
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

232

CSRマネジメント

主なESG評価

FTSE4Good Index Series、FTSE Blossom Japan Indexに選定

MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）に選定

S&P / JPXカーボン・エフィシェント指数に選定

JFEホールディングスは、ロンドン証券取引所の子会社であるFTSE 
Russell社が提供する「FTSE4Good Index Series」および「FTSE Blossom 
Japan Index」の構成銘柄に2年連続で選定されています。両指数には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、世界最大規模
の年金運用機関であるGPIFが採用するESG投資指数の一つです。

JFEホールディングスは、米国MSCI社が提供する「MSCI日本株女性活躍
指数（WIN）」に組み入れられています。当指数は、ESG（環境・社会・ガバ
ナンス）の評価に優れた企業を選別して構成されるもので、MSCIジャパン
IMIトップ700指数構成銘柄の中から多面的に性別多様性スコアを算出し、
業種内での上位半数の銘柄を選定しています。また、当指数はGPIFが採用
するESG投資指数の一つです。

JFEホールディングスは、米国S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社と
日本取引所グループが共同で開発し算出・公表する「S&P / JPXカーボン・
エフィシェント指数」に組み入れられています。当指数は、環境情報の開示
状況や炭素効率性（売上高当たり炭素排出量）の水準に着目して構成銘柄の
ウエイトを決定する指数で、GPIFが採用するESG投資指数の一つです。
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CDP2020による評価

DBJ環境格付取得

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（AからD-）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、CDPレポーターサービスの会員としてCDPの活動に積極的に参画しています。また、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、CDP2020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。
【CDP2020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-

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。

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10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。
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DBJ健康経営格付取得

健康経営優良法人2021（ホワイト500）に認定

キャタピラー社より品質保証認証取得

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。

JFEエンジニアリングは「健康経営優良法人2021」の上位500法人であ
る「ホワイト500」に認定されました。これは、経済産業省と日本健康会議
が主催する制度で、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等
の法人を顕彰するものです。

当社は、健康管理システムの導入や全社健康アンケートの実施により、社
員の健康意識や生活習慣、健康リスクの変化を経年で把握し、健康経営の
PDCA活動を継続的・効果的に実践しています。また、2018年3月には

「JFEエンジニアリング健康宣言」を制定し、健康経営の取り組みを社内外へ
配信しています。これらの取り組みが評価され、今回の認定に至りました。

当社がホワイト500企業に認定されるのは3回目で、健康経営優良法人に
は4年連続で選出されています。

JFEスチール西日本製鉄所（倉敷地区）とJFE商事は、コロナ禍の中、Web
にて監査を無事に更新し、建設機械メーカーのキャタピラー社より品質保証
認証であるSQEP（Supplier Quality Excellence Process）のゴールドク
ラスの認証を、2021年に5年連続で取得しました。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（2020年取
得時）
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ESG 以外の外部評価

「DX銘柄2021」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）2021」について、DX
を積極的に推進する企業として、「DX銘柄2021」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。2020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7年連続での選定となります。
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主な外部表彰

第24回環境コミュニケーション大賞審査委員会特別優秀賞を受賞

第2回ESG ファイナンス・アワード・ジャパン環境サステナブル企業部門特別賞を受賞

2020年9月に公開した「JFEグループCSR報告書2020」が、環境省および一般財団法
人地球・人間環境フォーラム主催の「第24回環境コミュニケーション大賞」において、審
査委員会特別優秀賞を受賞しました。当社の入賞は2年連続となります。
「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147点、環境経営レポート部門
114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審査委員会特別優秀賞
4点の一つに選ばれました。 表彰式は、2021年2月17日にオンラインにて開催されました。

2020年9月に発行した「JFEグループCSR報告書2020」が、環境省主催の「第2回ESG 
ファイナンス・アワード・ジャパン」環境サステナブル企業部門において、特別賞を受賞し
ました。当社の入賞は初めてとなります。
「ESG ファイナンス・アワード・ジャパン」は、ESG金融や環境・社会事業に積極的に取

り組み、環境・社会に優れたインパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業等
について、その先進的な取り組みを表彰し、広く社会で共有することで、ESG金融の普及・
拡大につなげる目的で創設された表彰制度です。「環境サステナブル企業部門」は、環境要素
が企業価値に与える影響の理解に基づく投資判断を普及させるとともに、企業が環境要素を
踏まえた経営を行い、その状況を開示することを促進するために設定されました。「特別賞」
は、企業規模や業種特性に照らして特に優れた取り組みを行っている企業を対象として新設
された賞です。表彰式は、2021年2月24日にオンラインにて開催されました。

詳細は以下をご参照ください。

詳細は以下をご参照ください。

「JFEグループCSR報告書2020」が第24回環境コミュニケーション大賞審査委員会特別優秀賞を受賞
（https://www.jfe-holdings.co.jp/release/2021/02/210218.html）

第2回「ESG ファイナンス・アワード・ジャパン」環境サステナブル企業部門 特別賞を受賞
（https://www.jfe-holdings.co.jp/release/2021/02/210225.html）
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世界鉄鋼協会2020 Steel Sustainability Championsを受賞

「IT Japan Award 2021」 準グランプリを受賞

JFEスチールが、世界鉄鋼協会が選考する2020 Steel Sustainability Championsを受
賞しました。
「Steel Sustainability Champions」は、世界鉄鋼協会が1年に一度、持続可能な鉄鋼業

と社会の構築をリードし、サステナビリティの向上に関して顕著な成果をあげた会員企業を表
彰するものです。JFEスチールは2020年、世界鉄鋼協会Steelie Awards(「Innovation of 
the year」部門)を国内鉄鋼業界で初めて受賞※するなど、環境負荷低減に貢献する革新的な技
術の開発を推進しています。さらに、環境や安全衛生をはじめとする様々な分野で、サステナ
ビリティに関する基本方針や測定データを、「JFEグループCSR報告書2020」などを通じて、
ステークホルダーに積極的に発信しています。これらの取り組みが評価されたものです。

JFEスチールは、日経コンピュータ主催の「IT Japan Award 2021」において、「高炉
CPS」※1および『J-mAIster®』※2に関する取り組みが評価され、準グランプリを受賞しま
した。
「IT Japan Award」は、情報システムを構築・活用し、顕著な成果を上げている企業を

発掘し、成功のノウハウを広く共有するため、2007年に創設されたものです。過去1年間
（2020年5月から2021年4月）に「日経コンピュータ」に掲載された記事の中から、「経営
革新・業務改革への貢献度」、「システム構築・活用における独創性」、および「採用技術・手
法の先進性」の観点で、優れたIT活用事例を毎年表彰しています。

詳細は以下をご参照ください。

詳細は以下をご参照ください。

※

世界鉄鋼協会2020 Steel Sustainability Championsを受賞
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/04/210414.html）

「IT Japan Award 2021」 準グランプリ受賞について
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2021/06/210608.html）

世界鉄鋼協会Steelie Awards 2020を受賞～高速モータに適した省資源型Si傾斜磁性材料の開発～
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2020/10/201015.html）

※1 

※2 

当社製鉄所の全高炉にデータサイエンス技術を導入～「高炉CPS」の実現で革新的な
生産性向上へ～
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2019/11/191105.html）

JFEスチール　IBM Watsonを活用し故障復旧時間を大幅に短縮～ハイブリッド
クラウド環境で安全かつ柔軟に最新技術を活用～
（https://www.jfe-steel.co.jp/release/2019/03/190307.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（2020年度）

表彰名 対象 主催

JFEスチール

Steelie Awards 2020 高速モータに適した省資源型Si
傾斜磁性材料の開発 世界鉄鋼協会

令和3年度 科学技術分野の
文部科学大臣表彰 科学技
術賞（開発部門）

革新的雰囲気制御による溶融亜鉛
めっき薄鋼板製造技術の開発 文部科学省

第53回（令和2年度）市村産
業賞本賞

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 （公財）市村清新技術財団

2020年度（令和2年度）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

データサイエンスを活用したエネ
ルギー需給ガイダンスの開発 （一財）省エネルギーセンター

2020年度経団連推薦社内
報審査 総合賞 JFEスチールマガジン （一社）経団連事業サービス

社内報センター

第55回機械振興賞 機械振
興協会会長賞 ツイン投光差分方式表面検査装置 （一財）機械振興協会

令和2年度全国発明表彰 発
明協会会長賞

漏洩磁束法による鋼板の微小凹凸
欠陥計測装置の発明 （公社）発明協会

新グローバルニッチトップ
企業100選

超大型コンテナ船用極厚高アレスト
鋼板 経済産業省

JFEエンジニ
アリング

第46回優秀環境装置表彰 
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

2020年度IT優秀賞
JFEエンジニアリングにおけるDX
推進の取り組み ～デジタル化によ
る「変化の常態化」を目指して～

（公社）企業情報化協会
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Steelie Awards 2020 令和2年度全国発明表彰 発明協会会長賞

2020年度（令和2年度）省エネ大賞 省エネ事例部門

令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　科学技術賞（開発部門）

第53回（令和2年度）市村産業賞本賞
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第三者意見

1. 第7次中期経営計画

2021年度からの第7次中期経営計画では、社会の持続的発展と人々の
安全で快適な生活のために「なくてはならない存在」になるというJFEグ
ループの使命達成に向けて、「環境的・社会的持続性」に裏打ちされた「経
済的持続性」の確立により、中長期的な持続的成長を目指すという戦略的
方針が明言されました。これは、サステナビリティ配慮を事業戦略の基調
とする経営体制の確立を意味しており、持続可能な社会でもさらなる成長
を果たすという経営ビジョンのコミットメントに他なりません。これまで
もCSR経営を着実に進めてきましたが、第6次中期経営計画から大きく踏
み込んだ「持続可能な社会」への適合方針によって、同グループのサステ
ナビリティ経営は新時代へ入ったように感じます。

2. 環境経営ビジョン2050

環境的持続性の柱は間違いなく環境経営ビジョン2050です。昨年度に「2013年度比で20%以上」という鉄鋼事業
のCO₂排出量削減目標を公表したばかりですが、今期はさらにそれを進めて、「2024年度末に2013年度比で18%削
減し、2050年にカーボンニュートラルの実現を目指す」という環境経営ビジョン2050を明らかにしました。きわめ
て短期間に具体的な削減目標と達成期限を前倒しで設定し、それを公言したことで、JFEグループの気候変動政策は達
成への緊張感に満ちたものになりました。また、達成手段となるカーボンリサイクル高炉やCCUは独自性が強い技術
的ノウハウであり、その提示によって、業界との連携だけに留まらない、課題解決への主導的な姿勢を示しています。

3. 人権デューディリジエンス

社会的持続性では、「重大災害ゼロ」を達成するために、安全教育やルール徹底だけでなく、設備そのもので災害防止
を目指す取り組みと人権デューディリジェンスが注目ポイントです。いずれもグローバル社会がビジネスに要請する標
準的な人権尊重施策になりつつあり、とりわけ人権デューディリジェンスは欧州で急速に実施規制の法制化が進んでい
ます。その社内体制を短期間で整備できたことはリスクマネジメントの大きな成果です。

4. 今後の課題

連結ベースでの集計開示が進む環境データと比べて、社会データの集計範囲は単体中心であることが課題になってい
ます。とくに休業災害データ、障がい者雇用率、離職率等は労務施策の重要な評価指標になる場合も多く、人権デュー
ディリジェンスの有効性評価にも必要です。また、適宜改善が行われているWebサイトですが、情報量が経年的に増
加して膨大になっていることから、さらなる利用しやすさへの工夫に関して今後の検討が望まれます。

上智大学 名誉教授

上妻 義直 氏
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ラル実現にむけたCO₂削減ロードマップを策定。今年は新たに超長期の
「2050年ビジョン」を掲げ2050年カーボンニュートラルを宣言されました。それと同時に、最終年度の2024年には
鉄鋼事業からのCO₂の18％削減という野心的な目標をかかげた新中期計画を発表されました。

通常超長期ビジョンは、ビジョンへのコミットメント決意表明という面が重視されます。一方で中期計画は実現可能
な計画目標とみなされます。化石燃料を原料とする鉄鋼業では、エネルギー産業以上に脱炭素が困難と思われていまし
たが、中期計画で削減計画を表明するということは、鉄鋼業における脱炭素化の道筋が明らかになったという力強い
メッセージと受け止めました。

社長メッセージで触れられているカーボンリサイクル高炉や水素直接還元技術、低炭素化技術などの新技術に加え、
従来から着実にすすめてきた省エネのさらなる推進及び、電炉事業や、再生可能エネルギー事業などの事業ポートフォ
リオの低炭素化戦略も同時に一段と加速されるものと期待します。高炭素事業の代表格とされてきた鉄鋼業から脱炭
素企業のメッセージを発することは、他産業、社会全体の脱炭素化をけん引する力となります。一層のJFEグループの
リーダーシップに期待します。

以上を踏まえた上で、今後リーダーシップを発揮していただきたい点について述べさせていただきます。
まず気候変動のもう一つの側面である適応策です。世界各地で大型ハリケーンや台風による洪水や高潮、大規模な山

火事など激化する自然災害により、都市生活、物流やエネルギーインフラ、農耕地や山林などに甚大な被害が生じてい
ます。今や気候変動による自然災害の激化に社会全体が適応していかなければなりません。災害に負けずにその被害を
やり過ごす、レジリエントなハード・ソフトの仕組み構築は焦眉の急です。レジリエントな建物、街インフラ整備は切
実な社会課題であり、確実にビジネスチャンスです。今後は気候変動対策を脱炭素とレジリエンスの二本柱として推進
していただきたいです。

立教大学 21世紀社会デザイン研究科 特任教授

河口 眞理子 氏

今年で5年目となる第三者意見を述べさせていただきます。この5年間
は、のちに資本主義が大転換した時期と評価される激動期と感じています。
この5年の間にSDGsの考え方が社会に広く浸透し、社会の脱炭素化が世
界共通目的となり、環境社会課題の多くがビジネスの周辺領域から主流の
最重要課題へと浮上しつつあります。なかでも気候変動問題は経済活動の
前提条件になっています。加えて今年は生物多様性の保全が重要なテーマ
として浮上しています。一方でコロナ禍の中で労働者の人権問題、貧富の
差という社会的課題も明らかになっています。

このような状況下、JFEグループは高炭素型という鉄鋼業のハンディを
逆手にとり積極的な脱炭素戦略を取られており、高く評価されます。2年
前にはTCFDのシナリオを日本企業としては先駆けて策定し、多くの日本
企業の脱炭素戦略のお手本となりました。さらに昨年はカーボンニュート
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次にお願いしたいのは、サプライチェーンにおける社会課題解決です。一般的にレアメタルや非鉄金属などの鉱山開
発の現場では、地形を大幅に改変し生態系や水系にダメージを与え、現地の人たちのコミュニティや人権にも大きな影
響を与え得るとされ、それがマテリアリテイの高い社会課題とされます。本報告書ではサプライチェーンに関しては、
調達方針の記述が中心にとどまっています。鉄鉱石、石炭など主要原材料についてのサプライチェーンの社会環境リス
クについての具体的な方針、具体的な目標の設定、それらの開示は環境先進企業として不可欠な要因になると考えます。

最後に、本報告では、鉄は地球上に遍在するリサイクル可能な最も持続可能な素材であると紹介されています。また
エンジニアリング事業を通じたサーキュラー経済の取り組みも報告されています。鉄とエンジニアリングを掛け合わせ
ると、循環型と同時に脱炭素というウィンウィンのビジネスモデルになり得ると解釈しました。

ジェンダーや人種などの多様性に配慮しつつ、今後は、個別の技術戦略の上位概念として脱炭素・サーキュラーを組
み込んだビジネス戦略を、より明確に示しながら、2050年ビジョンの実効性を着実に高めていただけるリーダーシッ
プに期待しています。




