大・開発、高機能鉄鋼製品の供給等に
よる社会でのCO₂削減貢献を拡大していきます。さらに、グループ全体で洋上風力発電ビジネスの事業化を推進して
いきます。



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

56

CSRマネジメント

【第7次中期経営計画における取り組み】
▶	2024年度末のCO₂排出量を2013年度比で18％削減（JFEスチール）
【2030年CO₂排出量削減目標】
▶	2030年度末のCO₂排出量を2013年度比で30％以上削減（JFEスチール）
【2050年カーボンニュートラルに向けた取り組み】
①JFEスチールのCO₂排出量削減
▶		カーボンリサイクル高炉＋CCUを軸とした超革新的技術開発への挑戦
▶		水素製鉄（直接還元）の技術開発
▶		業界トップクラスの電気炉技術を最大活用した高級鋼製造技術の開発、高効率化等の推進
▶		トランジション技術の複線的な開発推進
	 	（フェロコークス、転炉スクラップ利用拡大、低炭素エネルギー変革等）
②社会全体のCO₂削減への貢献拡大
▶		JFEエンジニアリング：再生可能エネルギー発電、カーボンリサイクル技術の拡大・開発
	 	CO₂削減貢献量目標	2024年度1,200万トン、2030年度2,500万トン
▶		JFEスチール：エコプロダクトやエコソリューションの開発・提供
▶		JFE商事：バイオマス燃料や鉄スクラップ等の取引拡大、エコプロダクトのSCM（流通加工体制）強化等
③洋上風力発電ビジネスへの取り組み
▶		洋上風力発電事業についてグループ全体で事業化を推進
	 	JFEエンジニアリング：着床式基礎構造物（モノパイル等）製造事業の検討
	 	JFEスチール：倉敷地区の新連鋳機を活用した大単重厚板の製造
	 	JFE商事：鋼材、加工品のSCM構築
	 	ジャパン	マリンユナイテッド：洋上風力発電浮体の製作および作業船の建造
	 	グループ全体：リソースを最大限活用したオペレーション＆メンテナンス

（注）		1.	カーボンリサイクル高炉：高炉から排出されるCO₂をメタン化し、還元材として高炉に吹き込む技術
	 2.	CCU：Carbon	dioxide	Capture	and	Utilization（CO₂回収・利用）
	 3.	トランジション技術：低炭素や脱炭素への移行を進める技術
	 4.	フェロコークス：鉄鉱石の還元効率を改善し、CO₂発生量を削減する革新的な高炉原料

【JFEグループ環境経営ビジョン2050】

	ㅡ 	気候変動問題を極めて重要な経営課題ととらえ、2050年カーボンニュートラルの実現を目指しま
す。
	ㅡ新技術の研究開発を加速し、超革新的技術に挑戦します。
	ㅡ社会全体のCO₂削減に貢献し、それを事業機会ととらえ、企業価値の向上を図ります。
	ㅡTCFDの理念を経営戦略に反映し、気候変動問題解決に向けて体系的に取り組みます。

第7次中期経営計画 （P.12）
JFEグループ	環境経営ビジョン2050　説明会資料　

（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/zaimu/g-data/jfe/2020/2020-environmental-management-vision210525-01.pdf）
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CO₂を排出することなく、高機能な鉄を大量に生産できるプロセスの開発は、今後の社会の持続的な発展のためには
避けて通ることのできない取り組みです。カーボンニュートラルの実現に向けた様々な施策を実行する上で、研究開発
や新規開発設備への更新に多額のコストが発生することは避けられず、社会全体でのコスト負担のあり方の検討や政府
等による支援が必要と考えています。
高い目標である「2050年カーボンニュートラルの実現」に向けて、脱炭素インフラの整備とグローバルなイコール
フッティングの実現を前提としつつ、世界の競合他社に先んじて、必要な脱炭素技術を可能な限り早い時期に確立する
ことを目指します。

JFEスチールでは、2020年10月に全社横断的な社長直轄プロジェクトチームを創設し、2050年のカーボンニュー
トラル実現に向けた超革新技術の開発、実用化に向けた取り組みを推進してきました。2021年7・10月には専門組織
を新設するなど、推進体制を改編し、取り組みを加速していきます。

プロジェクトリーダー：経営企画部統括副社長

（本社）

カーボンリサイクル開発部

新)新溶解プロセス開発部
各技術部

各セクター

経営企画部 設備計画部

技術企画部 営業総括部
原料部：グリーン原料室

取締役会 経営会議

カーボンニュートラル推進会議：経営会議メンバー+プロジェクトチーム

（製鉄所・製造所）企画部・製造部

（スチール研究所）
各部専門チーム

カーボンニュートラル推進プロジェクトチーム

■	JFEグループのカーボンニュートラルに向けた取り組み

■	JFEスチールのカーボンニュートラル推進体制

鉄鋼事業におけるカーボンニュートラル推進体制
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TCFDに基づく情報開示

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、最終報告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。

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。

TCFD対照表は以下をご参照ください。

※		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）」。

ガイドライン対照表 （P.247）
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ガバナンス

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。2021年は、重要課題に経済的な観点の項目を加えるとともに、より重要度の高い項目を
選定することで、経営上の重要課題として新たに取り組みを開始しました。その中で、課題の分野に気候変動問題解決
への貢献（2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組み）を設定し、「JFEグループのCO₂排出量削減」および
「社会全体のCO₂削減への貢献」の2項目を重要課題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。取締役会は気候変動問題等の環境課題について審議・決定し、または報告を受けています。

■	取締役会で審議・決定、または報告された気候変動問題に関する事案の例

	ㅡTCFD最終報告書の趣旨に対する賛同表明
	ㅡTCFD提言に沿った情報開示（シナリオ分析など）
	ㅡ第7次中期経営計画「JFEグループ環境経営ビジョン2050」の策定

コーポレートガバナンス体制 （P.179）
環境マネジメント体制 （P.49）
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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経営の最重要課題と位置付け、
2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、強力に推進します。
私たちJFEグループは、中長期的な持続的成長と企業価値の向上を実現する上で、気候変動問題は極めて重
要な経営課題であると考えています。地球規模で広がる気候変動問題への対応が急務と考え、従来よりCO₂
削減活動を推し進めてきました。
2021年5月に策定した第7次中期経営計画（2021～2024年度）において、気候変動問題対応を改めて経営
の最重要課題と位置付けて具体的な施策に落とし込み、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すべく、
次の3点を大方針とする「JFEグループ環境経営ビジョン2050」を策定し、新たなステージへの一歩を踏み
出しました。
まず、企業理念「JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します」に基づき気候変動問題
の解決に向けて、超革新的技術に挑戦していきます。2050年カーボンニュートラルの実現については、現時
点での確固たる解はなく、鉄鋼事業における超革新的技術の開発が必要です。今回、実現に向けた具体的な施
策を含むロードマップを示しました。当社独自の超革新的技術である「カーボンリサイクル高炉＋CCU」を軸
として、水素製鉄や電気炉等の技術開発にも並行して取り組み、最終的なカーボンニュートラルの実現に向け
て複線的に進めていきます。
次に、CO₂削減の取り組みを事業リスクへの対応としてだけではなく、持続可能な社会の実現に貢献する
新たな事業機会ととらえ、社会全体のCO₂削減に貢献することにより企業価値の向上を図っていきます。エ
ンジニアリング事業における、再生可能エネルギー発電、カーボンリサイクル技術の拡大や開発、鉄鋼事業に
おける電磁鋼板や超ハイテン材によるEV化・軽量化等、事業を通じたCO₂削減により、社会全体のカーボン
ニュートラル実現に貢献していきます。特に、洋上風力発電に関連するビジネスは、グループの総合力を発揮
できる事業であり、今後グループ全体で積極的に取り組んでいきます。
最後に、TCFDの理念を経営戦略の策定に反映して、気候変動問題への対
応を体系的に推進していきます。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、シナリオ分析を通じて事業リスク、機会を明確化してき
ました。本年、これらの取り組みをさらに深化させ、第7次中期経営計画に
おける重要な経営戦略として「JFEグループ環境経営ビジョン2050」策定
に至っています。
CO₂を排出することなく、高機能な鉄を大量に生産できるプロセスの開
発は、今後の社会の持続的な発展のためには避けて通ることのできない取
り組みであり、JFEグループがグローバル競争の中で生き残っていくため
に必須の課題であると認識しています。高い目標である「2050年カーボ
ンニュートラルの実現」に向けて、世界の競合他社に先んじて、必要な脱
炭素技術を可能な限り早い時期に確立することを目指していきます。

JFEホールディングス株式会社
常務執行役員
北島	誠也
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JFEグループの気候変動戦略

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、2021～2024年度の事業運営の方針となる「JFEグループ第7次中期経営計画」を策定し、グループの
中長期的な持続成長と企業価値の向上を実現するために、気候変動問題への取り組みを経営の最重要課題と位置付けて
います。そして、「環境的・社会的持続性の確保」を主要施策の一つとして掲げ、2050年カーボンニュートラルの実現
に向けた「JFEグループ環境経営ビジョン2050」を策定することで、気候変動問題への取り組みを事業戦略に組み込
むとともに、TCFDの理念を経営戦略に反映し、気候変動問題解決に向けて体系的に取り組んでいます。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ると同時に事業に影響を及ぼす重要な要因を選定し、特定したリス
クと機会、評価を経営戦略に反映しています。

「JFEグループ環境経営ビジョン2050」では、カーボンニュートラルの実現に向けて、「鉄鋼事業のCO₂排出量削減」
「社会全体のCO₂削減への貢献拡大」「洋上風力発電ビジネスへの取り組み」という3つの戦略を軸に企業活動を行って
いくことを掲げています。特に環境への影響力が大きい製鉄プロセスにおいては、CO₂排出削減に向けた取り組みとと
もに、水資源・エネルギーの再利用に加え、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
供を通じて積極的に環境負荷低減を推進していきます。

シナリオ分析結果およびJFEグループ環境経営ビジョン2050については以下をご参照ください。
TCFD推奨シナリオ分析 （P.77）
JFEグループ環境経営ビジョン2050　説明会資料

（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/zaimu/g-data/jfe/2020/2020-environmental-management-vision210525-01.pdf）

鉄鋼事業のCO₂排出量削減

JFEグループでは、「JFEグループ環境経営ビジョン2050」で公表した2050年カーボンニュートラルの実現を目指
し、カーボンリサイクル高炉（CR高炉）、水素製鉄、電気炉の開発に複線的に取り組んでいきます。なかでも、CR高炉
とCCU※を組み合わせることにより、高効率に大量の高級鋼を製造する事が可能な高炉法でCO₂が再利用でき、余剰の
CO₂についても、メタノールなどの基礎化学品を製造するなどにより実質CO₂排出ゼロを目指すことができます。

※	CCU：Carbon	dioxide	Capture	and	Utilization（CO₂回収・利用）

カーボンリサイクル高炉（CR高炉）
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【CR高炉の技術的な特徴】
CR高炉は、高炉から発生するCO₂をメタネーション技術によりメタンに変換し、これを高炉の還元材として繰り返
し利用する超革新的な高炉技術です。高炉単体で30%のCO₂を削減し、CCU/CCUS※を活用することによりカーボン
ニュートラルを目指すものです。さらに、通常高炉で吹き込んでいた空気を純酸素に換えることにより、空気に含まれ
る窒素の加熱に使っていたエネルギーをメタン加熱に使い、プロセスの熱効率を高めていきます。また、窒素が無くな
ることでCO₂の分離が容易になり、メタネーション向けにCO₂を分離する設備が小型化・効率化でき、CCUSでの効
率的なガス利用が可能となります。

※	CCUS：Carbon	dioxide	Capture,	Utilization	and	Storage（CO₂回収・利用・貯留）

■	カーボンリサイクル高炉の概要

【技術革新への挑戦】
CR高炉を実用化するためにはキーとなる以下の技術革新が必要となります。JFEグループではこれらの技術革新に
挑戦し、2050年のカーボンニュートラル実現を目指します。

①		大量のカーボンニュートラルメタンを酸素とともに高炉に吹き込みCO₂を削減する技術（世界初）
②		大規模メタネーション設備とCR高炉の連動操業（世界初）



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

63

CSRマネジメント

JFEグループが取り組むカーボンニュートラルに資するもう一つの製鉄技術として水素還元製鉄技術があります。水
素還元製鉄技術は、現在実用化されている直接還元製鉄で用いられている天然ガスを水素に100%置き換えることに
よって、鉄鉱石を還元する時にCO₂を排出させないことを目指したものです。

【新たな原料処理技術の開発】
直接還元製鉄の原料には高品位鉱石しか使えないという問題点があります。高品位鉱石は生産量が少なく、今後世界
的に直接還元製鉄が拡大していく局面では入手が困難になると予想されています。
この問題に対し、JFEは鉄鉱石のサプライヤーの一つであるBHP社との協業により、生産量が大きく、現在高炉用原
料として使われている低・中品位鉱石の新たな原料処理技術を開発する計画です。これにより低・中品位鉱石を直接還
元製鉄用原料として戦力化し、原料ソースの拡大を目指します。

【原料の予熱、水素の加熱技術の開発】
水素還元の課題の一つに、水素による鉄鉱石の還元が吸熱反応であること、すわなち反応が進むためには熱を外部か
ら与える必要があることが挙げられます。熱が不足した状態では、還元反応が十分に行われない可能性があるため、原
料や水素ガスを加熱する技術を開発する必要があります。

水素還元製鉄向け原料処理技術の開発

JFEグループが取り組む、カーボンニュートラル向けた既存製鉄技術の開発として電気炉プロセス技術があります。
電気炉プロセスは、鉄スクラップや直接還元鉄を溶解して鉄鋼製品を製造するプロセスで、現状でもCO₂発生量は高炉
-転炉法に比べ1/4程度となっています。JFEグループでは将来的に原料として前述の水素還元鉄の利用やグリーン電力
を利用することにより電気炉プロセスでのCO₂発生量をゼロにすることを進めています。
この様にCO₂発生量の削減にアドバンテージを持つ電気炉プロセスですが、高炉-転炉法に比べ大きく課題となる点が
2点あります。それは、一般的な電気炉の生産性は高炉-転炉法に比べ30％程度低くなる点と、原料としてスクラップを
使用することから不純物濃度が不可避的に増加し高級鋼の製造に制約があるという点です。JFEグループではこれらの
点についても技術開発を進め、電気炉プロセスにおいても高生産性で且つ高品質な高級鋼を生産可能な技術の確立を目
指しています。

【電気炉プロセスの生産性向上対策】
JFEグループでは、電気炉プロセスの生産性向上対策として環境調和型高効率電気炉「ECOARC™」を開発しグルー
プ各社に導入しています。本技術では電気炉上部にシャフト部を設け、そこに原料であるスクラップを連続投入するこ
とにより電気炉の高温排ガスで効率的に予熱し、後段の電気炉内での高効率・高速溶解を可能としたものです。これに
より電気炉での高生産性と共に、溶解エネルギー（電力）の低減を達成しています。
JFEグループではこれらの技術により業界トップクラスの生産性、溶解エネルギー（電力）の低減を達成していますが、
更なる高生産性を追求した技術開発を進めています。

JFEにおける電気炉プロセス技術の開発
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【電気炉プロセス製品の品質向上対策】
電気炉プロセスでは、スクラップや還元鉄を原料として溶解し製品を製造します。スクラップ等から混入する銅など
の不純物が増加するため、自動車用鋼板では表面欠陥や加工性の低下、電磁鋼板では特性の悪化など、材質が劣化してし
まう欠点があります。そのため、JFEグループでは、混入する不純物を除去する技術と不純物による悪影響を無害化する
技術の両面から、電気炉プロセス製品においても自動車用鋼板や電磁鋼板といった高級鋼を製造可能な技術の開発を進
めています。

■	環境調和型高効率電気炉「ECOARCTM」

■	関連する商品・技術一覧

鉄鋼事業のCO₂排出量削減

カーボンニュートラル 推進体制 カーボンニュートラル推進に関する組織体制
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/09/210922.html）

カーボンリサイクル高炉

カーボンリサイクル高炉
技術

JFEグループ環境経営ビジョン2050「カーボンリ
サイクル高炉技術開発」 

（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/zaimu/g-data/
jfe/2020/2020-environmental-management-vision210525-01.pdf）

チャレンジゼロ「『カーボンリサイクル高炉＋CCU』
を軸とした超革新的技術開発への挑戦」（予定）

（https://www.challenge-zero.jp/jp/member/37）

CCU/CCUS チャレンジゼロ「CO₂有効利用技術開発」 
（https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/69）

水素還元製鉄向け原料処理
技術の開発

水素直接還元技術

JFEグループ環境経営ビジョン2050「100％水素
直接還元技術開発」

（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/zaimu/g-data/
jfe/2020/2020-environmental-management-vision210525-01.pdf）

原料サプライヤーとの協業
「BHP社と製鉄プロセスの低炭素化に向けた取り
組みに関する覚書を締結」 

（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/02/210210.html）



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

65

CSRマネジメント

第7次中期経営計画 （P.12）
JFEグループ	環境経営ビジョン2050　説明会資料

（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/zaimu/g-data/jfe/2020/2020-environmental-management-vision210525-01.pdf）

■	2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップ

• 2050年にカーボンニュートラルを実現する新技術の早期確立に向けた研究開発を加速
• カーボンリサイクル高炉＋CCUや水素製鉄（直接還元）を主軸とし、様々な超革新的技術開発に複線的にアプローチ
• 業界トップクラスの電気炉技術の最大活用

2050年にカーボンニュートラルを実現する新技術の早期確立
カーボンリサイクル高炉＋CCU 水素製鉄（直接還元）
業界トップクラスの電気炉技術

（プロセス開発と大型化を段階的に推進）

※実機化の前提：安価・大量水素の供給等の社会インフラ整備、社会全体でのコスト負担の仕組みなど

高級鋼製造のための技術開発推進・環境調和型電気炉の導入 等

2020年 2024年 2030年 2040年 2050年

JFEグループの
CO₂削減目標

カーボンリサイクル高炉
CCU連携　開発
カーボンリサイクル高炉
CCU連携　開発 実機化※実機化※

実機化※実機化※水素製鉄（直接還元）　開発水素製鉄（直接還元）　開発

既存プロセスへのさまざまなトランジション技術の活用既存プロセスへのさまざまなトランジション技術の活用

2013年度比、
18%削減（鉄鋼事業）
2013年度比、
18%削減（鉄鋼事業）

2050年の
カーボンニュートラルを目指すカーボンニュートラル

2013年度比、
30％以上削減（鉄鋼事業）
2013年度比、
30％以上削減（鉄鋼事業）

• フェロコークス、COURSE50、CCUなど
• 業界トップクラスの電気炉技術の最大活用
• フェロコークス、COURSE50、CCUなど
• 業界トップクラスの電気炉技術の最大活用

JFEグループ
主要施策での
鉄鋼製造
プロセス転換 プロセス連携

鉄源多様化
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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キーマテ
リアルです。JFEスチールでは、高性能な電磁鋼板を供給することで世界的なCO₂排出削減に材料の側面から貢献して
います。

電磁鋼板

【無方向性電磁鋼板】
世界的な気候変動対応への要求の高まりとともに、自動車の電動化が進み、これに不可欠な高級無方向性電磁鋼板の
需要が急速に拡大すると想定されます。これに対応するため、西日本製鉄所（倉敷地区）において高級無方向性電磁鋼板
の製造能力を2024年度上期に現行比2倍に増強する投資（約490億円）を決定しました。

■		高級無方向性電磁鋼板の需要予測	
（当社試算、19年実績を1.0とした相対値）

202520200

4.0

2.0

3.0

1.0

5.0

6.0

（年度）2021 2022 2023 2024

社会全体のCO₂削減への貢献拡大

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・地熱・太陽光・陸上風力発電などの設計・調達・建設・
運営を事業として展開しています。さらに、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
組みを進めています。
加えて、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、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」の設立・運営の支援にも積極的に取り組んでいます。
カーボンニュートラルに向けた新たな取り組みとして、排ガスから回収したCO₂と収集/分別技術に強みを持つ廃プ
ラを原料として化学品製造の原料となる合成ガス（CO＋H₂）を製造するCCUの技術にも取り組んでいます。
これらの取り組みにより、2024年度に1,200万トン/年度、	2030年度に2,500万トン/年の社会全体のCO₂削減
に貢献していきます。

エンジニアリング事業でのCO₂削減貢献
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【スーパーコア】
近年、小型・高速化が進展するモータ分野（電動車の駆動用、家電製品用、ドローン用等）では高出力化と高効率化が
要求されており、鉄心材料である電磁鋼板には高周波鉄損※1の低減と磁束密度※2の向上が求められています。これに
は、鋼の電気抵抗を高めるSi（珪素）の添加を増やすことが有効であり、当社は独自開発したCVD（化学気相蒸着）※3連
続浸珪プロセス技術を用いて浸珪量と拡散条件の最適化によるSi濃度分布のコントロールと結晶方位制御に取り組み、
従来の無方向性電磁鋼板（3％Si鋼板）並みの磁束密度（高出力）を維持しつつ、モータの大幅な高効率化（省エネ）を可能
とする高速モータ用Si傾斜磁性材料『JNRF™』の開発に成功しました。

※1		鉄損とは、鉄心を交流で励磁した際に生じるエネルギー損失であり、主に熱として失われます。高周波で励磁した際
に発生するエネルギー損失は特に高周波鉄損と呼ばれ、高速モータにおいては高周波鉄損が低いほどモータ効率は
高くなります。

※2		磁束密度とは、材料の磁化されやすさの指標であり、磁束密度が高い材料ほど強い電磁石となります。モータにおい
ては、磁束密度が高い材料を用いることで、より大きなトルク（力）が得られます。

※3		鋼帯の焼鈍ラインにChemical	Vapor	Deposition	（化学気相蒸着）法を適用し、連続通板しながら炉内で
SiCl₄(四塩化珪素)ガスと鋼帯を反応させ、鋼のSi濃度を高めるプロセス技術です。

【方向性電磁鋼板】
今後も世界的な電力需要の増加と再生可能エネルギーの導入拡大が進むことで、変圧器に使用される方向性電磁鋼板
の需要が増大していくと予測されます。特にインドでの方向性電磁鋼板の需要は2030年時点で2019年実績比1.7倍
に増加すると想定しており、JFEの戦略的アライアンスパートナーであるJSW社と共同でインドでの方向性電磁鋼板
製造販売会社設立の事業性検証を行うことを決定しました。

■		方向性電磁鋼板のインド需要予測	
（当社試算、19年実績を1.0とした相対値）

■		スーパーコア製造プロセスの概要

203020190

1.0

0.5

1.5

2.0

（年度）2025
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■	関連する商品・技術一覧

社会全体のCO₂削減への貢献拡大

エンジニアリング事業でのCO₂
削減貢献

地域新電力
「官民連携の地域エネルギー事業への取り組み
　地域新電力事業の展開」

（P.107）

食品廃棄物リサイクル
「食品廃棄物リサイクル事業の取り組み」 
（P.106）

カーボンリサイクル
「カーボンリサイクルの取り組み（CO₂分離回
収・Waste	to	Chemical）」 

（P.108）

電磁鋼板

JNRF™

「高速モータ用Si傾斜磁性材料　『JNRF™』を
開発 ～高周波低鉄損と高磁束密度を両立した
電磁鋼板～」 

（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2020/12/201203.html）

設備増強
「西日本製鉄所(倉敷地区)電磁鋼板製造設備の
増強について」 

（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/04/210401.html）

電磁鋼板ビジネスの
サプライチェーン

「インドでの方向性電磁鋼板製造販売会社設立
に関するFSの実施について」

（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/05/210507.html）

「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」

（P.111）

日本政府が2050年までのカーボンニュートラル実現に向けた「グリーン成長戦略」の柱の一つとして位置づけた洋
上風力発電について、エンジニアリング事業を主体として、JFEグループの総合力を活かして取り組んでいきます。具
体的には、洋上風力発電の基礎構造物（モノパイル式）製造を事業化することにより、本事業における先行者となり、基
礎製造・O&M※など、グループ全体でサプライチェーンを構築していきます。これにより、政府目標であるカーボン
ニュートラル実現に大きく貢献していきます。

※	Operation	and	Maintenance

洋上風力発電ビジネスへの取り組み



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

69

CSRマネジメント

■	洋上風力発電ビジネスの事業化推進

• 基礎構造物（モノパイル）製造を事業化することにより、洋上風力発電事業における先行者となり、基礎製造・O&M※1 
など、グループ全体でサプライチェーンを構築
• JFEエンジニアリングを主体として、JFEグループの総合力（シナジー）を活かし、再生可能エネルギー分野での事業拡大
を目指す

基礎構造物（モノパイル）製造を事業化
グループ全体でサプライチェーンを構築

JFEエンジニアリングを主体として、JFEグループの総合力（シナジー） 再生可能エネルギー分野での事業拡大

JFEエンジニアリング

洋上風力発電事業における
着床式基礎構造物※2の製造
洋上風力発電事業における
着床式基礎構造物※2の製造

JFE商事
洋上風力発電向け鋼材・加工製品の
SCM構築によりグループでの連携に貢献
洋上風力発電向け鋼材・加工製品の
SCM構築によりグループでの連携に貢献

SCMサポート
鋼材供給

SCMサポート
鋼材供給

鋼材供給鋼材供給

鋼材供給鋼材供給

SCMサポートSCMサポート

グループ傘下の各社

JMU※3：洋上風力発電浮体の製作および
作業船の建造
：

グループ全体：リソースを最大限活用した
O&M
リソースを最大限活用した
O&M

JFEスチール

洋上風力発電用大単重厚板の製造
能力を増強し、安定的に量産

大単重厚板

倉敷第７連続鋳造機(2021年度稼働）の活用倉敷第７連続鋳造機

※1 O&M:オペレーション&メンテナンス。補修や分析技術を応用。
※2 着床式基礎構造：モノパイル・ジャケット等
※3 JMU: ジャパンマリンユナイテッド株式会社（持分法適用会社）

■	関連する商品・技術一覧

洋上風力発電ビジネスへの取り組み

洋上風力発電ビジネス

『洋上風力PJチーム』新設
洋上風力事業に関する新組織発足について
（JFEエンジニアリング）
（https://www.jfe-eng.co.jp/news/2021/20210831.html）

洋上風力発電向け設備

「モノパイル式基礎の新工場建設に向けた設備投資を決定	
～国内初の洋上風力着床式基礎製造拠点～」
（JFEエンジニアリング）
（https://www.jfe-eng.co.jp/news/2021/20210720.html）

「JFEスチール西日本製鉄所（倉敷地区）第7連続鋳造設備稼
働および稼働式について」
（JFEスチール）
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/06/210616.html）

「洋上風力発電向け基礎設備サプライチェーンの構築」
（JFE商事）
 （P.111）
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気候変動関連課題のモニタリング方法

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

「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。

モニタリングをもとにした対策

詳細は以下をご参照ください。
CSR推進体制 （P.26）
リスクマネジメント （P.193）
環境マネジメント （P.49）

リスク管理（気候変動問題）

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」を通じてグループ横断的に情報の集
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
じてグループCSR会議において確認・評価し、その対処方針を審議・決定しています。特に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」で審議しています。
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係る重要事項について審議・決定し、または
報告を受けています。
気候関連リスクの企業レベルでの特定・評価については、2017年に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
て第7次中期経営計画などの事業戦略策定に活用しています。
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指標と目標（中長期の目標と2020年度の実績）

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スチールもこの計画の目標達成に
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。さらに、2021年に「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」を発表し、日
本鉄鋼業として早期のゼロカーボン・スチールの実現に向けて、果敢に挑戦することを宣言しました。
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、2020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、2030年度のCO₂排出量を2013年度比で20％以上削減、2050年のカーボンニュートラル実現
を目指すCO₂削減目標を掲げました。
2021年、JFEグループは気候変動問題への取り組みを経営の最重要課題と位置付け、「JFEグループ第7次中期経営
計画」において2050年カーボンニュートラルの実現に向けた「JFEグループ環境経営ビジョン2050」を策定し、新
たなCO₂削減目標を公表しました。さらに、JFEスチールの国内の主要グループ会社においてもJFEスチールと同レベ
ルのCO₂削減目標を策定しました。国内外のグループが一丸となって気候変動問題への取り組みを事業戦略に組み込
むとともに、TCFDの理念を経営戦略に反映し、CO₂排出量削減に向けた取り組みを体系的に推進していきます。

JFEグループのCO₂削減に向けた取り組み（JFEグループ環境経営ビジョン2050）

第7次中期経営計画における取り組み

■	2024年度末のCO₂排出量を2013年度比で18％削減（鉄鋼事業）
さらに、JFEスチールの主要グループ会社においても2024年度の個別のCO₂削減目標を策定し、この確実な達
成に向けて取り組むこととしました。これにより、JFEスチールグループ全体のCO₂排出量の99%以上をカバー
しています。

■	2030年度のCO₂排出量の削減目標：2013年度比で30％以上

2050年カーボンニュートラルに向けた取り組み

■	鉄鋼事業のCO₂排出量削減
	 ・カーボンリサイクル高炉＋CCUを軸とした超革新的技術開発への挑戦
	 ・水素製鉄(直接還元)の技術開発
■	エンジニアリング事業の社会全体のCO₂削減への貢献拡大
	 ・CO₂削減貢献量目標	2024年度1,200万トン、2030年度2,500万トン
■	洋上風力発電ビジネスへの取り組み
	 ・洋上風力発電事業についてグループ全体で事業化を推進

JFEグループ環境経営ビジョン2050　説明会資料
（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/zaimu/g-data/jfe/2020/2020-environmental-management-vision210525-01.pdf）
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JFEグループのCO₂排出量

202020130
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（百万t-CO₂）

（年度）2016 2017 2018 2019

53.2

64.3

6.5

46.6

■ Scope1　■ Scope2

60.459.962.261.8
7.66.7

55.0

7.4

54.9

7.6

52.3 52.9

合計

千t-CO₂e
14,369

〈カテゴリー15〉
投資 927

〈カテゴリー2〉
資本財 1,226

〈カテゴリー1〉
購入した製品・サービス
11,026

〈カテゴリー3,4,5,6,7〉
その他 1,190

■	JFEグループのCO₂排出量推移

■	JFEグループのScope3排出量（2020年度）

※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	仙台製造所のデータを加えて算出

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。
環境データ （P.198）
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S
T JFEスチール

省エネルギーとCO₂削減への取り組み

2020年度の省エネルギーとCO₂排出量実績

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。

0

2,000

2,500

3,000
（万t）

（年度）

-3％
2,2762,355

2,939

20201990 2016 2017 2018 20192013

2,6732,631

2,846
2,876

■	JFEスチールの粗鋼生産量推移

※		2013年度から2016年度は、JFE条鋼	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
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22.5

620613644641
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■	JFEスチールのエネルギー消費量・原単位推移

※		2013年度から2016年度は、JFE条鋼	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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4.9
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6.2

47.3
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47.9

2.031.94 1.99 2.03

■	JFEスチールのエネルギー起源CO₂排出量・原単位推移

※1		2020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2019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2019年度購
入電力のCO₂排出係数を適用しているため、2019年度数
値を更新

※3		2013年度から2016年度は、JFE条鋼	仙台製造所のデー
タを加えて算出

E
N JFEエンジニアリング
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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

※		集計範囲：JFEエンジニアリング、国内連結子会社10社
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合計
965万t-CO₂

廃熱回収 106

燃料転換 108

バイオマス（国内） 187

国内※1 440海外※2 524

廃棄物（国内） 
113

地熱 110

その他(太陽光、風力、
消化ガス、廃熱回収) 29バイオマス（海外） 86

廃棄物（海外） 224

■	JFEエンジニアリングのCO₂削減貢献相当量（2020年度）

S
H JFE商事

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。5S活動による執務環境の改善、RPA化等による業務効率化を継続的に推進し、環境負荷の低減に寄与していま
す。2020年度は、コロナ禍により在宅勤務を実施したため、オフィスでの電力使用量が減少しました。
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。
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■	JFE商事の電力使用量推移

※1		集計範囲：JFEエンジニアリング
※2		集計範囲：JFEエンジニアリング、ドイツの子会社スタン

ダードケッセル・バウムガルテ（SBG）
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合計
29.6千t-CO₂

中国 11.1北中米 4.4

アジア 4.5

日本 9.6

■	JFE商事グループのCO₂排出量（2020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

外部イニシアチブへの賛同・参画

JFEグループは、気候変動問題や環境保全に関わるさまざまな公共政策、外部イニシアチブについて、日本経済団体
連合会や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。
また、グループとして「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。「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。
日本鉄鋼連盟は、2030年度を目標年次とする低炭素社会実行計画の達成に向けた取組みを進めています。一方、
2030年以降を見据えては、2018年11月に策定した「長期温暖化対策ビジョン－ゼロカーボン・スチールへの挑戦
－」、および2021年2月に発表した ｢我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針｣ におい
て、日本鉄鋼業として最終的なCO₂排出ゼロの鉄鋼『ゼロカーボン・スチール』の実現に向けて果敢に挑戦することを
宣言しました。JFEスチールも日本鉄鋼連盟の主要加盟会社として、これらの中長期の気候変動の取り組みに積極的に
取り組んでいきます。また、グローバルでの協働として、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、さらに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のメンバーとしても活動しています。
JFEエンジニアリングは日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）に加盟しています。JCLPは、持続可能な脱
炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきであるという認識の下に2009年に発足
した、日本独自の企業グループです。脱炭素社会への移行を先導することで、社会から求められる企業となることを目
指しています。JFEエンジニアリングは、JCLPとともに、持続可能な脱炭素社会の実現を目指して、企業の枠を超えた
さまざまな活動に積極的に取り組んでいきます。

詳細は以下をご参照ください。
鉄鋼業界の取り組み （P.90）

業界団体としての取り組み等
日本鉄鋼連盟　「地球温暖化対策」　（https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/index.html）

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/）

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）　（https://japan-clp.jp/）
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TCFD推奨シナリオ分析

JFEを取り巻く気候変動関連の動きとJFEの取り組み

2050年カーボンニュートラルの実現を目指すJFEグループではTCFDで推奨されるシナリオ分析に基づいて気候変
動関連のリスクと機会を特定・評価し、組織戦略のレジリエンスを強化しています。TCFD提言で推奨される気候変動
関連課題のガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標は「気候変動」ページをご参照ください。

「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。

経済産業省は、経団連やNEDOと連携して、脱炭素化社会の実現に向けたイノベーションに挑戦する企業をリスト
化し、投資家等に活用可能な情報を提供するプロジェクト「ゼロエミ・チャレンジ」に取り組んでいます。2020年10
月9日のTCFDサミット2020において、梶山経済産業大臣から、上場・非上場企業あわせて約300社の「ゼロエミ・
チャレンジ企業」が発表されました。JFEグループは、脱炭素化社会の実現に向けて、イノベーションの取組に果敢に
挑戦する「ゼロエミ・チャレンジ企業」と位置づけられています。

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
2017 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）最終報告書　公表
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
2019  JFE「TCFD最終報告書の趣旨に対する賛同」を表明 

JFE「TCFD推奨シナリオ分析」を公表
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 

経済産業省「ゼロエミ・チャレンジ企業」を公表 
JFE「中長期ビジョン」にて個社目標を公表（2030年目標、2050年カーボンニュートラル） 
菅内閣総理大臣「2050年カーボンニュートラル実現を目指す」ことを宣言

2021  日本鉄鋼連盟「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」公表 
JFE「JFEグループ環境経営ビジョン2050」にて2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップを公表 
日本政府が「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定

気候変動 （P.55）

JFEグループの具体的な取り組みの内容は以下の特設ウェ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）

ゼロエミ・チャレンジ　（https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/zero-emission_challenge/index_zeroemi.html）
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シナリオ分析 

分析ツールと方法

シナリオ分析とは、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があるため、以下の2つのシ
ナリオ（2℃シナリオ、4℃シナリオ）を設定しました。

いずれ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、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分析を実施しました。

また、長期的なシナリオ分析については、鉄鋼製造における2℃シナリオ達成の見込みとともに、1.5℃シナリオ
（IPCC1.5℃特別報告書）への超革新技術の必要性を鑑みてリスク評価を行い、2050年カーボンニュートラルの実現を
目指すことを目標として設定しました。

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

※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。
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分析対象事業と期間

日本鉄鋼連盟「長期温暖化対策ビジョン」との整合性

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。

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年度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、鉄鋼製造における2℃シナリオ達成の見込みとともに、1.5℃シナリオへの超革新技術の必要性を
示したもので、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。さらに、日本鉄鋼連盟では、2021
年2月15日、「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」を発表し、日本鉄鋼業として
ゼロカーボン・スチールの実現に向けて、果敢に挑戦することを宣言しました。

一方、当社グループのシナリオ分析は、これら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。

■ ゼロカーボン・スチール実現に向けた取り組み

日本鉄鋼連盟　ゼロカーボン・スチール　（https://www.zero-carbon-steel.com/）

鉄
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に
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発
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開
発
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Super COURSE50

水素還元製鉄

CCU

CCS

R&D 導入

R&D 導入

R&D 導入

R&D 導入

R&D 導入

R&D 導入

R&D 導入

R&D 導入

カーボンフリー電力

カーボンフリー水素

CCS／CCU

所内水素（COG）利用による高炉内の水素還元比率
アップ高炉ガスからのCO₂分離

外部水素利用による高炉によるさらなる水素還元率アップ
（大量の水素供給が可能となる前提）

石炭を利用しない水素還元製鉄

副生ガスからのカーボンリサイクル

副生ガスからのCO₂回収

CO₂分離貯留・利用技術開発

脱炭素電源（原子力、再生可能、化石＋CCS）
次世代電力系統、電力貯蔵等

低コスト・大量水素の製造・輸送・貯蔵技術開発

2020 2030 2040 2050 2100
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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：　　　　　　　　　　　　　　　　　 （P.32））

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

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

JFEグループのバリューチェーン

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

シナリオ分析結果

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きました。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、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするというパリ協
定長期目標達成に向けて、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。
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分析結果

社会の変化・変化への対応
JFEグループに対する
ステークホルダーの
期待と懸念

評価結果

重要な要因❶

鉄鋼プロセスの
脱炭素化

◦革新技術で大きく貢献
◦革新技術導入のための
投資負担の増加

◦カーボンプライス導入
による操業コスト増加

重要な要因❷
鉄スクラップ
有効利用ニーズ
の高まり

◦電炉鋼による転炉鋼の
代替

◦JFEグループにおける
　電炉鋼生産の拡大

重要な要因❸
自動車向け等の
鋼材需要の変化

◦EVモーター用の電磁
鋼板需要が増加

◦内燃機関の減少で特殊
鋼需要が減少

◦マルチマテリアル化に
よる自動車向け鋼材の
代替

◦	鋼材へのさらなる脱炭
素・リサイクル性要求

重要な要因❹
脱炭素を
促進する
ソリューション
需要の拡大

◦再生可能エネルギー発
電プラント

◦	日本で開発・実用化した
先端省エネ技術（BAT）
の、途上国などにおける
低炭素ビジネス（エコソ
リューション）

重要な要因❺

気象災害多発に
よる原料調達
不安定化

◦原料調達の不安定化

重要な要因❻
気象災害による
拠点損害

◦台風や大雨による被害
増加

◦渇水被害増加
◦海面上昇による浸水被
害発生

重要な要因❼
国土強靭化

◦インフラ強化に資する
鋼材・関連製品で貢献

2℃シナリオ

2℃シナリオ

2℃シナリオ

2℃シナリオ

4℃シナリオ

4℃シナリオ

4℃シナリオ

鉄鋼プロセスに
対する社会的な
脱炭素要求の
高まり

大規模な脱炭素を
実現する革新技術
の導入

カーボンプライス
の導入

炭素排出量が
小さい電炉法への
注目の高まり

電炉鋼の期待の
高まり

スクラップ
発生量の増加

自動車に求める
需要の変化

EVモーター増加

内燃機関減少

軽量化でマルチ
マテリアル化

素材への環境性能
要求の高まり

脱炭素・
リサイクル性要求

脱炭素社会への
移行

移行を促進する
ソリューション
需要の拡大

省エネ技術の
海外展開

［機会］

［機会］

［機会］

［機会］

［リスク］

［リスク］

気温上昇に伴う
気象災害の
激甚化

原料調達の
不安定化

気温上昇に伴う気象災害の激甚化

気温上昇に伴う
気象災害の
激甚化

インフラ強化
の重要性増大

災害対策製品
の需要増加

［機会］

［リスク］

［リスク］

		➡	洪水・渇水対策などは
	 既に実施中
		➡	海面上昇による浸水
	 影響は対応可能レベル

		➡	具体的対策を推進中
	 「代替調達・ソース分散」
	 「設備能力増強」

➡	鋼材・関連製品
	 でインフラ強化

➡	既存技術に加えて
	 革新技術を開発・実装

➡ 	革新技術導入の
	 投資負担は可能
		➡	カーボンプライスは
	 世界共通で導入され
	 コスト競争力は維持
➡	（適切な形で導入され
ない場合）操業コスト
増加

➡	スクラップ供給量に
	 制約があり、転炉鋼
	 生産は増加
➡	電炉鋼生産、
	 電炉エンジニアリング
の拡大
➡	スクラップ物流
	 ビジネスが拡大

➡	EV化で電磁鋼板の
	 需要増加
➡	自動車販売台数の
	 増加で特殊鋼需要
	 増加
➡	自動車用高張力鋼板
	 の需要増加
➡	鋼材のリサイクル性
	 に再注目

		➡	マルチマテリアル化の
	 影響は限定的

➡	再エネ（バイオマス、
	 地熱、太陽光発電）
	 プラントの
	 一貫施工・運営
➡	ごみ焼却炉、
	 プラスチック
	 リサイクルプラントの
	 一貫施工・運営
➡	CCU・CCS設備の
	 一貫施工
➡	低炭素ビジネスの海外
展開
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シナリオ分析の評価概要

FOCUS 重要な要因① 鉄鋼プロセスの脱炭素化
世界に先駆けて脱炭素化を実現すべく、超革新的技術の開発に挑戦。超革新的技術の導入による
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。

中期、2030

2050

中期、2030、2050

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。

長期的には、JFEグループ環境経営ビジョン2050で公表した「2050年カーボンニュートラルの実現」を目指し、
カーボンリサイクル高炉（CR高炉）、水素製鉄、電気炉の開発に取り組んでいきます。なかでも、CR高炉＋CCUを組
み合わせた技術は、大量・高効率生産、高級鋼製造の特徴をもつ高炉法からのCO₂を抜本的に削減するとともに、製鉄
所内の高炉でCO₂再利用を可能とすることでCO₂排出の実質ゼロを目指す超革新的技術です。高炉で再利用しきれな
かったCO₂については、メタノールなどの基礎化学品を製造することでCO₂の排出を削減します。

時間軸： 中期  ⇒2024年まで、 2030  ⇒2030年まで、 2050  ⇒2050年まで（最終）

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/日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）に完
成させ、2020年10月より実証試験を開始しました。

■ 革新技術の開発事例：フェロコークス製造プロセス

低品位
鉄鉱石 粉砕機

乾燥機

混錬機 乾留炉

フェロコークス
製品300t/d

室炉
コークス

Max10%
省エネ

炭材削減

成型機

成型品

低品位
石炭

低品位原料
利用拡大
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カーボンプライスが全世界共通で導入される場合、コスト競争力は維持。

中期、2030
世界でさまざまな形でカーボンプライスが導入されていますが、日本国内でも2050年カーボンニュートラルの実現

に向けて、炭素税や排出権取引などのカーボンプライスの検討が始まっています。さらに欧州では、国境調整税などが
議論されています。

世界共通で公平にカーボンプライスが導入される場合、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、素材間における環境面の優位性を高めます。

一方で、日本など特定の国、地域、業種に偏った形で導入された場合には、すでに他国に比べて高い水準にある日本
の電気料金がさらに上がることなどを通じて、JFEグループ、特に鉄鋼事業の経営に大きな影響を与え、当社のコスト
競争力が失われるとともに、イノベーションを阻害し、結果としてカーボンニュートラルの実現を妨げる施策となる可
能性があります。カーボンプライスが導入される場合、それが真に成長に資するものになるのか、今後の動向を注視し
ていく必要があります。

FOCUS 重要な要因② 鉄スクラップ有効利用ニーズの高まり
カーボンニュートラルの実現に向けて、業界トップクラスの電気炉技術を最大活用した高級鋼製
造技術や高効率化等を推進。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。

日本鉄鋼連盟では、世界の人口増と経済発展にともなって将来にわたって粗鋼需要が拡大すると予測しており、高
炉法、電炉法のいずれも主要な製鉄プロセスとして不可欠であるとしています（日本鉄鋼連盟：長期温暖化対策ビジョ
ン）。カーボンニュートラルの実現を目指すためには、今後CO₂排出量の少ない電炉法による鉄鋼製品製造を拡大して
いく必要があります。そのためには、電炉法の課題である生産性を向上し、高級鋼製造の制約を解除するための技術開
発を進めていく必要があります。また、転炉でのスクラップ使用量を増加させるための技術開発も重要です。

さらに、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。

中期、2030、2050

■ 鉄鋼生産・スクラップ利用量の需給想定

（億t）

（年）0
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2015 2050

5.6

14.0
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銑鉄生産量粗鋼生産量 スクラップ利用量
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FOCUS 重要な要因③ 自動車向け等の鋼材需要の変化
世界的に自動車販売台数が増加する中、世界的な環境規制の前倒しや強化により自動車の電動化
が加速し、EVモーター用の電磁鋼板需要の急速な拡大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あり，お客様の環境対応のニーズに応えて採用拡大を図ると
ともに，さらなる高強度化を目指します。これらの超高強度鋼板の適用拡大により自動車走行時のCO₂排出量が大幅
に削減されます。

中期、2030、2050

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

脱炭素化につな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に再注
目されることが期待されます。

中期、2030、2050

■ 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
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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、鋼材とこれらの素材と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。

一方、鉄の性能を最大限に発揮するためのマルチマテリアル構造として、JFEスチールでは、少量の樹脂を活用して
「高延性・高密着性樹脂を超高強度鋼板製の部品本体と薄肉鋼板製の部品でサンドイッチした構造」を開発し、自動車骨
格部品のさらなる軽量化と衝突安全性能の向上を可能にしました。

今後も更にお客様のニーズに合った様々な製品と利用技術を開発・提案していきます。

中期、2030、2050

樹脂を活用した超高強度スチール製のエネルギー吸収構造 （P.99）

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
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
イクル事業／カーボンリサイクル技術開発、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 ※４・陸上風力発電などの設計・
調達・建設・運営を事業として展開しています。

また、日本政府が2050年までのカーボンニュートラル実現に向けた「グリーン成長戦略」の柱の一つとして位置づ
けた洋上風力発電にも取り組んでいきます。具体的には、JFEエンジニアリングを主体として着床式基礎構造物（モノ
パイルなど）製造事業に参入します。これに加えて、鉄鋼事業では大単重厚板の鋼材供給、商社事業では洋上風力発電
で先行する台湾や、今後の需要地である東・東南アジア情報の提供を含めたSCM構築などに取り組んでいきます。グ
ループ全体としてO&M※5にも取り組んでいきます。

さらに、資源循環と有効活用の観点から、廃棄物処理施設でも廃棄物由来の発電量の増加に向けた取り組みが進んで
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※6に取り組んで
います。
（2020年：６施設→ 2021年：＋4施設を計画。順次拡大予定）
加えて、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※7、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※8※9」の設立・運営の支援にも積極的に取り組んでいます。
（2020年：8カ所→ 2024年度：10カ所程度→ 2030年：20カ所程度を目標）

（再生可能エネルギー発電分野によるCO₂削減貢献量：2020年度：965万トン/年→ 2024年度：1,200万トン/
年→ 2030年度：2,000万トン/年）

【再生可能エネルギー発電】 中期、2030、2050
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バイオマス発電プラント 廃棄物発電プラント

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。

廃プラスチックや食品残渣などのリサイクルにより、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。廃プラスチックリサイクルでは従来からの容器包装プラスチックのリサイクルに加え、「飲み終わったペットボ
トルをもう一度ペットボトルに戻す」、いわゆるボトルtoボトル事業にも積極的に取り組んでおり、資源の完全循環モデ
ルとしてCO₂の削減に貢献しています。食品リサイクルでは廃棄物として処理されていた食品残渣からメタンガスを発
生させ、再生可能エネルギー（燃料ガスや電力）を創出しています。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および食品リサイクル※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。

【多拠点一括エネルギーネットワークサービス】

【リサイクル事業】

中期、2030、2050

中期、2030、2050

※1 JFEエンジニアリング　バイオマス　（https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/ele07.html）

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

※1 JFEエンジニアリング　リサイクル　（https://www.jfe-eng.co.jp/products/recycle/rec01.html）

※2 J&T環境　リサイクル　（https://www.jt-kankyo.co.jp/business/）

※2 JFEエンジニアリング　発電プラント　（https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/gene01.html）

※3 JFEエンジニアリング　太陽光発電　（https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/ele05.html）

※4 JFEテクノス　太陽光発電システム　（https://www.jfe-technos.co.jp/products/solar/）

※6 JFEエンジニアリング　BRA-INGプレスリリース　（https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20200727.html）

※7 アーバンエナジー 小売電気事業　（https://u-energy.jp/service/retail.html）

※8 アーバンエナジー 地域新電力支援事業（自治体向けサービス）　（https://u-energy.jp/service/municipality.html）

※9 「官民連携の地域エネルギー事業への取り組み　地域新電力事業の展開」 （P.107）

※5 Operation and Maintenance
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JFEエンジニアリングは、排ガスから回収したCO₂と収集／分別技術に強みを持つ廃プラスチックを原料として化学
品製造の原料となる合成ガス（CO＋H₂）を製造する技術に取り組んでいます。水素源／エネルギー源として廃プラス
チックを利用するため、カーボンリサイクルと廃プラスチックのケミカルリサイクルを同時に達成可能となるのが特徴
です。2024年の商品化を目指し、EPC（Engineering, Procurement, Construction）商品として提供するだけでは
なく、事業として展開していくことも検討していきます。
（カーボンリサイクル技術開発CO₂削減貢献量：2024年度：0万トン/年→2030年度：100万トン/年）

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、さらなる経済発展や生産拡大が見込まれるインド、ア
セアン諸国等において、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年度における日本の貢献は約8,000万t-CO₂と推定されます）

【カーボンリサイクル技術の開発】

【省エネルギー鉄鋼技術】

中期、2030、2050

中期、2030

FOCUS 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。

中期、2030
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。

今後，鉄鋼プロセスの脱炭素化により必要な原料の多様化が想定され，それらの原料についても気候変動リスクも考
慮した調達ソースの開発・分散に取り組んでいきます。

「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
活用を実施しています。
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FOCUS 重要な要因⑥ 気象災害による拠点損害

FOCUS 重要な要因⑦ 国土強靭化

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。

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

中期、2030

中期、2030

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。

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や鋼製透過型砂防堰提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。

ハイブリッド防潮堤は、鋼材とコンクリートのハイブリッド構造の部材によって、工期短縮・省スペースの両面で貢
献します。

ハイブリッド防潮堤の特徴は、現地における防潮堤の基礎鋼管杭施工中に、JFEグループの工場で堤体ブロックを製
作することにより、現地工期を約６割削減できるところです。また、施工現場で大量の資機材や人手を調達する必要が
ないため、他の工事を妨げることもありません。これに加え、従来の盛土構造の防潮堤と比べ、土地占有面積が約8割
削減でき、省スペース化も実現しています。今後も技術を応用・発展させ、地域の防災に貢献していきます。

【ハイブリッド防潮堤】
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JFEグループ環境経営ビジョン2050と気候変動シナリオ分析に関連するページ
低炭素社会実行計画：
気候変動関連の目標と実績：
気候変動に向けた取り組み：
CO₂排出削減関連の技術・製品：

鉄鋼業界の取り組み （P.90）
重要課題に対するKPI （P.19）
気候変動 （P.55）

環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 （P.94）

ハイブリッド防潮堤

鋼製透過型砂防堰提

※1 JFEエンジニアリング　鉄構インフラ　（https://www.jfe-eng.co.jp/products/bridge/co01.html）

鋼製透過型砂防堰堤は、土石流をせき止めるために渓流に設置する、鋼管構造の砂防構造物です。
強固な鋼管を組み合わせることで流木や巨礫の衝撃に耐える一方、流水や土砂の通り道となる開口部を大きくしてい

るため、洪水時に水位の上昇が上流に及ぶ「せき上げ」が発生しにくく、土石流の先頭部を確実に捕捉することができ
ます。また、ダムのように河の流れをせき止めることもないため、河床の勾配に合わせた形状をすることにより生態系
への配慮も可能です。JFEグループでは、構造の工夫などにより設置コスト削減と工期短縮化を図ることで、鋼製透過
型砂防堰堤の普及拡大を進めています。

【鋼製透過型砂防堰堤】

堤体ブロック
防波壁

底板

鋼管杭
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鉄鋼業界の取り組み

日本鉄鋼連盟での取り組み

長期温暖化対策

低炭素社会実行計画

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たこれまでの取り組みに加え、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。「長期温暖化対策ビジョン」は、鉄鋼製造における2℃シナリオ達成の見込みとと
もに、1.5℃シナリオへの超革新技術の必要性を示したもので、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。さらに、日本鉄鋼連盟では、2021年2月15日、「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日
本鉄鋼業の基本方針」を発表し、日本鉄鋼業として早期のゼロカーボン・スチールの実現に向けて、果敢に挑戦するこ
とを宣言しました。

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

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

2019年度末進捗 BAU比 で330万t-CO₂削
減（省エネ等）

国内、輸出合わせて3,194万
t-CO₂削減貢献 6,857万t-CO₂削減効果

日本鉄鋼連盟「長期温暖化対策ビジョン」との整合性 （P.79）
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低炭素社会実行計画の実績評価（日本鉄鋼連盟）

革新的製鉄プロセスの開発

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）

日本鉄鋼連盟が推進する低炭素社会実行計画の2019年度実績では、BAU排出量※に対して330万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

※  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

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。

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ています。

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※（2019年度生産量706万トン、粗鋼生産比 7.2%）によ
るCO₂削減量は、2019年度断面で3,194万トン（国内1,013万トン、海外2,181万トン）と推定しています。

COURSE50

フェロコークス
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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（2019年度）

■ Climate Action Member認定証

国内
1,013万t-CO₂

削減

462

28

199

96

227

■ 船舶　■ 発電用ボイラー　■ 自動車　■ 電車　■ 変圧器

輸出
2,181万t-CO₂

削減

681

70

466

964

グローバルでの業界の取り組み

世界規模での地球環境温暖化防止

ISO14404シリーズは、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シリーズ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。

10-year 
member 
recognition

Edwin BASSON
Director General

YU Yong
worldsteel Chairman

In recognition of your  
participation in the 
worldsteel CO2 data 
collection programme  
2020-2021.

JFE Steel Corporation
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S
T 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。

鉄鋼製品の優れたリサイクル効果を取り入れた鉄鋼製品のライフサイクル環境負荷（LCI）を計算する方法であるISO 
20915（Life Cycle Inventory Calculation Methodology for Steel Products）、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）の日本鉄鋼連盟による開発に、JFEスチールも主要メンバーの一員として参画しま
した。

さらに、日本国内の高炉・電炉メーカー15社が参加して、2018年度の操業実績データに基づいた鉄鋼製品別のLCI
データの日本平均値を作成、公表しました。

■ 鉄鋼材料のライフサイクルの概念図

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

鉄の価値 （P.6）

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

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

関連リンク
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環境配慮型プロセス・商品の開発と提供

基本的な考え方

事業別の主な環境配慮型商品・技術

「JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。」という企業理念のもと、気候変動問題の解決およ
び環境負荷低減に向けたプロセス・商品の開発と提供を行っています。「JFEグループ環境経営ビジョン2050」におい
て公表したJFEグループのCO₂排出量の削減と社会全体のCO₂削減への貢献拡大への取り組みのほか、地球環境の保全
に関わるさまざまなプロセス・商品の開発と提供を通じて、企業価値の向上と持続的な社会の実現を目指していきます。

JFEグループでは、事業会社がそれぞれの強みを活かして、環境に配慮したさまざまな商品や技術の開発と提供を
行っています。

■ 主な環境配慮型商品・技術

商品/技術名 環境配慮の内容 対象事業会社 ステータス

フェロコークス （P.96） 省エネルギー・CO₂排出削減

JFEスチール

試験操業

バーナーランス （P.97） 省エネルギー・CO₂排出削減 操業

燃料・蒸気・電力運用ガイダンスシ
ステム （P.98） 省エネルギー 一部運用

CCU／CCS
船舶のゼロエミッション燃料

（P.98）
CO₂排出削減 開発

樹脂を活用した超高強度スチール 
（P.99） 燃費向上・CO₂排出削減 開発

冷間プレス用1.5GPa級ハイテン 
（P.101） 燃費向上・CO₂排出削減 販売

水素ステーション用Type1, 2蓄圧
器

（P.101）
水素供給 販売
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商品/技術名 環境配慮の内容 対象事業会社 ステータス

カルシア改質材 （P.103） 資源循環・生物多様性保全

JFEスチール

販売

鉄鋼スラグ水和固化体 （P.103） 資源循環・CO₂排出削減 販売

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 （P.104） 資源循環・CO₂排出削減 販売

高炉水砕スラグ製品 （P.104） 資源循環・生物多様性保全・CO₂排出削減 販売

マリンストーン® （P.105） 資源循環・生物多様性保全 販売

フロンティアロック® （P.105） 資源循環・生物多様性保全・CO₂排出削減 販売

マリンブロック® （P.105） 資源循環・生物多様性保全・CO₂排出削減 販売

食品廃棄物リサイクル事業 （P.106） 資源循環・再生可能エネルギー J&T環境 事業拡大

地域新電力事業 （P.107） 再生可能エネルギー

JFEエンジニア
リング

事業拡大

プラント統合運営システム
「J-Answer」 （P.108） 省エネルギー・効率化 運用開始

カーボンリサイクルの取組（CO₂分
離回収・Waste to Chemical） 

（P.108）
CO₂排出削減 開発・

実証試験

好気グラニュールシステム （P.109） 水質改善 開発

サーキュラーエコノミーへの取り組
み （P.110） 資源循環・省エネルギー 事業拡大

電磁鋼板におけるグローバルサプラ
イチェーンの更なる拡大 （P.111） 省エネルギー・CO₂排出削減

JFE商事

販売拡大

洋上風力発電向け鋼材・基礎設備サ
プライチェーンの構築 （P.111） 再生可能エネルギー 事業拡大

バイオマス燃料の取扱い拡大
（P.112） 再生可能エネルギー・CO₂排出削減 販売拡大

スクラップ取引拡大による循環型社
会発展への貢献 （P.112） 資源循環・CO₂排出削減 販売拡大

JFEグループ環境経営ビジョン2050の詳細については以下をご参照ください。
JFEグループ環境経営ビジョン2050 （P.56）
JFEグループ環境経営ビジョン2050　説明会資料［2021年5月25日］　

（https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/management/plan/index.html）
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S
T 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原料です。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削減することで、製銑プロセスのCO₂発生量を大幅に削減することができる省エネル
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/日の中規模設備を西日本製鉄所（福山地区）に完成させ、2020年10月より実証試験を
開始しました。この設備は、商用化した際の想定規模である日産1,500トンの5分の1の規模であり、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）までを一貫して行うことができます。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コークス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。 

2021年度は、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の準備を進めています。これを経て、
2023年ごろまでに製銑プロセスにおけるCO₂排出量とエネルギー消費量を約10％削減する技術の確立を目指します。

■ フェロコークス中規模設備プロセスフロー

成型品 フェロコークス フェロコークス粒子断面

コークス 金属鉄

0.2mm10mm 10mm
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■ 炭化水素燃料バーナーを利用したクロム鉱石溶融還元プロセス

バーナーランス

JFEスチールの溶融還元炉は、クロム鉱石（Cr₂O₃）をスラグ内で溶融し、炭材（コークス、石炭）で還元して、ステン
レス鋼の原料である金属クロム（Cr）を回収する当社オンリーワン技術を導入した設備です。一般的なステンレス鋼製
造プロセスと異なり、製造時にエネルギーを大量に消費するフェロクロム（FeCr）合金の使用量を大幅に削減すること
ができるため、極めて高いエネルギー効率を実現しています。

今回開発した技術は、従来のクロム鉱石供給装置（クロム鉱石添加ランス）に、バーナー単体としては世界最大クラス
の炭化水素ガスを燃料とする純酸素バーナー機能を付与し、高温火炎を介してクロム鉱石を加熱添加し、溶融還元に必
要な熱を従来よりも高効率で与えるものです。またこれ以外にも、バーナーランスからの熱供給により、普通鋼転炉で
のスクラップ溶解を促進させるといった利用方法も期待されています。

本技術の導入により、従来法と比較して、エネルギー効率が約20％向上し、CO₂排出量を約10％削減することが可
能となりました。なお、本技術は第53回（令和2年度）市村産業賞本賞を受賞しています。

今後、本技術を転炉スクラップ溶解に展開し、スクラップ使用量の増加を通してCO₂排出量削減に寄与していくこと
で、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

JFEスチール　クロム系ステンレスとは　（https://www.jfe-steel.co.jp/products/stainless/stainless_about.php）

フェロコークス中規模設備の外観
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■ 製鉄所のエネルギーフロー ■ ガイダンスシステムの概要

製鉄所における燃料・蒸気・電力運用ガイダンスシステム
～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～

CCS/CCU
～メタネーション技術による船舶のゼロ・エミッション燃料を目指す業界横断の取り組み～

JFEスチールは、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、電力および蒸気を所内で有効利用し、不足分を外部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量・
貯蔵量、電力・燃料購入量などの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
た上で（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
スするものです（⑤）。

原材料および製品の輸送のほとんどを船舶で運搬する鉄鋼業にとって、鉄鋼サプライチェーン全体でのCO₂排出
量削減に貢献することは重要です。そこで2019年8月に設置された「CCR研究会　船舶カーボンリサイクルWG」

（WG=ワーキンググループ、以下「WG」）に参画し、メタネーション技術を船舶のゼロ・エミッション燃料に活用する
構想の実現可能性を探る活動を行っています。本WGは株式会社エックス都市研究所、JFEスチール株式会社、株式会
社商船三井、株式会社新来島サノヤス造船、日揮グローバル株式会社、一般財団法人日本海事協会、日本シップヤード
株式会社、日本製鉄株式会社、日立造船株式会社の計9社が参加するもので、サプライチェーンとして①国内の製鉄所
から排出されるCO₂を分離・回収・液化、②液化したCO₂を船舶で水素の供給地へ海上輸送、③メタネーション反応
によりCO₂と水素から合成メタンを生成、④合成メタンを液化し、舶用燃料とすることを想定し、CO₂排出量の概算
値を求めるとともに技術的課題の洗い出しを行っています。

製鉄所における燃料・電力運用ガイダンスシステム　（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2020/01/200130.html）
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■ CCR研究会　船舶カーボンリサイクルWGの取組み

樹脂を活用した超高強度スチール製のエネルギー吸収構造
～マルチマテリアル化技術による自動車骨格部品のさらなる軽量化と衝突安全性能の向上～

JFEスチールとイイダ産業株式会社は、自動車のスチール製骨格部品に樹脂を活用したマルチマテリアル構造によ
り、超高強度鋼板を自動車のエネルギー吸収部品に適用可能とする構造を開発しました。

近年、自動車の車体には高い衝突安全性能と軽量化の両立が求められており、構造骨格部品への超高強度鋼板(引張
強度980MPa以上)の適用が大幅に増加しています。しかし、これらの適用はセンターピラー等の、衝突時の変形抑制
が必要なキャビンを構成する部品に限られていました。一方で、衝突エネルギーを部品の変形によって吸収する必要の
あるフロント・リアサイドメンバー等では、超高強度鋼板は、衝突時の部品座屈や大きな曲げ変形下では鋼板が破断し
てしまい、適用が困難でした。

そこで当社は、超高強度鋼板をエネルギー吸収部品に適用するため、イイダ産業株式会社が開発した高延性・高密着
性樹脂を、超高強度鋼板製の部品本体と薄肉鋼板製の部品でサンドイッチした構造を開発しました。その結果、車両衝
突時にエネルギー吸収部品が座屈・曲げ変形する際の、変形部の曲げRが大幅に拡大し、超高強度鋼板部品が破断しな
くなるため、同一重量の比較で53％のエネルギー吸収性能の向上、同一エネルギー吸収性能の比較で25％の軽量化が
可能となります。

想定されるサプライチェーン 船舶カーボンリサイクルWG
における作業分担

①CO₂分離・回収

②CO₂輸送

③メタネーション燃料合成

④メタネーション燃料液化

全体の集計・調整

鉄鋼事業のCO₂排出量削減 （P.61）
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■ 開発したマルチマテリアル構造

■ マルチマテリアル化によるエネルギー吸収性能向上と軽量化

部品重量：1.24kg

従来構造

590MPa-2.0t 1470MPa-1.4t

開発構造
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向上53％

吸収エネルギー：14.4kJ
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軽量化効果

25％

樹脂を活用した超高強度スチール製のエネルギー吸収構造　（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/03/210302_2.html）



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

101

CSRマネジメント

■ WQ方式連続焼鈍設備の模式図

冷間プレス用1.5GPa級高張力冷延鋼板（ハイテン）

2020年、JFEスチールが開発した1.5GPa（1470MPa）級高張力冷延鋼板が、冷間プレス用途として世界で初めて※1、
自動車の骨格部品に採用されました。冷間プレスによる車体骨格部品の強度としては、世界最高レベルとなります。

車体骨格部品は、衝突時の乗員保護と軽量化による燃費改善のため、高強度化が進められています。1.5GPa級高張力
冷延鋼板は、バンパーやドアインパクトビームをはじめとする単純な形状の部品には、既に適用されていました。形状
が複雑な車体骨格部品への適用は、鋼板の高強度化による冷間プレス性や耐遅れ破壊特性※2の低下などから、これまで
1.3GPa（1310MPa）級までにとどまり、熱間プレス工法※3による1.5GPa級高張力鋼板の適用が進んでいました。

JFEスチールは西日本製鉄所（福山地区）にある独自のWQ方式※4連続焼鈍プロセスの高い冷却能力を活用して、合金
の添加と鋼板の微視組織の不均一性を極限まで低減することより、1.3GPa級高張力鋼板と同等の冷間プレス性を有し
ながら、1.5GPa級高張力鋼板でも特に高い降伏強度※5と耐遅れ破壊特性を両立させることで、環境負荷が小さく低コス
トな冷間プレス工法によって、車体骨格部品に1.5GPa級高張力鋼板を適用することが可能となりました。JFEスチール
は、本製品の自動車部品としての利用を通して、社会でのCO₂排出削減に貢献していきます。

※1 当社調べ
※2 耐遅れ破壊特性：水素に起因するプレス成形後の静的な脆性割れを発生しにくくする性質。
※3  熱間プレス工法：素材を高温に加熱して軟質にした後、プレス金型で成形と焼入れを同時に行い、高強度な部品を得

る工法。
※4 WQ方式：水焼入れ。Water Quenchの略。
※5 降伏強度：鋼板が変形し始める強度。部品強度に直接的に影響する。

水素ステーション用Type1,2蓄圧器の実用化

JFEスチール株式会社とJFEコンテイナー株式会社は、2018年度に国産初の水素ステーション用Type2蓄圧器※1の
商品化を完了し、愛知県の豊田豊栄水素ステーションで採用されました。2020年度には大容量普及型Type1蓄圧器※2

を商品化し、販売を開始しました。容器はストレート形状とすることで、高耐水素脆化特性※3を有するミクロ組織を作
りこみ、業界最高水準の高圧力範囲・長寿命を実現しました。

Type1蓄圧器は業界標準容量の300Lに対し、100～400L程度までの容量の製品を製造可能であり、蓄圧器の最適
な構成が容易になり、お客様の事情に即したステーション建設に貢献するとともに、建設コストの低減にも大きく寄与
します。Type2蓄圧器は使用可能圧力範囲が広く、一度に多量の水素供給ができる特長があります。そのため、環境に
配慮した移動手段である燃料電池バスや給水素台数が多いステーションでの採用が期待され、今後ニーズが高まってい
くと予想されます。

冷間プレス用1.5GPa級高張力冷延鋼板　（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2020/12/201223.html）
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※1  Type2蓄圧器：鋼製ライナの胴部に炭素繊維強化型樹脂（Carbon Fiber Reinforced Plastics : CFRP）を巻き付
けて高い特性を発現させた複合容器蓄圧器です。JFEグループで取り組んだType2蓄圧器研究開発の一部は、国立
研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の水素利用技術研究開発事業(2013～2017年度)の
一環として行われました。

※2  Type1蓄圧器：極厚シームレス鋼管を用いて製造した蓄圧器です。Type2と比較して、圧力範囲は狭くなる一方で、
大容量かつ低コスト化が可能です。

※3  水素脆化：水素により特性が劣化する現象

■ 水素ステーション向け 大容量普及型 Type1 蓄圧器

■ 水素ステーション向け 高圧力範囲型 Type2 蓄圧器

豊栄水素ステーション外観
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カルシア改質材

鉄鋼スラグ水和固化体

カルシア改質材は、転炉系製鋼スラグを原料として成分管理と粒度調整したスラグ製品で、浚渫土（しゅんせつど）に
カルシア改質材を混合したものをカルシア改質土と呼びます。カルシア改質土は、混合前の軟弱な浚渫土に比べ強度が
高いため、水中投入時に浚渫土が周囲に散逸して環境を悪化させることを抑制することが可能です。

埋立て材、浅場・干潟造成材、埋戻し材などに適用可能であり、浚渫土の有効活用が可能です。横浜港の新本牧ふ頭
建設工事では、中仕切潜堤※の築堤材に利用されました。

鉄鋼スラグ水和固化体は、セメントコンクリートの代替として、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天然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より生物多様性への効果も調査しています。

浚渫土 カルシア改質材 カルシア改質土

※ 区画して埋立するために、外周護岸内側の水面下に設けられる堤防

■ カルシア改質材とカルシア改質土

カルシア改質土の適用例（浅場・干潟造成材）
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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

CO₂削減に貢献する高炉水砕スラグ

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。

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、2020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455万トンのCO₂削減に貢献しています。

消波根固ブロック

高炉スラグ細骨材を用いた桟橋のプレキャスト床版

鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材
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■ 1トンのセメント製造に伴うCO₂排出量（㎏ -CO₂／ton）

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

鉄鋼スラグ製品による海洋環境再生とブルーカーボンへの取り組み

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）

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。

一方、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材の「フロンティアロック®」は藻場や漁礁としても高い機能が認められてい
ます。静岡県南伊豆町沖の海底に造成された潜堤には、多年生大型海藻のアンクトメやノコギリモクなどのほかイセエ
ビ、サザエ、多種の魚類などが集まるなど、水産資源が回復していました。

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の測定にも取り組んでいます。さらに「マリンブロック®」に
よるサンゴの着生効果試験も実施しています。

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月に協定※を締結しました。協定に基づいた海の環境改善に向け、連携した
取り組みを計画中です。

フロンティアロック® マリンブロック®

※ 「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」

「フロンティアロック®」潜堤に集まった魚群 「マリンブロック®」上で成長するサンゴ
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E
N JFEエンジニアリング

食品廃棄物リサイクル事業の取り組み

JFEエンジニアリンググループ会社のJ&T環境（株）は、食品廃棄物を回収、発酵させて発生したメタンガスを燃料に
発電を行う、食品廃棄物リサイクル事業に取り組んでいます。

2018年に設立した（株）Jバイオフードリサイクルをはじめ、札幌バイオフードリサイクル（株）（北海道札幌市・
2019年株式取得）、（株）東北バイオフードリサイクル（宮城県仙台市・JR東日本（株）、東京ガス（株）、東北鉄道運輸

（株）と共同で2019年設立2022年稼働開始予定）、（株）バイオス小牧(愛知県小牧市・2020年株式取得)により食品
廃棄物リサイクル事業を推進し、再生可能エネルギーの供給拡大に貢献していきます。

社名 食品廃棄物処理量 年間想定発電量 備考

（株）Jバイオフードリサイクル 80ton/日 11,000MWh 稼働中

札幌バイオフードリサイクル（株） 68ton/日 1,470MWh
（2020年実績）

稼働中・配合飼料・肥料
原料へのリサイクル

（株）東北バイオフードリサイクル 40ton/日 6,500MWh 2022年度稼働予定

（株）バイオス小牧 120ton/日 9,200MWh 2022年度稼働予定

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）
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バイオガス（メタンガス）発電施設

■ JFEエンジニアリングが展開するエネルギーの地産地消

処理棟

発酵槽

ガスエンジン

ガスホルダー

官民連携の地域エネルギー事業への取り組み　地域新電力事業の展開

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。

地域に存在する水力や地熱などの再生可能エネルギーを有効利用するための仕組みづくりや、廃棄物発電など、JFE
エンジニアリングが建設した再生可能エネルギープラントからの電力を地域の公共施設などに供給するための仕組みづ
くりを行い、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よる地域の脱
炭素化への貢献に加え、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。

福山市
【福山みらいエナジー】
ごみ発電の地産電力販売ごみ発電

所沢市
【ところざわ未来電力】
ごみ発電の地産電力販売ごみ発電

磐田市
【スマートエナジー磐田】

地元風力発電等の地産電力販売地元風力発電等の地産電力販売

新潟市
【新潟スワンエナジー】
ごみ発電の地産電力販売ごみ発電

熊本市
【スマートエナジー熊本】
ごみ発電の地産電力販売ごみ発電

出雲市
【いずも縁結び電力】
ごみ発電の地産電力販売ごみ発電 豊橋市

【穂の国とよはし電力】
バイオガス発電の地産電力の販売バイオガス発電

八幡平市
松尾八幡平地熱発電所の

地産電力販売
松尾八幡平地熱発電所

水俣市
地元水力発電所の地産電力販売地元水力発電所
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プラント統合運営システム「J-Answer」

カーボンリサイクルの取り組み（CO₂分離回収・Waste to Chemical）

JFEエンジニアリングは、これまで以下のような、プラント運営を高度化するシステムを開発し、プラントの安定運
営に活用しています。

ㅡ「Pla'cello（プラッチェロ）」： AI・ビッグデータを容易に活用できるデータ解析ツール
ㅡ「PAZ（パズー）」： 環境プラントの運営データを集約・活用し、報告書の自動作成機能なども有したプラント運営管理シ

ステム
ㅡ「BRA-ING（ブレイング）」： AI画像解析などを利用することで、これまで廃棄物処理施設の運転員が行っていた介入操

作をAIが行う焼却炉自動運転システム
ㅡグローバルリモートセンター（GRC）： 全国の運営プラントのデータを集約・監視・遠隔運転するリモートセンター

自社のプラント運営業務にこれらを適用し、2019年には日本初の廃棄物処理施設での完全無人運転を実現しています。
「J-Answer」は、これまで個別に展開してきた各システムを連携し、データの共有による利便性の向上を図るとと

もに、連携したデータの解析などにより、運営業務全体の最適解を提供するプラットホームシステムです。当社は生活
の上流から下流まで、幅広い環境プラントの建設・運営によって培った知見を活かし、運営における共通要素と各技術
分野における個別要素を最適に組み合わせ、廃棄物処理プラント向の「J-Answer for waste」と水処理プラント向の

「J-Answer for aqua」を構築しました。
これらを、プラント運営において活用し、循環型社会の形成、およびプラント運転時の環境負荷の低減による環境の

保全へ貢献します。

JFEエンジニアリンググループは、これまでもペットボトルを再生利用するBottle to Bottleリサイクルなど、プラ
スチックごみの資源化に取り組んできました。さらに、CO₂のカーボンリサイクルと廃プラスチックのケミカルリサイ
クルを同時に達成するための技術開発を進めています。焼却炉や発電施設から発生するCO₂の分離回収技術、および
回収されたCO₂を利用して化学品を製造する技術等を開発し、事業化することにより、低炭素社会・資源循環型社会の
実現に貢献します。

■ J-Answerシステム構成

プラント統合システム「J-Answer」　（https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20201116.html）
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■ JFEエンジニアリングにおけるカーボンリサイクルの取り組み
● CO₂分離・回収

JFEエンジ
取り組み分野

CO₂分離回収

■ CO₂のカーボンリサイクル
■ 廃プラのケミカルリサイクル
CO₂
廃プラ

合成ガス製造炉

同時達成
化学プラント

化学品

消費

CO₂発生施設
・焼却施設
・製鉄所
・化学プラント

排ガス

廃プラ（H₂源・エネルギー源）
（CO₂を原料とする
化学品製造技術）

● CO₂の合成ガス・化学品への転換

CO₂
COH₂

好気グラニュール法による下水処理を東南アジアへ展開

JFEエンジニアリングは、東南アジアで急激な人口集中に伴って高まる下水処理ニーズに対して、省スペース・省エ
ネルギーを特長とする“好気グラニュール法※”の取組みを進めています。

下水の浄化には、従来、活性汚泥と呼ばれる泥状の微生物群を利用します。活性汚泥は浄化された水との沈降分離に
長い時間を要するため、下水処理場の最終沈殿池は広大な敷地面積を必要とします。一方、本技術は、泥状の活性汚泥
の代わりに好気グラニュールを用います。好気グラニュールは、粒状になるので、沈降分離が短時間で行えます。その
ため、下水中の汚濁物の分解や浄化された水との沈降分離も効率良く行われ、下水処理場の敷地面積や消費エネルギー
は削減されます。例えば、従来法に比べて敷地面積で50～75%、消費エネルギーで40～60%削減されています。

当社は、フィリピンでの本技術の有効性の検証を完了し、今後はフィリピン下水市場をはじめ、東南アジアへの展開
を目指します。

※  Royal Haskoning DHV社(蘭国)の保有する“Nereda® technology”。2020年にグローバルな視点で“水処理にお
いてこの10年間で最も大きなブレークスルーがなされた技術”として選出された画期的な技術であり、当社はフィリ
ピン下水処理市場での独占契約を締結。

1分間の沈降分離状況（左；好気グラニュール、右；活性汚
泥）。下側が微生物群で上側が浄化された水。

オランダ Germarwolde下水処理場
本技術と従来技術で、同じ処理量(70,000m³/日)におい
て敷地面積60%削減されている
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JFEエンジニアリングの事業を通じたサーキュラーエコノミーへの取り組み

JFEエンジニアリングは、廃棄物発電や再生可能エネルギー発電、食品やプラスチックなどのリサイクルを行う環境
プラント、上下水道、橋梁など社会を支えるインフラについて、設計・施工から運営、メンテナンス、改築等、ライフ
サイクルに合わせた多様な商品・サービスを提供しています。

廃棄物発電プラントや各種リサイクルプラントの建設・運営事業においては「廃棄物を徹底的に利用する」取り組み
を推進します。さらに、これらのプラントを含む社会インフラ施設について、省資源・長寿命設計、省エネ・省力施工、
および効率的な運用、効果的なメンテナンスや改築を統合的に実施することにより「インフラを最大限使い切る」取り
組みを推進します。

JFEエンジニアリングの複合的な事業を通したこれらの取り組みにより、サーキュラーエコノミーを推進し、持続可
能な社会の実現に向けて貢献します。

■ JFEエンジニアリングにおけるサーキュラーエコノミー



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

111

CSRマネジメント

電磁鋼板におけるグローバルサプライチェーンの更なる拡大

洋上風力発電向け鋼材・基礎設備サプライチェーンの構築

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高品質な電磁鋼板をJFEスチールや他の鉄鋼メーカーから仕入
れ、お客様のニーズに合わせ、必要な加工を施したうえで安定的に供給するサプライチェーンの体制を整えています。

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需要家は、グローバルに製造拠点を展開し
ていることから、これまで当社も「日本・米州・中国・アセアンにおけるグローバル4極体制」の中で電磁鋼板のサプ
ライチェーンを拡大して参りました。第7次中期経営計画においては、さらなるサプライチェーンの拡大や加工機能の
深化、アライアンス企業との協業拡大などを通じて、お客様のニーズにきめ細やかに対応し、電磁鋼板加工流通分野に
おける体制構築を充実させていきます。

カーボンニュートラルに向けた各国の取り組みが拡大しており、風力発電を含めた再生可能エネルギーの活用は重要
な課題となっています。

日本における洋上風力発電は2019年に再エネ海域利用法が制定され、事業化の制度が整いつつあります。日本政府
は電源構成における洋上風力発電比率を2019年度の0.7%を2030年度に1.7%へと上昇する計画を発表し、今後洋上
風力の建設案件が増加する見込みです。また他のアジア各国も洋上風力発電プロジェクトを相次いで発表しています。

JFEグループでは、洋上風力発電分野における先行者となり、風力タワーの基礎設備や設備の運用管理・保守点検等
において、グループの総合力を活かしたサプライチェーンの構築に取り組んでいきます。

JFE商事では洋上風力のタワー基礎設備におけるサプライチェーン構築を進めています。洋上風力の取り組みが先行
する台湾において、設備を製造する現地企業と協業しており、洋上風力向け鋼材サプライチェーンでの経験を積み重ね
ています。更に今後は、日本近海の洋上風力発電ビジネスにおいても鋼材や基礎設備のサプライチェーンにおいて、お
客様の需要に対応することで、再生可能エネルギーの普及に貢献していきます。

S
H JFE商事
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バイオマス燃料の取扱い拡大

スクラップ取引拡大による循環型社会発展への貢献

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。

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だ
けでなく、アジア各国への輸出、外国間取引も行っています。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。

PKS 木材ペレット
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資源有効活用

基本的な考え方

JFEグループの資源循環の推進

副産物の発生・排出抑制と有効利用

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。

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。

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、2020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。

S
T JFEスチール
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※  集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社25社

副産物関連の定量データは以下をご参照ください。
環境データ （P.198）

リサイクルの推進

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、環境目標とする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（両面コピーの推奨）、リユース（ファイル専用回収箱、名刺ケース回収箱を設けて再利用を促
進、ラベルプリンターカートリッジの回収）、リサイクル（ごみ分別の徹底による再資源化促進）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。

E
N JFEエンジニアリング
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※  集計範囲：JFEエンジニアリング単体、国内連結子会社10社

製作所における産業廃棄物関連の定量データは以下をご参照ください。
環境データ （P.198）
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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おり、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。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、バイオマス燃料化・廃棄物発電など、プラント・インフラ施設等の建設と事業・
サービスの提供の両面で資源効率の向上を目指しています。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。

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.94）

自社の生産プロセスで発生する副
生品や社会活動で発生する廃棄物
を有効に利用する技術、商品の開
発を推進しています。

資源循環関連技術・商品の開発

JFEグループの資源循環ソリューションと取り組み

資源循環ソリューション

循環型社会の実現にむけた取り組み

廃棄物や下水処理プラントの建設
および最適な操業の支援を行って
います。また、建設現場や製作所で
発生する産業廃棄物のリサイクル
を積極的に推進しています。

プラントの建設・運営

副産物の有効利用
・セメント原料など

再生資源の利用推進
・プラスチック高炉吹き込み技術

資源の再生
・電炉を活用した使用済み乾電池の再資源化
（鉄、マンガン、亜鉛などの金属資源回収）

再生製品の提供
・プラスチック製品リサイクル（パレット、NFボード）

リサイクル
・蛍光灯、電池、家電等のリサイクル（有害物処理、再生原料化）
・ペットボトルリサイクルレジン製造

再生可能エネルギーの利用
・廃棄物発電、バイオマス発電
・食品リサイクル、汚泥活用した
バイオガス発電

廃棄物を処理する際
に発生する熱やガス
を利用した発電事業
を行っています。

リサイクル・
発電事業 行政と連携して地域新電

力会社を設立し、廃棄物
発電などによる電力の地
産地消を推進しています。

行政との連携

鉄スクラップの効率的な回収・輸
送により、グローバルな循環型
社会の拡大に寄与しています。

スクラップの
グローバルな循環

亜鉛回収

鉄・マンガン回収

廃乾電池

電極

アーク

スクラップ

溶鋼

使用済みプラスチック

微粉化後プラスチック

プラスチック
C+H

還元ガス
CO+H₂

鉄鉱石
Fe+O

銑鉄
Fe

高炉ガス
（燃料ガス）
所内利用

高炉設備

銑鉄

ソリューション❶ ソリューション❷

ソリューション❹

ソリューション❸

ソリューション❺ ソリューション❻

取り組み❹

製鉄プロセスにおいて、原料・水
資源の高効率利用、副産物の発
生・排出抑制と有効利用、再生資
源の利用促進、資源の再生など
を推進しています。

製鉄プロセスの改善
取り組み❸ 共通の取り組み取り組み❶ 取り組み❷

社会

お客様・ユーザー
（製品→使用→廃棄）

資源循環に関する社会的な課題
• 資源枯渇
• 廃棄物処理施設や廃棄物処分場の逼迫
• 労働力の不足
• 再生可能エネルギーの利用

鉄鋼製品 副産物
有効利用製品

副生
エネルギー

リサイクル事業

再生資源 再生製品 再生可能
エネルギー

製鉄所

廃棄物
スクラップ

ソリューション❶

ソリューション❷

ソリューション❹

ソリューション❸ ソリューション❺

ソリューション❻ 取り組み❹

取り組み❶

取り組み❷

JFE条鋼にて
累計8.6万トンを達成！

5万トンの
プラスチックを
製鉄利用！

副産物の
有効活用
99.7％！

現地工事
産業廃棄物
リサイクル
98.3％！

水資源循環
93.0％！

取り組み❸
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水セキュリティ

基本的な考え方

水リスクへの対応

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、代替調達先の確保などにより、リスク
の低減に努めています。

S
T JFEスチール

水リスク分析とその対応

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（2021年6月評価）によれば日本全域における水リスクはhigh以上には指定されていないものの、気象状況によ
り将来（2030年や2040年）は、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

（Business Continuity Planning：事業継続計画）を策定するなどの対策を取っています。
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水資源の効率的利用

JFEグループでは、製鉄所などの製造拠点において、取水量を減らすための循環システムを構築しており、可能な限
り水を循環利用するとともに、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。

S
T JFEスチール

水の循環利用

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、2020年度における工業用水の循環率は93.0%と高い水準を維持しています。

■ 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
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東北ドック鉄工
3.3

JFE
エンジニアリング
7.2

Ｊファーム
3.1

J&T環境
116.4

その他 0.01

合計
130.0万t

水使用量

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。

E
N 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（2020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

水関連の定量データは以下をご参照ください。
環境データ （P.198）
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※  集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社13社

3.3

202019730

20
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30

40
（百万Nm³）

（年度）

■ JFEスチール（単体）

1990

6.0

（百万Nm³）グループ
会社※ ̶ ̶ 0.03

36.8

4.3

20192016 2018

4.14.5

2017

4.6

0.05 0.040.03 0.04

汚染防止

基本的な考え方

大気への排出抑制

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。

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。

S
T JFEスチール

■ SOx排出量推移
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10.3

202019730

20

10

30

40
（百万Nm³）

（年度）

■ JFEスチール（単体）

1990

13.7

（百万Nm³）グループ
会社※ ̶ ̶ 0.14

34.6

11.1

20192016 2018

10.510.9

2017

11.5

0.20 0.190.22 0.17

※  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

E
N JFEエンジニアリング

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。

水資源の汚染防止

製鉄プロセスで使用した水を公共用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。2020年度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2.9t/日でした。

S
T JFEスチール
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8.46.85.66.1
8.7

23.1

20202016 2017 2018 20190

10

20

30
（kg/日）

（年度）

■ 津製作所

規制値（津）

2.9

20200

2.0

1.0

3.0

4.0
（t/日）

（年度）

■ JFEスチール（単体）

（t/日）グループ
会社※ 0.17

3.2

20192016 2017 2018

3.3
3.03.1

0.13 0.14 0.17 0.15

※  集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社15社

※  年間の最大値を報告しています。

■ COD推移

■ 公共用水域への排水におけるCODの推移

E
N JFEエンジニアリング

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。
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761718693

202020160
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1,000
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4,000
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■ 大気・公共用水域への排出量（単体）　■ 移動量（単体）

2017 2018 2019
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（t）

（t）
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会
社※ 排出量

移動量

413

4,835

381

6,208

269 285

5,967 4,216

255

6,643

1,694

2,533
2,212

429 516 545 481

1,865

2,726

化学物質の管理・排出抑制

JFEスチールは、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。2020年度の大気・公共用水域へ
の化学物質排出量は341トンです。

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。

S
T JFEスチール

※  集計範囲：JFEスチールの国内連結子会社18社

■ PRTR届出物質の排出量・移動量推移

■ VOC排出量推移
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■ 大気・公共用水域への排出量（単体）　■ 移動量（単体）
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5.4 12.5

36.7

26

̶ ̶

̶ ̶

58.4
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※  集計範囲：JFEエンジニアリングの国内連結子会社4社

■ PRTR届出物質の排出量・移動量推移

E
N JFEエンジニアリング

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。

PRTR関連の定量データは以下をご参照ください。

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。

環境データ （P.198）

環境配慮型プロセス・商品の開発と提供 （P.94）

JFEグループにおけるPCB廃棄物の適正管理

商品・技術（環境の保全）

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・東京臨海エコクリーン、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。



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

125

CSRマネジメント

生物多様性

基本的な考え方

生物多様性の取り組み

JFEグループは、生物多様性保全を重要な課題と認識し、事業活動に伴う生態系への影響を評価したうえで、この影
響を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機会の提供などを通して、事業活動以外の場での貢献も積極的に進
めています。

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。

S
T JFEスチール

環境影響評価の実施

工事計画区域内の希少な植物を移植

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扇島火力発電所の1号機は、2019年に老朽化による設備の更新工事を完了し、稼働を開始しました。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、環境省第4次レッドリストの絶滅の危険が増大している種（絶滅危惧II類（VU））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、計画区域内の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。
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ホタル観賞会の開催

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。製造所内の水場とその周辺環境の整備、ホタル観賞会などを通じ
て、地域の皆様とともに、生態系が保たれる環境づくりに取り組んでいます。

JFE扇島発電所設備計画地内で確認されたクゲヌマラン

ホタル観賞会の様子

ホタルの放流を行う知多製造所内の小川
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建設工事における取り組み

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。

E
N JFEエンジニアリング

地域へ開かれた自然環境の学び舎としてビオトープを提供

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」を整備し、ビオトープ「トンボ池」を、地域住
民の方や近隣の小学生の皆さんが生態系にふれあい、学べるイベント会場として2009年から提供しています。

2020年は、近隣住民の方を中心とした「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植物の生育状
況など地域の自然環境を直接知ってもらうためのトンボ調査「トンボとり大作戦」を行いました。

また、2020年度より京浜臨海部の緑地の質向上と生物多様性への貢献を目的とする「トンボはドコまで飛ぶか
フォーラム」に協賛しています。企業、市民、行政、専門家が集まるこのフォーラムでは、京浜臨海部と内陸部に点在
する15カ所の緑地やビオトープに飛来するトンボを捕獲し、マーキングして大空に解き放ち、その行動範囲を追跡す
るなどの調査活動を行っています。この調査場所として、「JFEトンボみち」も利用されています。

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。

外部イニシアチブの詳細は以下をご参照ください。
経団連生物多様性宣言イニシアチブ　（http://www.keidanren-biodiversity.jp/）

生物多様性民間参画パートナーシップ　（http://www.bd-partner.org/）
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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.94）
チャレンジ・ゼロ　（https://www.challenge-zero.jp/jp/member/37）



トップメッセージ JFEグループが
目指すもの 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2021

129

CSRマネジメント

環境コミュニケーション

操業地域における環境情報開示

環境に関する情報発信と交流

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。

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。

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、株式会社クレー・インク（KLEE INC）が運営し、“もっと地球と話そう”をスローガンに環境に関する
情報を発信するWebマガジン「ecobeing（エコビーイング）」の運営に協力しています。サイトの連載コンテンツであ
る「ecopeople」には、さまざまな分野の方々が登場し、JFEグループの社員や取り組みも紹介してきました。2021年
夏号では、JFEグループにおける環境・社会貢献の一例として、JFEスチール知多製造所における「ホタルの夕べ」（ホタ
ル観賞会）およびJFE商事における「TABLE FOR TWO」の活動が掲載されました。本サイトには、環境に関するテー
マを中心にさまざまな取り組みが、客観的な視点で紹介されていますので、ぜひ一度ご覧ください。

詳細は以下をご参照ください。

ホタル観賞会の開催　（https://www.ecobeing.net/ecopeople/2021_summer/04.html）

ecobeing（エコビーイング）　（https://www.ecobeing.net/）

TABLE FOR TWOへの参加　（https://www.ecobeing.net/ecotopics/#ecotopicsBl_3）
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「みどりの小道」環境日記への協賛

環境展示会「エコプロOnline2020」「オンライン東京湾大感謝祭2020」などへの参加

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。

2020年11月に開催された国内最大級の環境展示会「エコプロOnline2020」に、JFEグループは『「鉄をつくる→
つかう→リサイクル」　～JFEの技術で持続可能な社会へ～』をテーマに環境関連商品や技術を出展しました。2020年
は感染拡大が続く新型コロナウイルスの影響を踏まえ、オンラインでの開催となりました。また、同時に開催される子
どもや親子、小中校生向けの環境学習パビリオン「エコスタディルームOnline」にも出展し、JFEグループの環境への
取り組みを、わかりやすく紹介しました。紹介とともに、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海の恵みに感謝する「オンライン東京湾大感謝祭2020」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しました。

詳細は以下をご参照ください。
一般財団法人グリーンクロスジャパン：「みどりの小道」環境日記　（https://www.midorinokomichi.net/）

エコスタディルームOnlineのトップページ

エコスタディルームにおけるグループの活動紹介


