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本報告書に関するお問い合わせ

※このCSR報告書は、2016年４月１日～2017年３月31日（2016年度）の
活動を記載しておりますが、一部対象期間外の活動内容も含みます。

NON-VOC UVインク
省電力LED-UVで印刷されています

●「FSC®森林認証紙※1」を使用しています。
●環境にやさしい「水なし印刷※2」、「LED-UV印刷※3」を採用しています。
※1 【FSC®森林認証紙】 適切に管理された森林を認証する仕組みをFSC®森林認証といい、森林認証パルプを含む紙。
※2【水なし印刷】 有害な廃液となる現像液や湿し水を使わない印刷方法。
※3【LED-UV印刷】 UV（紫外線）で瞬間乾燥を行うUV硬化インキを使用し、有害な有機溶剤を含んでおりません。
　　UV光源にLED（発光ダイオード）を使用することから省電力。環境負荷の低減を実現する新しい印刷方式です。
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事業活動における重要な指標

　

　おかげさまで当社は昨年、旧新日

鉄から分社して10周年を迎えることが

できました。その間、ＣＳＲ経営に関す

る時代の要請は、2015年に国連で

採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」や2016年に発効した「パリ

協定」の内容が示すように、今や環境

問題のみならず、貧困、人権侵害、教

育などの社会問題についても幅広く企

業が自発的に取り組むことを求められ

ております。

　私は社長に就任して以降、お客さま

のニーズに応えるのはもちろんのこと、

社会と企業が共に永続的な発展を目

指していくために、サステナビリティを

経営判断の重要な指標として位置づけ

てまいりました。私たちの活動が各事

業拠点やプロジェクトを実行する国・

地域の経済発展やエ

ネルギー問題の解決、

環境負荷の低減など

に広く寄与できている

かどうか。これは、私

が経営者として当社

グループの舵取りを

する上で、常に意識

すべき大事な視点だ

と考えております。

　社会の持続可能な

発展に、私たちの事

業活動が確実にリン

クできているとき、そ

こに当社グループの

存在価値があります。

今後もこの評価指標を大事にしつつ、

ビジネスの仕組みを考え、知恵を出し

続けていきたいと思います。

　
コンプライアンスの徹底

　当社グループが責任と誇りを持ちな

がら持続的にビジネスを行っていくた

めに、留意すべきいくつかの重要な課

題があります。

　まず必須になるのは、事業活動の

全ての面におけるコンプライアンスの

実践・徹底です。特に、グローバルに

事業を展開するにあたっては、贈収賄

や不正競争などコンプライアンスの問

題に直面するリスクは高く、社員に悪

意がなくとも、いつの間にか不正に加

担してしまう危険が常に潜んでいます。

　営業コンプライアンスをリスクマネ

ジメント上の重要課題と位置づけ、内

部統制や社員教育を強化してきました

が、経営としても、プロジェクトに応

札する際には、国・地域の状勢や事

業パートナーのコンプライアンス風土

などを慎重に見極め、適切な意思決

定を行っていく所存です。企業は社会

的な存在であり、当社グループは、

社会正義に反する行為は絶対に行いま

せん。この姿勢は引き続き徹底してま

いります。

人財育成における

「グローバル×ローカル」と

「エクスターナル・ネットワーキング」
 

　次に重要な課題は、人財の育成です。

では、どういう人財を目指すのか。ひと

つは、グローバル×ローカルというア

プローチになります。グローバルな視

点では、持続可能な社会の発展を目

指すべきですが、実際のビジネスの現

場では、国・地域・お客さまの事情は

千差万別です。理想論を唱えるだけ

では、ときに対立する利害関係は平行

線のままで、なかなか前に進みません。

今、求められているのは、グローバルな

視点を持ちつつ、ローカルな事情も考

慮して、主体的に解決策を考え、多

様性の中でリーダーシップを発揮でき

る人財です。私は、こういう人財を育て、

再生産していく仕組みをグループ内で

整備することが急務だと考えています。

　また、「エクスターナル・ネットワー

キング」という言葉を、私のメッセー

ジの中で繰り返し発信するようにして

います。社会のさまざまな課題に対し

て、当社グループで保有する技術や

人財だけでは、最適なソリューション

を提供することはできません。社員一

人ひとりが、社外に幅広いネットワー

クを持ち、繋がりを保持している状態

は、会社にとっての無形の財産です。

社外からの刺激を受けることで、社会

動向に敏感、かつ短期的な思考に陥

らない柔軟な発想が社員たちに育まれ

ていきます。そういう人財が集まって、

外に開いた組織風土をつくります。

社会貢献活動も人財育成と捉える

　当社グループは、本業以外の社会

貢献活動にも力を入れておりますが、

これも、一企業市民として社会にお役

に立つということに加え、社員が各種

活動に参加することで、普段はお付き

合いのない社外の方 と々接し、いろい

ろな気づきや成長が得られる―とい

う社会貢献基本方針の思想に基づい

ています。私も機会を見つけては活動

に参加し、NPOや学校関係者の皆さ

まの情熱に感服し新鮮な刺激を受け

ています。まさに、情けは人のためな

らず、自らを磨くため、ということです。

　最近の主な活動としては、中・高

校生向けの教育活動（情熱・先端

Mission-Eなど）、被災地ボランティ

ア・募金、地域共生型ガーデン（エ

ンジ村）の運営、街の美化清掃、リユ

ースパソコン寄贈などがあります。こ

うした活動は、会社から強制するもの

ではありませんが、経営幹部が率先し

て行うことで、社員が自発的に参加し

たくなるような雰囲気づくりを進めてい

きたいと思います。

　
未来へ向けて

　昨年策定した2020年に向けた戦略

目標、また併せて改訂した企業理念

や価値規準、ＣＳＲ基本方針に基づき、

お客さまとの対話を重視したソリューシ

ョン型営業の展開や女性・海外人財

の登用・支援の加速など具体的な活

動を既に開始しております。

　今から40年以上前に、鉄鋼会社の

エンニジアリング部門として発足した

集団が、時代の要請に応えながら、さ

まざまな課題に挑戦し、ときには失敗

をしつつも、着実に事業領域を拡げ、

グローバル化を進め、今の当社グルー

プになりました。これからも、堅持す

べき点と変革すべき点、それぞれをし

っかりと見定め、社内外の連携をより

深めながら、グローバルなマーケット

で、当社グループの存在価値を示して

いけるよう、〈責任感と情熱〉を胸に努

力を続けてまいります。

　当社グループの2016年度の事業概況は、

海洋事業及び環境ソリューション事業の受

注減により４期振りに3,000億円を割り込

むことになりました。

　売上高は過年度の受注減などにより前

年度比482億円減の2,675億円に、経常利

益も売上規模減の影響から前年度比で減

少、68億円となりました。

　2006年の分社独立以降は、リーマンシ

ョック後の世界金融恐慌などの環境変化

を乗り越え、収益力と財務基盤の強化を進

めてきました。しかしながら現在、資源価

格の急落や中国の経済成長の鈍化など、

事業環境は変化し、当社事業にもその影響

が及んでいます。

　こうした経営環境の激変に対応し、持続

可能な社会の実現にこれからも当社が貢献

し続けるため、企業理念、価値規準の見直し

を昨年度行いました（次ページ）。これらを

グループ社員全員で共有し、経営のリーダー

シップのもと、一丸となって進んでまいります。

事業の概況

T o p  M e s s a g e

よりグローバル視点に立った、
社会への貢献を続けていきます。

Representative Director and President

Shinichi Fujiwara

藤原真一
代表取締役社長
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CSRの重点テーマ
責任あるエンジニアリング事業

地域コミュニティとの共生

自律した人財の育成

●  腐敗防止、不正競争防止をはじめ、グロー

バルレベルでコンプライアンスを徹底。 
●  ESG（環境・社会・ガバナンス）に関わる国際

的な社会規範を尊重。

●  製品の安全性と品質の向上に努め、イノベー

ションに繋がる技術を探求。
●  従業員およびサプライチェーンの労働安全

衛生の確保。

●  環境問題の解決に貢献する技術の開発と

製品の普及を推進。
●  事業プロセス全体にわたる環境負荷の低減。

強固なガバナンス

事業品質の追求

地球環境の保全

●  震災復興関連事業等を通じた地域活性化。
●  COURSE50（新エネルギー・産業技術総合

開発機構：NEDOの委託研究開発事業）等

による将来的な地域経済活性化への寄与。

●  地域共生型ガーデン「エンジ村」等、当社の

リソースを活かした活動。
●  「まち美化活動」等社員のボランティア参加。

●  建設現場周辺の安全確保、騒音防止等。
●  「八幡東田ウルトラ25時間駅伝」への参加等

　地域との交流。

社会的投資

社会的貢献活動

地域への配慮

● 国際的な社会規範を理解し、グローバルに

　活躍できる人財の育成。
● 海外拠点の現地人財の育成・登用。

●  女性の機会均等に徹し、女性の活躍を推進。
●  多様な価値観や働き方に対応した制度設計

　と環境整備。

●  適正な労働条件と安全衛生の確保を徹底。
●  ハラスメント防止に加え、グローバルビジネス

　で求められる人権意識向上の推進。

人財育成

ダイバーシティ

労働慣行と人権

経済活動の発展は私たちの生活をより豊かで便利にした一方で、人口の増大や生活・

産業資源の大量消費による資源の枯渇、環境破壊、地球温暖化など、地球規模の問題

を深刻化させています。また、企業活動のグローバル化に伴い、一企業による影響がそ

の国や地域にとどまらず、バリューチェーンを通じて広範囲に、人権侵害、労働搾取、地

域コミュニティの文化・慣習の破壊などの社会問題を引き起こす懸念が高まっています。

世界の各地域で事業を営む当社グループにとって、持続可能な社会の実現に向け、先進

の技術力とマネジメント力を活かした地球規模の問題解決は、重要な使命の一つです。

また、国際的な社会規範を尊重し、社会的影響に配慮した、グローバル企業に相応しい

責任ある事業活動を行うことの重要性は言うまでもありません。

企業の活動は、人財の雇用、原材料の調達、製品の販売・利用など、さまざまな形で地

域コミュニティのリソースに依存しています。ステークホルダーの一員として、地域コミュ

ニティに積極的に参画し信頼関係を築くことは企業にとって重要であり、地域の教育や

技術レベルの向上、健康・福祉への貢献、雇用の創出、バリューチェーンの構築など、

地域の発展を支援する責任が求められています。社会インフラ開発の事業を通じてのその

ような直接的・積極的な働きかけは、当社グループとして大切にしてきたことです。また、

各地域に根ざしている生活環境・慣習・文化などに配慮し負の影響を及ぼさない事業

活動を行いながら、地域コミュニティと共に発展していくことは、国内外それぞれのプロジ

ェクト現場や事業拠点において実践している重要な視点です。

近年の国際社会における人権意識の高まりに伴い、差別的慣行の排除と機会均等の

確保、および適正な労働慣行への取り組みが企業の責任として一層強く求められるよう

になってきました。属性、宗教、価値観などの多様性（ダイバーシティ）を受け入れた人財

マネジメントは、企業の長期的成長の観点からも重要な課題となっています。多分野に

わたる要素技術・知識をまとめ、社会に必要なシステムをつくり上げるエンジニアリング

業にとって、人財は最も重要なリソースであることは言うまでもありません。新興国・途

上国を含めグローバルに事業を展開する当社グループは、価値規準（Our Values）に照らし

て、人権・労働慣行に関する国際的な社会規範を尊重し、多様性を受け入れたオープン

な組織体制・風土を今後もつくり続けていきます。

企業理念
Our Mission

Our Values

CSR Policy

Operating Rules

CSR基本方針

各種業務規定

価値規準

新日鉄住金エンジニアリンググループのCSR
企業理念の具現化に向けて、持続可能な社会発展への使命を果たしていくことが、

新日鉄住金エンジニアリンググループのビジネスであると同時に、社会的責任（CSR）でもあります。

気候変動・エネルギー問題や、環境調和型社会の構築など、地球規模の課題を解決すると共に、

新しい技術や事業を生み出し、当社グループの成長に繋げていくべく、取り組んでいきます。

Our Values価値規準

【大切にすべき価値】　
「現場」  「技術」  「人財」  「公正」

CSR Policy

● 安全衛生基本方針　
● 品質基本方針　
● コンプライアンス基本方針　
● 環境基本方針　
● 調達基本方針　
● 人財基本方針　
● 社会貢献基本方針

CSR基本方針

一歩先をいく技術とアイデアで、
お客様に最適なエンジニアリングソリューションを提供し、
グローバルな社会・産業の発展に貢献します。

企業理念 Our Mission

目指す会社像

エンジニアリングソリューションプロバイダー
EPC × Solution

EPC事業とO&M等ソリューション事業の2本柱で、
収益力の安定と成長を目指す社会になる。

「グローバル×ローカル」企業
Global × Local

各地域に根ざし、お客様から信頼されるグローバル企業になる。

機動力のある複合事業体
External × Internal Networking

外部環境の変化に機動的にリソース展開し、
より強靱かつしなやかな複合事業体になる。

Our Vision
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牛たちのふんからつくった
水素エネルギーが、
自動車や農水産・観光施設、
地域活性の〈燃料〉になる。
20世紀半ばから地道な研究開発が続けられながらも、
大きな普及には至らなかった、エネルギーとしての〈水素の利用〉。
しかしこの数年、水素を燃料とする家庭用コージェネレーションシステム（エネファーム）や
水素燃料電池自動車の商用化などを契機に、期待が高まっています。
そして今春、NSENGIグループの日鉄住金P&E（パイプライン&エンジニアリング）が
他社と共同でスタートしたのは、自動車や農水産・観光施設の燃料電池として
供給する〈水素サプライチェーン実証事業〉です。
舞台は、北海道十勝地区の鹿追町。そして、水素の原料は、家畜のふん尿。
日本で初めての、未来を拓くこの取り組みについて紹介しましょう。

北海道河東郡
鹿追（しかおい）町

なぜいま、水素エネルギーの
市場がにぎやかなのか？

　地球温暖化対策におけるCO2削減が喫緊

の課題となる中、世界はクリーンなエネル

ギーへの転換を模索しています。太陽光

に代表される自然エネルギーが活用され、

NSENGIでも風力発電や潮流発電の開発に

取り組んできました。しかし、自然エネル

ギーは気象条件に左右されるため、安定的

な電力供給が課題です。

　そこで注目されているのが、水素とい

う存在です。

　水を電気分解すると、酸素と水素が発生

するのはご存知のとおり。その逆の化学

プロセスによって、水素から電気と熱をつ

くり出すことができるのです。いわゆる

〈水素カー〉は、正確には燃料電池自動車

のことで、水素から発生させた電気でモー

ターを回しています。その際にCO2は一切

出ません。排出されるのは、水だけです。

　電気は貯めることができませんが、風

力や潮流で発電した電気を水素に変え、

貯蔵しておき、必要に応じて再び電気に

戻せるという点で、自然エネルギーの弱

点を解決する力も秘めています。

水素のいいところ取り。
答えは、牛のふんにあった　
　大きなメリットを持つ水素ですが、一

方ではデメリットもあります。自然界に

は存在しないため、ほとんどが天然ガス

などの化石燃料から製造され、そのプロ

セスでCO2が発生します。加えて、天然資

源に乏しい日本では、水素の原料となる

化石燃料の大半を輸入に頼っています。

地球温暖化対策という点でも、国内での

エネルギー自給という点でも、看過できま

せん。そこで日鉄住金P&Eのエンジニア

たちは考えました。

　化石燃料ではない、国内にある原料か

ら水素がつくれないだろうか？ 

　解決策のヒントは、北海道十勝地区に

ありました。人口5500人・牛の数２万頭

という酪農の町・鹿追では、膨大な家畜

のふん尿処理にかねてから独自の工夫を

しています。町の〈環境保全センター〉に

メタン発酵施設をつくり、ふん尿から発

生させたバイオガスによる、発電や熱利

用を実践していたのです。

　バイオガスから抽出したメタンガスを、

触媒環境下で水蒸気と反応させると、水

素を発生させることができます。そのプ

ロセスでCO2は発生しますが、家畜のエサ

である牧草の光合成により固定したもの

に由来するため、大気中のCO2濃度は変わ

らない〈カーボンニュートラル〉となりま

す。もちろん、水素の利用時にはCO2は一

切発生しません。まさに、いいところ取

りのエネルギーというわけです。

水素の製造、貯蔵、輸送、利用。
すべての過程を通して効果を実証　

　とはいえ、水素をつくるだけでは、意味

がありません。その水素をどう供給し、

どう活用してもらうか―。このことも、

水素社会の実現に向けた大きな課題にな

っています。

　その答えの１つとして、各種パイプラ

インおよび天然ガス、LNG等のエネルギ

ー関連プラント建設事業を展開している

日鉄住金P&E、日本三大産業ガス企業で

北海道に本店を置くエアーウォーター、

バイオガスプラント技術と事業の実績を

持つ鹿島建設、そして米国欧州他で水素

技術の実績を持つ日本エアープロダクツ

社のパートナーシップのもとでスタート

したのが、〈家畜ふん尿由来水素を活用し

た水素サプライチェーン実証事業〉です。 

　その中で日鉄住金P&Eは、日本エアー

プロダクツ社の技術を取り入れ、国内の

水素ステーションの建設を行っています。

図のように、水素を製造するだけではな

く、貯蔵～輸送～利用までの一貫体制を

構築することで、将来の低炭素社会のモ

デルとなる―。そのための取り組みが、

さまざまな形で盛り込まれています。

　中核となる〈しかおい水素ファーム〉は、

2017年１月に稼働を始めました。日鉄住

金P&Eが建設を手がけた〈水素ステーシ

ョン〉では、水素の圧縮～高圧貯蔵を経て、

自動車とフォークリフトそれぞれの燃料

電池に適合した２種類の圧力で水素を供

給しています。製鉄会社グループならで

はの新技術の投入や、エンジニアたちの

試行錯誤による寒冷地対策などを経て、

稼働へとこぎつけました（詳細は下記コ

ラムにて）。

　また、カードルと呼ばれる束状の圧縮

ボンベによって水素を効率的に運搬する

ことで、町内の農水産施設、酪農家に加え、

隣接する帯広市のばんえい競馬場にある

観光施設（とかちむら）においても、水素

からの発電に利用できるサプライチェー

ンを構築しています。

　この実証事業は、環境省の地域連携・

低炭素水素技術実証に基づく委託事業と

して進められており、同様の事業は全国

５か所で進行中ですが、ここ鹿追町が国

内初の稼働になります。目指すは2030年

までの実用化です。

生活に寄り添っているからこそ、
人々の意識を高めていける　

　この実証事業がもたらすのは、大きな

視点ではCO2排出量削減・地球温暖化対

策です。また、全国にこうした事業拠点

が増えていけば、災害時における地域分

散型のエネルギー拠点として、大きな強

みを発揮します。これらはとても大切で

すが、身近な暮らしの中では、ありがたみ

を実感しづらいことでもあります。

　鹿追での水素サプライチェーンで考え

抜かれているのは、まさにその点です。

牛のふん尿から生まれた水素で、自動車

やフォークリフトが走っている。観光施

設の灯りを照らし、屋内の温度が快適に

保たれている。水温に過敏なチョウザメ

の養殖を支えている。こうした目に見え

肌に感じられる、地域に暮らす人たちの

生活に寄り添う使い方をすることで、ク

リーンエネルギーへの意識を自然と高め

ていけると考えています。

　牧場で使うトラックやトラクターなど

も水素で走らせ、そこで搾乳した原料か

らつくった〈100％クリーンなチーズ〉を

ブランド化してみてはどうだろう、とい

うアイデアも出ています。すでに芽を出

しつつある地域活性に、さらに弾みがつ

くに違いありません。

　仕組みをトータルでつくり上げ、それ

を発展させながら、自分たちの幸せな未

来のイメージを拡げていく。それがあっ

てはじめて、地域に根ざした来たるべき

水素社会のモデルとなりえるのです。
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牛たちのふんからつくった
水素エネルギーが、
自動車や農水産・観光施設、
地域活性の〈燃料〉になる。
20世紀半ばから地道な研究開発が続けられながらも、
大きな普及には至らなかった、エネルギーとしての〈水素の利用〉。
しかしこの数年、水素を燃料とする家庭用コージェネレーションシステム（エネファーム）や
水素燃料電池自動車の商用化などを契機に、期待が高まっています。
そして今春、NSENGIグループの日鉄住金P&E（パイプライン&エンジニアリング）が
他社と共同でスタートしたのは、自動車や農水産・観光施設の燃料電池として
供給する〈水素サプライチェーン実証事業〉です。
舞台は、北海道十勝地区の鹿追町。そして、水素の原料は、家畜のふん尿。
日本で初めての、未来を拓くこの取り組みについて紹介しましょう。

北海道河東郡
鹿追（しかおい）町

なぜいま、水素エネルギーの
市場がにぎやかなのか？

　地球温暖化対策におけるCO2削減が喫緊

の課題となる中、世界はクリーンなエネル

ギーへの転換を模索しています。太陽光

に代表される自然エネルギーが活用され、

NSENGIでも風力発電や潮流発電の開発に

取り組んできました。しかし、自然エネル

ギーは気象条件に左右されるため、安定的

な電力供給が課題です。

　そこで注目されているのが、水素とい

う存在です。

　水を電気分解すると、酸素と水素が発生

するのはご存知のとおり。その逆の化学

プロセスによって、水素から電気と熱をつ

くり出すことができるのです。いわゆる

〈水素カー〉は、正確には燃料電池自動車

のことで、水素から発生させた電気でモー

ターを回しています。その際にCO2は一切

出ません。排出されるのは、水だけです。

　電気は貯めることができませんが、風

力や潮流で発電した電気を水素に変え、

貯蔵しておき、必要に応じて再び電気に

戻せるという点で、自然エネルギーの弱

点を解決する力も秘めています。

水素のいいところ取り。
答えは、牛のふんにあった　
　大きなメリットを持つ水素ですが、一

方ではデメリットもあります。自然界に

は存在しないため、ほとんどが天然ガス

などの化石燃料から製造され、そのプロ

セスでCO2が発生します。加えて、天然資

源に乏しい日本では、水素の原料となる

化石燃料の大半を輸入に頼っています。

地球温暖化対策という点でも、国内での

エネルギー自給という点でも、看過できま

せん。そこで日鉄住金P&Eのエンジニア

たちは考えました。

　化石燃料ではない、国内にある原料か

ら水素がつくれないだろうか？ 

　解決策のヒントは、北海道十勝地区に

ありました。人口5500人・牛の数２万頭

という酪農の町・鹿追では、膨大な家畜

のふん尿処理にかねてから独自の工夫を

しています。町の〈環境保全センター〉に

メタン発酵施設をつくり、ふん尿から発

生させたバイオガスによる、発電や熱利

用を実践していたのです。

　バイオガスから抽出したメタンガスを、

触媒環境下で水蒸気と反応させると、水

素を発生させることができます。そのプ

ロセスでCO2は発生しますが、家畜のエサ

である牧草の光合成により固定したもの

に由来するため、大気中のCO2濃度は変わ

らない〈カーボンニュートラル〉となりま

す。もちろん、水素の利用時にはCO2は一

切発生しません。まさに、いいところ取

りのエネルギーというわけです。

水素の製造、貯蔵、輸送、利用。
すべての過程を通して効果を実証　

　とはいえ、水素をつくるだけでは、意味

がありません。その水素をどう供給し、

どう活用してもらうか―。このことも、

水素社会の実現に向けた大きな課題にな

っています。

　その答えの１つとして、各種パイプラ

インおよび天然ガス、LNG等のエネルギ

ー関連プラント建設事業を展開している

日鉄住金P&E、日本三大産業ガス企業で

北海道に本店を置くエアーウォーター、

バイオガスプラント技術と事業の実績を

持つ鹿島建設、そして米国欧州他で水素

技術の実績を持つ日本エアープロダクツ

社のパートナーシップのもとでスタート

したのが、〈家畜ふん尿由来水素を活用し

た水素サプライチェーン実証事業〉です。 

　その中で日鉄住金P&Eは、日本エアー

プロダクツ社の技術を取り入れ、国内の

水素ステーションの建設を行っています。

図のように、水素を製造するだけではな

く、貯蔵～輸送～利用までの一貫体制を

構築することで、将来の低炭素社会のモ

デルとなる―。そのための取り組みが、

さまざまな形で盛り込まれています。

　中核となる〈しかおい水素ファーム〉は、

2017年１月に稼働を始めました。日鉄住

金P&Eが建設を手がけた〈水素ステーシ

ョン〉では、水素の圧縮～高圧貯蔵を経て、

自動車とフォークリフトそれぞれの燃料

電池に適合した２種類の圧力で水素を供

給しています。製鉄会社グループならで

はの新技術の投入や、エンジニアたちの

試行錯誤による寒冷地対策などを経て、

稼働へとこぎつけました（詳細は下記コ

ラムにて）。

　また、カードルと呼ばれる束状の圧縮

ボンベによって水素を効率的に運搬する

ことで、町内の農水産施設、酪農家に加え、

隣接する帯広市のばんえい競馬場にある

観光施設（とかちむら）においても、水素

からの発電に利用できるサプライチェー

ンを構築しています。

　この実証事業は、環境省の地域連携・

低炭素水素技術実証に基づく委託事業と

して進められており、同様の事業は全国

５か所で進行中ですが、ここ鹿追町が国

内初の稼働になります。目指すは2030年

までの実用化です。

生活に寄り添っているからこそ、
人々の意識を高めていける　

　この実証事業がもたらすのは、大きな

視点ではCO2排出量削減・地球温暖化対

策です。また、全国にこうした事業拠点
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リーンエネルギーへの意識を自然と高め

ていけると考えています。

　牧場で使うトラックやトラクターなど

も水素で走らせ、そこで搾乳した原料か

らつくった〈100％クリーンなチーズ〉を

ブランド化してみてはどうだろう、とい

うアイデアも出ています。すでに芽を出

しつつある地域活性に、さらに弾みがつ

くに違いありません。

　仕組みをトータルでつくり上げ、それ

を発展させながら、自分たちの幸せな未

来のイメージを拡げていく。それがあっ

てはじめて、地域に根ざした来たるべき

水素社会のモデルとなりえるのです。
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【地域の独自性を活かした地産地消型水素社会の実現】

牧草や牛を育んでくれる北海道の大自然は、のどかな顔ばかり
を見せてはくれません。冬場は零下25度という極寒の鹿追町。
〈水素ステーション〉の建設は、自然環境との闘いでもありました。
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までの実用化です。

生活に寄り添っているからこそ、
人々の意識を高めていける　

　この実証事業がもたらすのは、大きな

視点ではCO2排出量削減・地球温暖化対

策です。また、全国にこうした事業拠点

が増えていけば、災害時における地域分

散型のエネルギー拠点として、大きな強

みを発揮します。これらはとても大切で

すが、身近な暮らしの中では、ありがたみ

を実感しづらいことでもあります。

　鹿追での水素サプライチェーンで考え

抜かれているのは、まさにその点です。

牛のふん尿から生まれた水素で、自動車

やフォークリフトが走っている。観光施

設の灯りを照らし、屋内の温度が快適に

保たれている。水温に過敏なチョウザメ

の養殖を支えている。こうした目に見え

肌に感じられる、地域に暮らす人たちの

生活に寄り添う使い方をすることで、ク

リーンエネルギーへの意識を自然と高め

ていけると考えています。

　牧場で使うトラックやトラクターなど

も水素で走らせ、そこで搾乳した原料か

らつくった〈100％クリーンなチーズ〉を

ブランド化してみてはどうだろう、とい

うアイデアも出ています。すでに芽を出

しつつある地域活性に、さらに弾みがつ

くに違いありません。

　仕組みをトータルでつくり上げ、それ

を発展させながら、自分たちの幸せな未

来のイメージを拡げていく。それがあっ

てはじめて、地域に根ざした来たるべき

水素社会のモデルとなりえるのです。

商用水素ステーションも全国で展開。2016年3月には、
JXエネルギー㈱（現：JXTGエネルギー㈱）Dr.Drive
セルフ潮見公園店（千葉県）に納入した。
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水素製造装置
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おい水素ファーム　

酪農家

既存メタン発酵施設

家畜
ふん尿

メタン
ガス

水素

バイオガス
精製設備

水素製造装置

バイオ
ガス

燃料電池水素ステーション

燃料電池自動車
（FCV）

燃料電池（FC）
フォークリフト

養殖施設

観光施設

〔製造〕

〔貯蔵・輸送・利用〕

燃料電池自動車

商用水素ステーション

2,000台

2017年4月

90箇所

4万台

2020年

160箇所

20万台

2025年

320箇所

80万台

2030年

900箇所

【地域の独自性を活かした地産地消型水素社会の実現】

牧草や牛を育んでくれる北海道の大自然は、のどかな顔ばかり
を見せてはくれません。冬場は零下25度という極寒の鹿追町。
〈水素ステーション〉の建設は、自然環境との闘いでもありました。
　

　貯まると着火しやすく爆発しやすくなる特性を持つ水素は、「万が

一漏れた際に、密閉空間に貯まらないようにしなさい」と法令で定め

られています。そのため、既存の水素ステーションでは、パイプを

這わせる溝の上に、網目状の金属の蓋（グレーチング）を並べること

で、漏れた水素を逃す構造にしています。

　ところが、寒冷地では網目の間から入り込む雨雪が凍ってしまって、

溝自体が氷の塊と化してしまいます。漏れていないかどうかの点検も

メンテナンスも、氷が溶ける春まで手の施しようがありません。そこで、

私たちは発想を転換しました。漏れない配管にすればいい̶。

　漏れる原因は大きく２つあります。１つは、水素は分子構造が小

さいので、高圧で流すと時間と共にパイプの鉄の中に入り込んでいき

ます。その部分が脆くなっていって、やがてパイプが割れてしまうケ

ース。もう１つは、ネジ留めしている箇所から漏れるというケースです。

　新日鐵住金の製品に、HRX19Ⓡというステンレス鋼があります。

高圧水素に耐えられる強度を持ちながら、溶接も可能な特性を併せ

持つ。つまり、ネジ留めしなくても繋ぐことができるわけです。この

素材に、私たちが長年培ってきた溶接技術を加え、水素を流送する

パイプラインを張り巡らせました。絶対に漏れることがないため、グ

レーチングに代えて雨雪の侵入が防げる蓋を設置することができた

初のケースとなりました。

　水素関連事業は可能性の大きな分野ですが、普及のために、新日

鐵住金グループの総力をあげて事業モデル全

体も含めたコストダウンを図っていくことが鍵

であり、その克服が私たちの今後の目標です。

零下25度の地での、新たな挑戦

●2030年までの燃料電池自動車と水素ステーションの普及見込み（出典／経済産業省 資源エネルギー庁）

なぜいま、水素エネルギーの
市場がにぎやかなのか？

　地球温暖化対策におけるCO2削減が喫緊

の課題となる中、世界はクリーンなエネル

ギーへの転換を模索しています。太陽光

に代表される自然エネルギーが活用され、

NSENGIでも風力発電や潮流発電の開発に

取り組んできました。しかし、自然エネル

ギーは気象条件に左右されるため、安定的

な電力供給が課題です。

　そこで注目されているのが、水素とい

う存在です。

　水を電気分解すると、酸素と水素が発生

するのはご存知のとおり。その逆の化学

プロセスによって、水素から電気と熱をつ

くり出すことができるのです。いわゆる

〈水素カー〉は、正確には燃料電池自動車

のことで、水素から発生させた電気でモー

ターを回しています。その際にCO2は一切

出ません。排出されるのは、水だけです。

　電気は貯めることができませんが、風

力や潮流で発電した電気を水素に変え、

貯蔵しておき、必要に応じて再び電気に

戻せるという点で、自然エネルギーの弱

点を解決する力も秘めています。

水素のいいところ取り。
答えは、牛のふんにあった　
　大きなメリットを持つ水素ですが、一

方ではデメリットもあります。自然界に

は存在しないため、ほとんどが天然ガス

などの化石燃料から製造され、そのプロ

セスでCO2が発生します。加えて、天然資

源に乏しい日本では、水素の原料となる

化石燃料の大半を輸入に頼っています。

地球温暖化対策という点でも、国内での

エネルギー自給という点でも、看過できま

せん。そこで日鉄住金P&Eのエンジニア

たちは考えました。

　化石燃料ではない、国内にある原料か

ら水素がつくれないだろうか？ 

　解決策のヒントは、北海道十勝地区に

ありました。人口5500人・牛の数２万頭

という酪農の町・鹿追では、膨大な家畜

のふん尿処理にかねてから独自の工夫を

しています。町の〈環境保全センター〉に

メタン発酵施設をつくり、ふん尿から発

生させたバイオガスによる、発電や熱利

用を実践していたのです。

　バイオガスから抽出したメタンガスを、

触媒環境下で水蒸気と反応させると、水

素を発生させることができます。そのプ

ロセスでCO2は発生しますが、家畜のエサ

である牧草の光合成により固定したもの

に由来するため、大気中のCO2濃度は変わ

らない〈カーボンニュートラル〉となりま

す。もちろん、水素の利用時にはCO2は一

切発生しません。まさに、いいところ取

りのエネルギーというわけです。

水素の製造、貯蔵、輸送、利用。
すべての過程を通して効果を実証　

　とはいえ、水素をつくるだけでは、意味

がありません。その水素をどう供給し、

どう活用してもらうか―。このことも、

水素社会の実現に向けた大きな課題にな

っています。

　その答えの１つとして、各種パイプラ

インおよび天然ガス、LNG等のエネルギ

ー関連プラント建設事業を展開している

日鉄住金P&E、日本三大産業ガス企業で

北海道に本店を置くエアーウォーター、

バイオガスプラント技術と事業の実績を

持つ鹿島建設、そして米国欧州他で水素

技術の実績を持つ日本エアープロダクツ

社のパートナーシップのもとでスタート

したのが、〈家畜ふん尿由来水素を活用し

た水素サプライチェーン実証事業〉です。 

　その中で日鉄住金P&Eは、日本エアー

プロダクツ社の技術を取り入れ、国内の

水素ステーションの建設を行っています。

図のように、水素を製造するだけではな

く、貯蔵～輸送～利用までの一貫体制を

構築することで、将来の低炭素社会のモ

デルとなる―。そのための取り組みが、

さまざまな形で盛り込まれています。

　中核となる〈しかおい水素ファーム〉は、

2017年１月に稼働を始めました。日鉄住

金P&Eが建設を手がけた〈水素ステーシ

ョン〉では、水素の圧縮～高圧貯蔵を経て、

自動車とフォークリフトそれぞれの燃料

電池に適合した２種類の圧力で水素を供

給しています。製鉄会社グループならで

はの新技術の投入や、エンジニアたちの

試行錯誤による寒冷地対策などを経て、

稼働へとこぎつけました（詳細は下記コ

ラムにて）。

　また、カードルと呼ばれる束状の圧縮

ボンベによって水素を効率的に運搬する

ことで、町内の農水産施設、酪農家に加え、

隣接する帯広市のばんえい競馬場にある

観光施設（とかちむら）においても、水素

からの発電に利用できるサプライチェー

ンを構築しています。

　この実証事業は、環境省の地域連携・

低炭素水素技術実証に基づく委託事業と

して進められており、同様の事業は全国

５か所で進行中ですが、ここ鹿追町が国

内初の稼働になります。目指すは2030年

までの実用化です。

生活に寄り添っているからこそ、
人々の意識を高めていける　

　この実証事業がもたらすのは、大きな

視点ではCO2排出量削減・地球温暖化対

策です。また、全国にこうした事業拠点

が増えていけば、災害時における地域分

散型のエネルギー拠点として、大きな強

みを発揮します。これらはとても大切で

すが、身近な暮らしの中では、ありがたみ

を実感しづらいことでもあります。

　鹿追での水素サプライチェーンで考え

抜かれているのは、まさにその点です。

牛のふん尿から生まれた水素で、自動車

やフォークリフトが走っている。観光施

設の灯りを照らし、屋内の温度が快適に

保たれている。水温に過敏なチョウザメ

の養殖を支えている。こうした目に見え

肌に感じられる、地域に暮らす人たちの

生活に寄り添う使い方をすることで、ク

リーンエネルギーへの意識を自然と高め

ていけると考えています。

　牧場で使うトラックやトラクターなど

も水素で走らせ、そこで搾乳した原料か

らつくった〈100％クリーンなチーズ〉を

ブランド化してみてはどうだろう、とい

うアイデアも出ています。すでに芽を出

しつつある地域活性に、さらに弾みがつ

くに違いありません。

　仕組みをトータルでつくり上げ、それ

を発展させながら、自分たちの幸せな未

来のイメージを拡げていく。それがあっ

てはじめて、地域に根ざした来たるべき

水素社会のモデルとなりえるのです。

商用水素ステーションも全国で展開。2016年3月には、
JXエネルギー㈱（現：JXTGエネルギー㈱）Dr.Drive
セルフ潮見公園店（千葉県）に納入した。
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●シャム湾における施工実績

●同湾にて実行中のプロジェクト
（2016年着工～2021年完成予定）

×約200基

総延長約2000km

×25基

総延長約165km

200基のプラットフォームと
2000kmのパイプライン網が、
タイ国に生活と産業活動の
〈源泉〉を汲み上げ、送り届ける。
アジア通貨危機の大打撃を乗り越え、構造改革を推し進めてきたタイ。
自動車や電子部品など外資系メーカーの工場も次 と々建設され、
GDPはこの15年で約３倍の伸びを記録しています。
こうした経済発展にともないエネルギー需要が急増していく中で、
火力発電の燃料である天然ガスの需要もますます高まってきました。
その国家的ニーズに応えているのが、私たちNSENGIの現地法人TNS※です。
会社設立30周年を迎え、これまでにタイで手がけた採掘・精製プラットフォームは約200基、
天然資源を陸へと送るパイプラインの総延長距離は約2000kmにおよびます。
さらに現在、タイ・シャム湾における大型プロジェクトを進めている、TNSの取り組みについて紹介しましょう。

設計～調達～製造～洋上施工、
現地一貫体制で国際競争に挑む

　人々の暮らしやあらゆる産業活動を支

える源泉とも言えるのが、石油やガスなど

の天然資源です。自国の海底から天然資

源を安定的に産出・供給することは、経済

発展に欠かせません。私たちNSENGIは、

鋼構造物の設計施工ノウハウを活かし、海

洋におけるさまざまな資源開発プロジェ

クトを長年手がけてきました。

　国内では磐城沖や阿賀沖北の石油開発

プラットフォームなど、海外ではインドネシ

アのランデガン（石油・ガスの受入・処理・

貯蔵・輸送設備）やイーストジャワ、総延長

267kmにおよぶロシアのサハリン1など、国

家的なプロジェクトで実績を重ねています。

　日本のエンジニアリング会社が、競合す

る世界中の名だたるマリンコントラクター

と渡り合っていくのは、けっして容易なこ

とではありません。とくに天然資源の豊富

な東南アジア諸国が舞台となると、日本国

内で設計や製造を行っていては、コストや

スピードの面で圧倒的に水をあけられます。

そこで私たちは、40年前から現地拠点の展

開を進め、設計～調達～製造～洋上施工ま

での現地一貫体制を構築してきました。

　インドネシアやマレーシアなどに複数

の現地法人や拠点を構えると共に、巨大な

プラットフォームを海底に据え付けられ

る大型作業船〈くろしお〉を２隻建造。そ

して、30年前にタイの首都バンコクに設

立したのが、ここで紹介するTNSです。

タイにおいて新たに25基の
プラットフォームを建設中

　私たちがこれまでに手がけたプラット

フォームは12か国向け約270基、パイプ

ラインは11か国向け約4300kmにおよび

ます。その中でも、約200基・約2000km

と高い比率を占めているのが、タイ向けの

プロジェクトです。ではなぜ、数多くの実

績を継続的に、この国で重ねているので

しょう。

　背景にはタイのエネルギー事情があり

ます。この国ではエネルギー全消費量の

約４割をまかなっているのが、自国産の天

然ガスです。減衰の早い小規模油田が多

いことから、小型プラットフォームの増設

は常に欠かせません。また、既存鉱区の埋

蔵量の減少にともない、新規鉱区の開発も

進める必要があります。

　さらにはこの十数年でASEAN諸国でも

屈指の製造拠点に急成長したことが挙げ

られます。これは、国家レベルでの構造改

革推進の他、人件費も安く、落雷時などの

停電がほとんどないため、安定した操業を

行える利点によるものです。工場の増加は、

電力需要を押し上

げます。自国産の

天然ガスの約７割

が発電所の燃料と

して使われている

タイにおいて、そ

の産出量を適正維

持する重要度はま

すます高まってい

るのです。

　こうした経済動

向も受け、2015年

には、タイ国営PTTEP社から大規模な受

注を果たしました。2021年までの６年間

で、25基の海洋プラットフォームと、165

kmのパイプラインを建設するプロジェク

トです。現在は、本年度分の４基が製造フ

ェーズに入っています。新規ベンダーの

供給した部材の不具合や、顧客からのさら

なる低コスト化の要請など、現場では課題

も少なくありません。それでも、設計・調

達・製造・施工の各部門からの多角的・

複合的なアプローチで乗り越えていける

のが、シームレスな体制を敷くTNSならで

はの強みです。

雇用創出や人財育成を通じ、
タイ全体の技術力を底上げする

　顧客のニーズに沿ったものを低コスト・

短工期・高品質で提供する。これだけを

追求するのではあれば、より人件費の低い

近隣諸国で製造してタイに輸入したほう

が利益も増えるでしょう。しかし、私たち

は〈メード・イン・タイランド〉にこだわ

っています。現地に腰を据えて事業を継

続的に行っていく企業として、タイ人の雇

用を創出し維持する責任があると考える

からです。このPTTEP社のプロジェクト

だけでも、2000人におよぶタイ人の雇用

が新たに生まれました。

　現在、TNSの社員は約1000名で、うち

日本人は11名、多国籍の外国人は28名。

つまり、９割以上を占めるタイ人が実務の

大半を遂行しています。これは設立以来、

日本とタイの文化や慣習、意識や感覚の違

いという溝を埋めるために試行錯誤を重

ねてきた結果に他なりません。国際競争

の中でも、ひけをとらない体制を築き上げ

てきたのです。

　ここ数年は、200項目におよぶ教育・研

修プログラムや、マネジメントの国際資格

取得支援も活発化しています。その成果

として、日本人が担ってきたプロジェクト

マネジャーのポジションにも、中小規模の

プロジェクトではタイ人が抜擢されるケ

ースが増えてきました。

　タイは転職機会が多い国でもあり、TNS

で学んだ技術や経験を持って、顧客企業や

競合企業に移っていく人財がいることも

事実です。しかし、それも含

めて、現地への社会貢献に

なっていると私たちは考え

ています。彼ら彼女らが習得

した高い技能レベルが波及し、

TNSの持つDNAが広まる

ことで、タイという国のエン

ジリアリング技術を大きく底

上げしているからです。

ドローンによる空撮管理など、
イノベーションを取り込んでいく

　これからも国際競争に勝ち、タイのエネ

ルギー開発と安定供給、雇用創出に貢献し

ていくためには、一層の自己変革が必要と

なります。前述の人財育成と共に、特に力

を入れているのは、加工ヤードの管理技術

の効率化です。大小のプラットフォーム

がいくつも横たわった状態で、組立～溶接

～塗装といった作業を行う加工ヤードの

面積は35万㎡（東京ドーム7.5個相当）に

および、巡回するだけで２～３時間はかか

ります。

　そこでTNSでは、IoT化を積極的に推

進しています。部材を運搬するパレット

にICタグやQRコードをつけ、敷地内に

配置した60個のカメラで情報を読み取っ

て、ロジスティクスに活かす。ドローンを

飛ばして上空から撮影した200枚の写真

を１枚のマップに自動合成し、進捗状況の

管理やセキュリティにも活用する。これ

らはすでに運用中ですが、将来的には人工

知能も組み合わせ、モノやヒトの動きが停

滞している箇所の把握や予測に役立てる

計画もあります。

　加工ヤードのイノベーションは、人員削

減を目的としたものではありません。各

スタッフの負担軽減とスキル向上、より正

確な状況分析を行い、TNSの総合力を高

めるためのものです。

　さまざまな取り組みよって国際競争力

を強化しながら、今後はタイ以外の国、ミ

ャンマーやインドにも展開し、貢献の範囲

をよりグローバルに拡大していく。それ

がTNSの掲げるビジョンです。

運搬船で運んできたプラットフォームを海上に設置する、
大型海洋作業船〈くろしお〉

※THAI  NIPPON  STEEL & SUMIKIN  ENGINEERING & CONSTRUCTION  CORP., LTD.（TNS）

※プラットフォーム：海底から石油や天然ガスを掘削・生産するために必要な
労働者や機械類を収容する、海上に設置される大きな構造物。

巨大プラットフォームを複数基同時に建設している、TNSの加工ヤード

東南アジアにおける海洋エネルギー開発事業特集❷
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●シャム湾における施工実績
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（2016年着工～2021年完成予定）
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総延長約2000km

×25基
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こうした経済発展にともないエネルギー需要が急増していく中で、
火力発電の燃料である天然ガスの需要もますます高まってきました。
その国家的ニーズに応えているのが、私たちNSENGIの現地法人TNS※です。
会社設立30周年を迎え、これまでにタイで手がけた採掘・精製プラットフォームは約200基、
天然資源を陸へと送るパイプラインの総延長距離は約2000kmにおよびます。
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設計～調達～製造～洋上施工、
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ェーズに入っています。新規ベンダーの
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大半を遂行しています。これは設立以来、

日本とタイの文化や慣習、意識や感覚の違

いという溝を埋めるために試行錯誤を重

ねてきた結果に他なりません。国際競争

の中でも、ひけをとらない体制を築き上げ

てきたのです。

　ここ数年は、200項目におよぶ教育・研

修プログラムや、マネジメントの国際資格

取得支援も活発化しています。その成果

として、日本人が担ってきたプロジェクト

マネジャーのポジションにも、中小規模の

プロジェクトではタイ人が抜擢されるケ

ースが増えてきました。

　タイは転職機会が多い国でもあり、TNS

で学んだ技術や経験を持って、顧客企業や

競合企業に移っていく人財がいることも

事実です。しかし、それも含

めて、現地への社会貢献に

なっていると私たちは考え

ています。彼ら彼女らが習得

した高い技能レベルが波及し、

TNSの持つDNAが広まる

ことで、タイという国のエン

ジリアリング技術を大きく底

上げしているからです。

ドローンによる空撮管理など、
イノベーションを取り込んでいく

　これからも国際競争に勝ち、タイのエネ

ルギー開発と安定供給、雇用創出に貢献し

ていくためには、一層の自己変革が必要と

なります。前述の人財育成と共に、特に力

を入れているのは、加工ヤードの管理技術

の効率化です。大小のプラットフォーム

がいくつも横たわった状態で、組立～溶接

～塗装といった作業を行う加工ヤードの

面積は35万㎡（東京ドーム7.5個相当）に

および、巡回するだけで２～３時間はかか

ります。

　そこでTNSでは、IoT化を積極的に推

進しています。部材を運搬するパレット

にICタグやQRコードをつけ、敷地内に

配置した60個のカメラで情報を読み取っ

て、ロジスティクスに活かす。ドローンを

飛ばして上空から撮影した200枚の写真

を１枚のマップに自動合成し、進捗状況の

管理やセキュリティにも活用する。これ

らはすでに運用中ですが、将来的には人工

知能も組み合わせ、モノやヒトの動きが停

滞している箇所の把握や予測に役立てる

計画もあります。

　加工ヤードのイノベーションは、人員削

減を目的としたものではありません。各

スタッフの負担軽減とスキル向上、より正

確な状況分析を行い、TNSの総合力を高

めるためのものです。

　さまざまな取り組みよって国際競争力

を強化しながら、今後はタイ以外の国、ミ

ャンマーやインドにも展開し、貢献の範囲

をよりグローバルに拡大していく。それ

がTNSの掲げるビジョンです。

運搬船で運んできたプラットフォームを海上に設置する、
大型海洋作業船〈くろしお〉
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※プラットフォーム：海底から石油や天然ガスを掘削・生産するために必要な
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下水汚泥＝バイオマスである。
しかも毎日確実に集積できる

　1980年には約３割、2001年には約６割、

そして現在は約８割。これは、日本国内の

下水道の普及率です。現在全国には約

2500の下水処理場があり、基準値以下に

まで浄化した水を海や河川へ放流してい

ます。下水道のインフラ整備が進み、海や

河川がきれいになっていく分だけ、下水汚

泥の発生量は増え続けているのです。

　浄化の主な仕組みは、下水の中で自然に

棲息している微生物が反応槽と呼ばれる

設備の中で活性・増殖し、排水内の有機物

を摂取・分解するというものです。つまり、

下水汚泥は微生物をたっぷり含んだバイ

オマス（生物資源）です。この点にまずは

着目しました。これまでにも私たちは、生

ゴミなどの食品廃棄物や、みかんやサトウ

キビの残渣物から、エタノール燃料をつく

る技術開発で実績を重ねています。下水

汚泥を焼却処分するのではなく、燃料とし

て再利用することができれば、CO2の排出

も抑制できます。

　同じバイオマスでも、たとえば森林から

出る間伐材を原料とする場合、チップ化や

運搬にコストがかかりますし、いつも潤沢

に入手できるわけではありません。とこ

ろが下水汚泥は、地域の人が生活している

限り、将来にわたって絶えることなく発生

し、下水道を通って、処理場に集まり続け

ます。こうした〈集積性〉に優れている点も、

事業の持続性という観点から、大きな強み

になると私たちは考えました。

地域によって異なる特性にも
独自のチューニングで対応

　検討を重ねる中で、バイオマス燃料の

先進国である欧州各国を視察した際、私

たちはある技術に出会いました。脱水し

た汚泥をミキサー内の刃で粉砕しながら

粒状にしたのち、乾燥ドラム内で乾かす

ことで、固形化する〈造粒乾燥方式〉とい

うものです。ミキサーの中に核となる極

小の粒を入れ、そこに汚泥を付着させる

工程を３～４回繰り返すことで、一粒が１

ミリから５ミリ程度の均一な固形燃料化

物（ペレット）ができます。

　構造がシンプルでサイズもコンパクト

に収まるため、スイスではこの装置をト

ラックに積み込み、農村部を巡回して汚

泥から固形肥料をつくっていました。そ

の後、火力発電の石炭代替燃料として使

われています。

　脱水汚泥からの固形燃料化には、もう

１つ、〈炭化方式〉という方法があります。

これら２つの方式を比べてみると、貯蔵

安定性や発熱量、製品収率の高さで勝り、

なにより燃料化工程におけるCO2発生量

と製品利用時のCO2の削減量を差し引き

したとき、トータルで削減になるのは〈造

粒乾燥方式〉なのです。私たちはスイス

の企業の持つこの技術を導入することに

しました。

　とはいえ、そのまま日本で使えるわけ

ではありません。同じ国内でも地域や下

水処理方法によって粘性や含水率といっ

た汚泥の基本性状は異なります。それぞ

れの汚泥に合わせて、さまざまなチューニ

ングを施さなければ、安定した粒状の燃料

にはなりません。投入される脱水汚泥の

水分や粘性の変化に応じて、最適な運転ポ

イント（温度やリサイクル量）を設定する

までさまざまな調整を繰り返しました。

　そうした試行錯誤の末、2008年に完成

したのが山形県新庄市の第一号機です。

私たちはこの汚泥固形燃料化システムを

〈ジェイコンビ〉と名付けました。

O＆Mまでの一貫事業モデルで
知見蓄積と地域雇用も
　

　日本で初めての方式とあって、稼働後

も新たな課題に直面しました。固形燃料

を製造するためには１日30トンの汚泥が

必要ですが、新庄市では１日５トン程度し

か出ません。そこで他の市町村からも汚

泥を集約したところ、近隣エリアであって

も含水率や汚泥性状はそれぞれ異なって

いたのです。さらに季節によっても性状

は変わるため、約１年にわたってチューニ

ングをしながら操業の安定性を高めていき

ました。過去のデータが一切ない中で、エ

ンジニアは日々起こる事象を正確に捉え

ては技術的な考察を繰り返し、知見や経験

を蓄え一つ一つ解を見つけ、安定した燃料

化技術を確立したのです。

　こうした技術やノウハウも、プラントを

納めて現場から離れてしまえば、蓄積して

いくことは難しくなります。そこで私た

ちは2011年、EPC（設計・調達・建設）に

加え、O＆M（操業・維持管理）までを担う

事業として再スタートすることを決めま

した。日々の操業を通して得られるいく

つもの知見、大小さまざまなトラブルの原

因や回避策を、次のプロジェクトへと繋い

で進化させていくためです。

　そして、2015年と2017年にそれぞれ操

業開始した〈北九州市日明浄化センター〉

と〈広島県芦田川浄化センター〉において

は、20年間にわたってO＆Mを行い、燃料

の利用先までの運搬も含めた、地域に根ざ

した事業モデルを構築しました。O＆Mに

ついては地元企業とパートナーシップを

組むことで、オペレータやエンジニアを育

成し、その地域の継続的な雇用創出も促し

ています。

高濃度放射性物質を含んだ
汚泥を短期間で処理できた理由
　

　私たちのこの技術が、思わぬところで活

かされる機会がありました。

　東日本大震災の際の原発事故によって、

福島市の下水処理場から出る汚泥が汚染

されました。従来の焼却処分と異なり、放

射性物質が揮発しない温度で処理する〈造

粒乾燥方式〉ならば、汚染された有機分を

系外に放出するリスクがありません。汚

染された下水汚泥は中間貯蔵施設でコン

テナに入れて、数十年間保管することが国

から義務づけられていますが、造粒乾燥す

れば体積は５分の１になり、含水率も10

パーセント以下になるため腐敗する心配

もありません。

　さらに、スイスの例にあるように、コン

パクトな装置〈造粒乾燥方式〉なら、工場

で車載可能なコンテナサイズに製造・輸

送し、短期間で設置することができます。

私たちは同様の小型装置を製作し、福島

へと持ち込みました。現地では仮設のテ

ント内にこれを据え置き、毎日30トンの

汚泥を２年半にわたり処理し続けました。

放射性物質への対策は地域住民の生活に

とって極めて重要な問題です。「安全に短

期間で処理を終えてほしい」という、復興

地域の思いにも配慮する形をとれたので

はないかと考えています。

　こうした実績を少しずつ積み上げ、2014

年にはJ I S規格を取得した〈下水汚泥固

形燃料〉。広島県芦田川では初の設備屋外

化に挑戦（下記コラム）した他、現在建設

中の名古屋市の案件では汚泥処理能力を

従来の３倍（200トン／日）にまで高めます。

さらに顧客ニーズに合わせた開発・普及

を進め、下水汚泥の有効利用と地球温暖化

防止に貢献していくことが今後の目標です。

毎日の生活から出る下水汚泥が、
地域で使うバイオマス燃料に
生まれ変わる。
家庭のキッチンやトイレ、店舗や工場から出るさまざまな排水は、
下水管を通って各自治体の下水処理場へと集まってきます。
浄化後に堆積した下水汚泥は、その多くが焼却され、燃えかすの灰は、
埋め立て処分されたりセメントの材料に再利用されたりしてきました。
しかし、焼却時のCO2排出、埋め立て場の飽和化、
セメント減産による受け入れ先の減少など、汚泥処理は喫緊の課題を抱えています。
処理から、新たな再利用へ̶。私たちNSENGIは、脱水した汚泥から、
石炭代替燃料をつくり出すプラントを実用化しました。
燃料化技術の中でも唯一、石炭等の代替利用におけるCO2削減量が、製造におけるCO2排出量を上回る
〈ジェイコンビ〉システムによる環境ビジネスモデルについて紹介しましょう。

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

特集❸〈ジェイコンビ〉システムによる下水汚泥固形燃料化事業

プラットフォームの脚にあたるジャケットという部分は、イメー
ジとしては東京タワーの下半分です。それだけの巨大構造物を
沖合へ運んでいくとなると、慎重にならざるを得ません。
　

　加工ヤードから現地への運搬と、海底への据え付けまでを担当す

ることになったのは、入社４年目のことでした。もっとも印象に残って

いるのは、横たわったジャケットを運搬船に載せる際の〈固縛〉とい

う作業です。なにしろ海上輸送ですから、荒天時の揺れにも動じな

いように、文字通り〈固く縛って〉やらなければいけません。そのため

の架台や鋼管の材質や形状を、ジャケットの形状や重量、運搬船の

強度をもとに計算したり検討したりするのが私の仕事でした。

　ところが、出港直前までお客様から設計変更が何度も重なり、必

要なデータが日本のオフィスに送られてきません。メールでも電話で

も要領を得ないという状況で、急遽タイへ飛んで、現場で実物をチェ

ックしながら、担当者と直接やりとりをすることにしました。ようやく

最終スペックが把握できたとき、船に載せるスケジュールまでは、わず

か36時間！ その限られた時間の中で検討作業と格闘し、無事に固

縛を終え、ジャケットを出港させたときの達成感は、いまでも忘れら

れません。

　また、現地施工のフェーズでは、作業船くろしおに寝泊まりし、約

40日間を洋上で過ごすことになります。海が荒れると作業員たちは休

みになりますが、私たちはその日の遅れをどう取り戻すかの検討に追

われ、気の休まるときはありません。異国の海原のど真ん中、回りは

言語も文化も異なる多国籍ワーカー……。最初は心細さでいっぱい

ですが、やがて異文化交流を楽しんでい

る自分に気付きます。タフな仕事だから

こそ、人間としての成長も大きい。そして、

タイの資源開発に自分が役に立っている

という実感もまた、大きいのだと思います。

タイムリミットは、36時間

設計～調達～製造～洋上施工、
現地一貫体制で国際競争に挑む

　人々の暮らしやあらゆる産業活動を支

える源泉とも言えるのが、石油やガスなど

の天然資源です。自国の海底から天然資

源を安定的に産出・供給することは、経済

発展に欠かせません。私たちNSENGIは、

鋼構造物の設計施工ノウハウを活かし、海

洋におけるさまざまな資源開発プロジェ

クトを長年手がけてきました。

　国内では磐城沖や阿賀沖北の石油開発

プラットフォームなど、海外ではインドネシ

アのランデガン（石油・ガスの受入・処理・

貯蔵・輸送設備）やイーストジャワ、総延長

267kmにおよぶロシアのサハリン1など、国

家的なプロジェクトで実績を重ねています。

　日本のエンジニアリング会社が、競合す

る世界中の名だたるマリンコントラクター

と渡り合っていくのは、けっして容易なこ

とではありません。とくに天然資源の豊富

な東南アジア諸国が舞台となると、日本国

内で設計や製造を行っていては、コストや

スピードの面で圧倒的に水をあけられます。

そこで私たちは、40年前から現地拠点の展

開を進め、設計～調達～製造～洋上施工ま

での現地一貫体制を構築してきました。

　インドネシアやマレーシアなどに複数

の現地法人や拠点を構えると共に、巨大な

プラットフォームを海底に据え付けられ

る大型作業船〈くろしお〉を２隻建造。そ

して、30年前にタイの首都バンコクに設

立したのが、ここで紹介するTNSです。

タイにおいて新たに25基の
プラットフォームを建設中

　私たちがこれまでに手がけたプラット

フォームは12か国向け約270基、パイプ

ラインは11か国向け約4300kmにおよび

ます。その中でも、約200基・約2000km

と高い比率を占めているのが、タイ向けの

プロジェクトです。ではなぜ、数多くの実

績を継続的に、この国で重ねているので

しょう。

　背景にはタイのエネルギー事情があり

ます。この国ではエネルギー全消費量の

約４割をまかなっているのが、自国産の天

然ガスです。減衰の早い小規模油田が多

いことから、小型プラットフォームの増設

は常に欠かせません。また、既存鉱区の埋

蔵量の減少にともない、新規鉱区の開発も

進める必要があります。

　さらにはこの十数年でASEAN諸国でも

屈指の製造拠点に急成長したことが挙げ

られます。これは、国家レベルでの構造改

革推進の他、人件費も安く、落雷時などの

停電がほとんどないため、安定した操業を

行える利点によるものです。工場の増加は、

電力需要を押し上

げます。自国産の

天然ガスの約７割

が発電所の燃料と

して使われている

タイにおいて、そ

の産出量を適正維

持する重要度はま

すます高まってい

るのです。

　こうした経済動

向も受け、2015年

には、タイ国営PTTEP社から大規模な受

注を果たしました。2021年までの６年間

で、25基の海洋プラットフォームと、165

kmのパイプラインを建設するプロジェク

トです。現在は、本年度分の４基が製造フ

ェーズに入っています。新規ベンダーの

供給した部材の不具合や、顧客からのさら

なる低コスト化の要請など、現場では課題

も少なくありません。それでも、設計・調

達・製造・施工の各部門からの多角的・

複合的なアプローチで乗り越えていける

のが、シームレスな体制を敷くTNSならで

はの強みです。

雇用創出や人財育成を通じ、
タイ全体の技術力を底上げする

　顧客のニーズに沿ったものを低コスト・

短工期・高品質で提供する。これだけを

追求するのではあれば、より人件費の低い

近隣諸国で製造してタイに輸入したほう

が利益も増えるでしょう。しかし、私たち

は〈メード・イン・タイランド〉にこだわ

っています。現地に腰を据えて事業を継

続的に行っていく企業として、タイ人の雇

用を創出し維持する責任があると考える

からです。このPTTEP社のプロジェクト

だけでも、2000人におよぶタイ人の雇用

が新たに生まれました。

　現在、TNSの社員は約1000名で、うち

日本人は11名、多国籍の外国人は28名。

つまり、９割以上を占めるタイ人が実務の

大半を遂行しています。これは設立以来、

日本とタイの文化や慣習、意識や感覚の違

いという溝を埋めるために試行錯誤を重

ねてきた結果に他なりません。国際競争

の中でも、ひけをとらない体制を築き上げ

てきたのです。

　ここ数年は、200項目におよぶ教育・研

修プログラムや、マネジメントの国際資格

取得支援も活発化しています。その成果

として、日本人が担ってきたプロジェクト

マネジャーのポジションにも、中小規模の

プロジェクトではタイ人が抜擢されるケ

ースが増えてきました。

　タイは転職機会が多い国でもあり、TNS

で学んだ技術や経験を持って、顧客企業や

競合企業に移っていく人財がいることも

事実です。しかし、それも含

めて、現地への社会貢献に

なっていると私たちは考え

ています。彼ら彼女らが習得

した高い技能レベルが波及し、

TNSの持つDNAが広まる

ことで、タイという国のエン

ジリアリング技術を大きく底

上げしているからです。

ドローンによる空撮管理など、
イノベーションを取り込んでいく

　これからも国際競争に勝ち、タイのエネ

ルギー開発と安定供給、雇用創出に貢献し

ていくためには、一層の自己変革が必要と

なります。前述の人財育成と共に、特に力

を入れているのは、加工ヤードの管理技術

の効率化です。大小のプラットフォーム

がいくつも横たわった状態で、組立～溶接

～塗装といった作業を行う加工ヤードの

面積は35万㎡（東京ドーム7.5個相当）に

および、巡回するだけで２～３時間はかか

ります。

　そこでTNSでは、IoT化を積極的に推

進しています。部材を運搬するパレット

にICタグやQRコードをつけ、敷地内に

配置した60個のカメラで情報を読み取っ

て、ロジスティクスに活かす。ドローンを

飛ばして上空から撮影した200枚の写真

を１枚のマップに自動合成し、進捗状況の

管理やセキュリティにも活用する。これ

らはすでに運用中ですが、将来的には人工

知能も組み合わせ、モノやヒトの動きが停

滞している箇所の把握や予測に役立てる

計画もあります。

　加工ヤードのイノベーションは、人員削

減を目的としたものではありません。各

スタッフの負担軽減とスキル向上、より正

確な状況分析を行い、TNSの総合力を高

めるためのものです。

　さまざまな取り組みよって国際競争力

を強化しながら、今後はタイ以外の国、ミ

ャンマーやインドにも展開し、貢献の範囲

をよりグローバルに拡大していく。それ

がTNSの掲げるビジョンです。

Engineer Voice

海洋事業部　技術部
設計・技術室

坂本雄吾

主戦力としてTNSを支えるタイ人スタッフたち

東京ドーム7.5個分のヤード管理にドローンも活用

特集❷ 東南アジアにおける海洋エネルギー開発事業
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下水汚泥＝バイオマスである。
しかも毎日確実に集積できる

　1980年には約３割、2001年には約６割、

そして現在は約８割。これは、日本国内の

下水道の普及率です。現在全国には約

2500の下水処理場があり、基準値以下に

まで浄化した水を海や河川へ放流してい

ます。下水道のインフラ整備が進み、海や

河川がきれいになっていく分だけ、下水汚

泥の発生量は増え続けているのです。

　浄化の主な仕組みは、下水の中で自然に

棲息している微生物が反応槽と呼ばれる

設備の中で活性・増殖し、排水内の有機物

を摂取・分解するというものです。つまり、

下水汚泥は微生物をたっぷり含んだバイ

オマス（生物資源）です。この点にまずは

着目しました。これまでにも私たちは、生

ゴミなどの食品廃棄物や、みかんやサトウ

キビの残渣物から、エタノール燃料をつく

る技術開発で実績を重ねています。下水

汚泥を焼却処分するのではなく、燃料とし

て再利用することができれば、CO2の排出

も抑制できます。

　同じバイオマスでも、たとえば森林から

出る間伐材を原料とする場合、チップ化や

運搬にコストがかかりますし、いつも潤沢

に入手できるわけではありません。とこ

ろが下水汚泥は、地域の人が生活している

限り、将来にわたって絶えることなく発生

し、下水道を通って、処理場に集まり続け

ます。こうした〈集積性〉に優れている点も、

事業の持続性という観点から、大きな強み

になると私たちは考えました。

地域によって異なる特性にも
独自のチューニングで対応

　検討を重ねる中で、バイオマス燃料の

先進国である欧州各国を視察した際、私

たちはある技術に出会いました。脱水し

た汚泥をミキサー内の刃で粉砕しながら

粒状にしたのち、乾燥ドラム内で乾かす

ことで、固形化する〈造粒乾燥方式〉とい

うものです。ミキサーの中に核となる極

小の粒を入れ、そこに汚泥を付着させる

工程を３～４回繰り返すことで、一粒が１

ミリから５ミリ程度の均一な固形燃料化

物（ペレット）ができます。

　構造がシンプルでサイズもコンパクト

に収まるため、スイスではこの装置をト

ラックに積み込み、農村部を巡回して汚

泥から固形肥料をつくっていました。そ

の後、火力発電の石炭代替燃料として使

われています。

　脱水汚泥からの固形燃料化には、もう

１つ、〈炭化方式〉という方法があります。

これら２つの方式を比べてみると、貯蔵

安定性や発熱量、製品収率の高さで勝り、

なにより燃料化工程におけるCO2発生量

と製品利用時のCO2の削減量を差し引き

したとき、トータルで削減になるのは〈造

粒乾燥方式〉なのです。私たちはスイス

の企業の持つこの技術を導入することに

しました。

　とはいえ、そのまま日本で使えるわけ

ではありません。同じ国内でも地域や下

水処理方法によって粘性や含水率といっ

た汚泥の基本性状は異なります。それぞ

れの汚泥に合わせて、さまざまなチューニ

ングを施さなければ、安定した粒状の燃料

にはなりません。投入される脱水汚泥の

水分や粘性の変化に応じて、最適な運転ポ

イント（温度やリサイクル量）を設定する

までさまざまな調整を繰り返しました。

　そうした試行錯誤の末、2008年に完成

したのが山形県新庄市の第一号機です。

私たちはこの汚泥固形燃料化システムを

〈ジェイコンビ〉と名付けました。

O＆Mまでの一貫事業モデルで
知見蓄積と地域雇用も
　

　日本で初めての方式とあって、稼働後

も新たな課題に直面しました。固形燃料

を製造するためには１日30トンの汚泥が

必要ですが、新庄市では１日５トン程度し

か出ません。そこで他の市町村からも汚

泥を集約したところ、近隣エリアであって

も含水率や汚泥性状はそれぞれ異なって

いたのです。さらに季節によっても性状

は変わるため、約１年にわたってチューニ

ングをしながら操業の安定性を高めていき

ました。過去のデータが一切ない中で、エ

ンジニアは日々起こる事象を正確に捉え

ては技術的な考察を繰り返し、知見や経験

を蓄え一つ一つ解を見つけ、安定した燃料

化技術を確立したのです。

　こうした技術やノウハウも、プラントを

納めて現場から離れてしまえば、蓄積して

いくことは難しくなります。そこで私た

ちは2011年、EPC（設計・調達・建設）に

加え、O＆M（操業・維持管理）までを担う

事業として再スタートすることを決めま

した。日々の操業を通して得られるいく

つもの知見、大小さまざまなトラブルの原

因や回避策を、次のプロジェクトへと繋い

で進化させていくためです。

　そして、2015年と2017年にそれぞれ操

業開始した〈北九州市日明浄化センター〉

と〈広島県芦田川浄化センター〉において

は、20年間にわたってO＆Mを行い、燃料

の利用先までの運搬も含めた、地域に根ざ

した事業モデルを構築しました。O＆Mに

ついては地元企業とパートナーシップを

組むことで、オペレータやエンジニアを育

成し、その地域の継続的な雇用創出も促し

ています。

高濃度放射性物質を含んだ
汚泥を短期間で処理できた理由
　

　私たちのこの技術が、思わぬところで活

かされる機会がありました。

　東日本大震災の際の原発事故によって、

福島市の下水処理場から出る汚泥が汚染

されました。従来の焼却処分と異なり、放

射性物質が揮発しない温度で処理する〈造

粒乾燥方式〉ならば、汚染された有機分を

系外に放出するリスクがありません。汚

染された下水汚泥は中間貯蔵施設でコン

テナに入れて、数十年間保管することが国

から義務づけられていますが、造粒乾燥す

れば体積は５分の１になり、含水率も10

パーセント以下になるため腐敗する心配

もありません。

　さらに、スイスの例にあるように、コン

パクトな装置〈造粒乾燥方式〉なら、工場

で車載可能なコンテナサイズに製造・輸

送し、短期間で設置することができます。

私たちは同様の小型装置を製作し、福島

へと持ち込みました。現地では仮設のテ

ント内にこれを据え置き、毎日30トンの

汚泥を２年半にわたり処理し続けました。

放射性物質への対策は地域住民の生活に

とって極めて重要な問題です。「安全に短

期間で処理を終えてほしい」という、復興

地域の思いにも配慮する形をとれたので

はないかと考えています。

　こうした実績を少しずつ積み上げ、2014

年にはJ I S規格を取得した〈下水汚泥固

形燃料〉。広島県芦田川では初の設備屋外

化に挑戦（下記コラム）した他、現在建設

中の名古屋市の案件では汚泥処理能力を

従来の３倍（200トン／日）にまで高めます。

さらに顧客ニーズに合わせた開発・普及

を進め、下水汚泥の有効利用と地球温暖化

防止に貢献していくことが今後の目標です。

毎日の生活から出る下水汚泥が、
地域で使うバイオマス燃料に
生まれ変わる。
家庭のキッチンやトイレ、店舗や工場から出るさまざまな排水は、
下水管を通って各自治体の下水処理場へと集まってきます。
浄化後に堆積した下水汚泥は、その多くが焼却され、燃えかすの灰は、
埋め立て処分されたりセメントの材料に再利用されたりしてきました。
しかし、焼却時のCO2排出、埋め立て場の飽和化、
セメント減産による受け入れ先の減少など、汚泥処理は喫緊の課題を抱えています。
処理から、新たな再利用へ̶。私たちNSENGIは、脱水した汚泥から、
石炭代替燃料をつくり出すプラントを実用化しました。
燃料化技術の中でも唯一、石炭等の代替利用におけるCO2削減量が、製造におけるCO2排出量を上回る
〈ジェイコンビ〉システムによる環境ビジネスモデルについて紹介しましょう。

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

下水汚泥燃料化装置の屋外型に挑戦した
〈芦田川浄化センター〉内のプラント

特集❸〈ジェイコンビ〉システムによる下水汚泥固形燃料化事業

プラットフォームの脚にあたるジャケットという部分は、イメー
ジとしては東京タワーの下半分です。それだけの巨大構造物を
沖合へ運んでいくとなると、慎重にならざるを得ません。
　

　加工ヤードから現地への運搬と、海底への据え付けまでを担当す

ることになったのは、入社４年目のことでした。もっとも印象に残って

いるのは、横たわったジャケットを運搬船に載せる際の〈固縛〉とい

う作業です。なにしろ海上輸送ですから、荒天時の揺れにも動じな

いように、文字通り〈固く縛って〉やらなければいけません。そのため

の架台や鋼管の材質や形状を、ジャケットの形状や重量、運搬船の

強度をもとに計算したり検討したりするのが私の仕事でした。

　ところが、出港直前までお客様から設計変更が何度も重なり、必

要なデータが日本のオフィスに送られてきません。メールでも電話で

も要領を得ないという状況で、急遽タイへ飛んで、現場で実物をチェ

ックしながら、担当者と直接やりとりをすることにしました。ようやく

最終スペックが把握できたとき、船に載せるスケジュールまでは、わず

か36時間！ その限られた時間の中で検討作業と格闘し、無事に固

縛を終え、ジャケットを出港させたときの達成感は、いまでも忘れら

れません。

　また、現地施工のフェーズでは、作業船くろしおに寝泊まりし、約

40日間を洋上で過ごすことになります。海が荒れると作業員たちは休

みになりますが、私たちはその日の遅れをどう取り戻すかの検討に追

われ、気の休まるときはありません。異国の海原のど真ん中、回りは

言語も文化も異なる多国籍ワーカー……。最初は心細さでいっぱい

ですが、やがて異文化交流を楽しんでい

る自分に気付きます。タフな仕事だから

こそ、人間としての成長も大きい。そして、

タイの資源開発に自分が役に立っている

という実感もまた、大きいのだと思います。

タイムリミットは、36時間

設計～調達～製造～洋上施工、
現地一貫体制で国際競争に挑む

　人々の暮らしやあらゆる産業活動を支

える源泉とも言えるのが、石油やガスなど

の天然資源です。自国の海底から天然資

源を安定的に産出・供給することは、経済

発展に欠かせません。私たちNSENGIは、

鋼構造物の設計施工ノウハウを活かし、海

洋におけるさまざまな資源開発プロジェ

クトを長年手がけてきました。

　国内では磐城沖や阿賀沖北の石油開発

プラットフォームなど、海外ではインドネシ

アのランデガン（石油・ガスの受入・処理・

貯蔵・輸送設備）やイーストジャワ、総延長

267kmにおよぶロシアのサハリン1など、国

家的なプロジェクトで実績を重ねています。

　日本のエンジニアリング会社が、競合す

る世界中の名だたるマリンコントラクター

と渡り合っていくのは、けっして容易なこ

とではありません。とくに天然資源の豊富

な東南アジア諸国が舞台となると、日本国

内で設計や製造を行っていては、コストや

スピードの面で圧倒的に水をあけられます。

そこで私たちは、40年前から現地拠点の展

開を進め、設計～調達～製造～洋上施工ま

での現地一貫体制を構築してきました。

　インドネシアやマレーシアなどに複数

の現地法人や拠点を構えると共に、巨大な

プラットフォームを海底に据え付けられ

る大型作業船〈くろしお〉を２隻建造。そ

して、30年前にタイの首都バンコクに設

立したのが、ここで紹介するTNSです。

タイにおいて新たに25基の
プラットフォームを建設中

　私たちがこれまでに手がけたプラット

フォームは12か国向け約270基、パイプ

ラインは11か国向け約4300kmにおよび

ます。その中でも、約200基・約2000km

と高い比率を占めているのが、タイ向けの

プロジェクトです。ではなぜ、数多くの実

績を継続的に、この国で重ねているので

しょう。

　背景にはタイのエネルギー事情があり

ます。この国ではエネルギー全消費量の

約４割をまかなっているのが、自国産の天

然ガスです。減衰の早い小規模油田が多

いことから、小型プラットフォームの増設

は常に欠かせません。また、既存鉱区の埋

蔵量の減少にともない、新規鉱区の開発も

進める必要があります。

　さらにはこの十数年でASEAN諸国でも

屈指の製造拠点に急成長したことが挙げ

られます。これは、国家レベルでの構造改

革推進の他、人件費も安く、落雷時などの

停電がほとんどないため、安定した操業を

行える利点によるものです。工場の増加は、

電力需要を押し上

げます。自国産の

天然ガスの約７割

が発電所の燃料と

して使われている

タイにおいて、そ

の産出量を適正維

持する重要度はま

すます高まってい

るのです。

　こうした経済動

向も受け、2015年

には、タイ国営PTTEP社から大規模な受

注を果たしました。2021年までの６年間

で、25基の海洋プラットフォームと、165

kmのパイプラインを建設するプロジェク

トです。現在は、本年度分の４基が製造フ

ェーズに入っています。新規ベンダーの

供給した部材の不具合や、顧客からのさら

なる低コスト化の要請など、現場では課題

も少なくありません。それでも、設計・調

達・製造・施工の各部門からの多角的・

複合的なアプローチで乗り越えていける

のが、シームレスな体制を敷くTNSならで

はの強みです。

雇用創出や人財育成を通じ、
タイ全体の技術力を底上げする

　顧客のニーズに沿ったものを低コスト・

短工期・高品質で提供する。これだけを

追求するのではあれば、より人件費の低い

近隣諸国で製造してタイに輸入したほう

が利益も増えるでしょう。しかし、私たち

は〈メード・イン・タイランド〉にこだわ

っています。現地に腰を据えて事業を継

続的に行っていく企業として、タイ人の雇

用を創出し維持する責任があると考える

からです。このPTTEP社のプロジェクト

だけでも、2000人におよぶタイ人の雇用

が新たに生まれました。

　現在、TNSの社員は約1000名で、うち

日本人は11名、多国籍の外国人は28名。

つまり、９割以上を占めるタイ人が実務の

大半を遂行しています。これは設立以来、

日本とタイの文化や慣習、意識や感覚の違

いという溝を埋めるために試行錯誤を重

ねてきた結果に他なりません。国際競争

の中でも、ひけをとらない体制を築き上げ

てきたのです。

　ここ数年は、200項目におよぶ教育・研

修プログラムや、マネジメントの国際資格

取得支援も活発化しています。その成果

として、日本人が担ってきたプロジェクト

マネジャーのポジションにも、中小規模の

プロジェクトではタイ人が抜擢されるケ

ースが増えてきました。

　タイは転職機会が多い国でもあり、TNS

で学んだ技術や経験を持って、顧客企業や

競合企業に移っていく人財がいることも

事実です。しかし、それも含

めて、現地への社会貢献に

なっていると私たちは考え

ています。彼ら彼女らが習得

した高い技能レベルが波及し、

TNSの持つDNAが広まる

ことで、タイという国のエン

ジリアリング技術を大きく底

上げしているからです。

ドローンによる空撮管理など、
イノベーションを取り込んでいく

　これからも国際競争に勝ち、タイのエネ

ルギー開発と安定供給、雇用創出に貢献し

ていくためには、一層の自己変革が必要と

なります。前述の人財育成と共に、特に力

を入れているのは、加工ヤードの管理技術

の効率化です。大小のプラットフォーム

がいくつも横たわった状態で、組立～溶接

～塗装といった作業を行う加工ヤードの

面積は35万㎡（東京ドーム7.5個相当）に

および、巡回するだけで２～３時間はかか

ります。

　そこでTNSでは、IoT化を積極的に推

進しています。部材を運搬するパレット

にICタグやQRコードをつけ、敷地内に

配置した60個のカメラで情報を読み取っ

て、ロジスティクスに活かす。ドローンを

飛ばして上空から撮影した200枚の写真

を１枚のマップに自動合成し、進捗状況の

管理やセキュリティにも活用する。これ

らはすでに運用中ですが、将来的には人工

知能も組み合わせ、モノやヒトの動きが停

滞している箇所の把握や予測に役立てる

計画もあります。

　加工ヤードのイノベーションは、人員削

減を目的としたものではありません。各

スタッフの負担軽減とスキル向上、より正

確な状況分析を行い、TNSの総合力を高

めるためのものです。

　さまざまな取り組みよって国際競争力

を強化しながら、今後はタイ以外の国、ミ

ャンマーやインドにも展開し、貢献の範囲

をよりグローバルに拡大していく。それ

がTNSの掲げるビジョンです。

Engineer Voice

海洋事業部　技術部
設計・技術室

坂本雄吾

主戦力としてTNSを支えるタイ人スタッフたち

東京ドーム7.5個分のヤード管理にドローンも活用

特集❷ 東南アジアにおける海洋エネルギー開発事業

12 1312



汚泥受入
ホッパ

製品
ホッパ

脱水汚泥地域社会
下水汚泥の発生

固形燃料化物
（ペレット）二軸ミキサ 乾燥ドラム

バグ
フィルタ 分級機

浄化センター内
　　消化タンク加湿設備

排ガス

排
ガ
ス

廃熱有効利用

造粒イメージ

リサイクルペレットを核に、3～4回の周回で脱水汚泥を積層させ造粒 燃料化されたペレット

リサイクルペレット（核）

1周目 2周目 3周目 4周目

脱水汚泥を積層

コンデンサ燃焼炉熱交換器

【燃料化システムフロー】【下水汚泥固形燃料化事業スキーム】

有効利用先
（石炭代替燃料）

下水処理場
下水汚泥の燃料化

廃棄物の有効利用バイオマスエネルギーとして
地域社会に供給・還元

バイオマス燃料として利用 ▶ ▶ ▶

乾燥空気

エンジニアリングは一品一様で、金太郎アメのようにはいかな
い。４基目となる芦田川浄化センターでも、そのことをあらた
めて実感しました。
　

　ここで私たちが取り組んだのは、初めてとなるプラント設備の屋外
化です。汚泥の搬入設備こそ建屋内に設けていますが、造粒・乾
燥を担うミキサーやドラム、燃焼炉などはすべて屋外に配置していま
す。周囲一帯は工業地域ということもあり、チャレンジする好機と捉
えたわけですが、そこには２つの課題がありました。
　１つ目は、臭気対策です。住宅地でないとはいえ、風に乗って臭
いが拡散することは想定しなければなりません。まず、汚泥搬入時に
入口が開放される建屋内は、換気装置で負圧状態に保つことで確実
に屋外への漏れを防ぎ、屋上に設置した脱臭装置で光触媒反応を
利用して臭いを分解しています。屋外の造粒乾燥設備においては、
汚泥や乾燥ガスは設備系内を循環するのですが、建屋同様内部を負
圧状態に保ち、集塵空気の臭いは燃焼炉で完全に燃焼処理しています。
　2つ目は、熱対策です。冬場は外気温が下がり装置や配管内が
結露し、その水分に汚泥が付着してしまう恐れがあるため、断熱の

強化やヒータの設置を行いました。また、換気により系内の湿度を
調整しています。逆に夏場は、直射日光により装置や配管の表面温
度が上昇するため、汚泥やペレットが自己発熱しないよう、貯留ホッ
パに遮熱装置を追加しました。さらに、系内の酸素濃度を制御し発
熱を抑制する安全対策を新たに導入しました。これらの対策により
屋外化の弱点である熱ロスの増加によるCO2発生量の増加を抑制し、
〈ジェイコンビ〉システムの最大の利点であるCO2削減効果も維持し
ています。
　他にも汚泥性状変動への対応などさまざまな工夫やチューニング
をギリギリまで施して、引き渡し前の性能試験に臨みました。下水
処理場には汚泥の処理計画があり、固形燃料を利用する発電所や
工場にも操業計画がありますから、双方の間に立つ私たちが巧くコ
ントロールすることは必須です。最大処理能力である72トンの汚泥
処理を含め、３日間連続での性能試験をクリアできたときは、エン
ジニアリングマネジャーとし
て共にやってきた人たちへの
感謝の思いでいっぱいでした。

初の屋外型で、超えた2つの壁

下水汚泥＝バイオマスである。
しかも毎日確実に集積できる

　1980年には約３割、2001年には約６割、

そして現在は約８割。これは、日本国内の

下水道の普及率です。現在全国には約

2500の下水処理場があり、基準値以下に

まで浄化した水を海や河川へ放流してい

ます。下水道のインフラ整備が進み、海や

河川がきれいになっていく分だけ、下水汚

泥の発生量は増え続けているのです。

　浄化の主な仕組みは、下水の中で自然に

棲息している微生物が反応槽と呼ばれる

設備の中で活性・増殖し、排水内の有機物

を摂取・分解するというものです。つまり、

下水汚泥は微生物をたっぷり含んだバイ

オマス（生物資源）です。この点にまずは

着目しました。これまでにも私たちは、生

ゴミなどの食品廃棄物や、みかんやサトウ

キビの残渣物から、エタノール燃料をつく

る技術開発で実績を重ねています。下水

汚泥を焼却処分するのではなく、燃料とし

て再利用することができれば、CO2の排出

も抑制できます。

　同じバイオマスでも、たとえば森林から

出る間伐材を原料とする場合、チップ化や

運搬にコストがかかりますし、いつも潤沢

に入手できるわけではありません。とこ

ろが下水汚泥は、地域の人が生活している

限り、将来にわたって絶えることなく発生

し、下水道を通って、処理場に集まり続け

ます。こうした〈集積性〉に優れている点も、

事業の持続性という観点から、大きな強み

になると私たちは考えました。

地域によって異なる特性にも
独自のチューニングで対応

　検討を重ねる中で、バイオマス燃料の

先進国である欧州各国を視察した際、私

たちはある技術に出会いました。脱水し

た汚泥をミキサー内の刃で粉砕しながら

粒状にしたのち、乾燥ドラム内で乾かす

ことで、固形化する〈造粒乾燥方式〉とい

うものです。ミキサーの中に核となる極

小の粒を入れ、そこに汚泥を付着させる

工程を３～４回繰り返すことで、一粒が１

ミリから５ミリ程度の均一な固形燃料化

物（ペレット）ができます。

　構造がシンプルでサイズもコンパクト

に収まるため、スイスではこの装置をト

ラックに積み込み、農村部を巡回して汚

泥から固形肥料をつくっていました。そ

の後、火力発電の石炭代替燃料として使

われています。

　脱水汚泥からの固形燃料化には、もう

１つ、〈炭化方式〉という方法があります。

これら２つの方式を比べてみると、貯蔵

安定性や発熱量、製品収率の高さで勝り、

なにより燃料化工程におけるCO2発生量

と製品利用時のCO2の削減量を差し引き

したとき、トータルで削減になるのは〈造

粒乾燥方式〉なのです。私たちはスイス

の企業の持つこの技術を導入することに

しました。

　とはいえ、そのまま日本で使えるわけ

ではありません。同じ国内でも地域や下

水処理方法によって粘性や含水率といっ

た汚泥の基本性状は異なります。それぞ

れの汚泥に合わせて、さまざまなチューニ

ングを施さなければ、安定した粒状の燃料

にはなりません。投入される脱水汚泥の

水分や粘性の変化に応じて、最適な運転ポ

イント（温度やリサイクル量）を設定する

までさまざまな調整を繰り返しました。

　そうした試行錯誤の末、2008年に完成

したのが山形県新庄市の第一号機です。

私たちはこの汚泥固形燃料化システムを

〈ジェイコンビ〉と名付けました。

O＆Mまでの一貫事業モデルで
知見蓄積と地域雇用も
　

　日本で初めての方式とあって、稼働後

も新たな課題に直面しました。固形燃料

を製造するためには１日30トンの汚泥が

必要ですが、新庄市では１日５トン程度し

か出ません。そこで他の市町村からも汚

泥を集約したところ、近隣エリアであって

も含水率や汚泥性状はそれぞれ異なって

いたのです。さらに季節によっても性状

は変わるため、約１年にわたってチューニ

ングをしながら操業の安定性を高めていき

ました。過去のデータが一切ない中で、エ

ンジニアは日々起こる事象を正確に捉え

ては技術的な考察を繰り返し、知見や経験

を蓄え一つ一つ解を見つけ、安定した燃料

化技術を確立したのです。

　こうした技術やノウハウも、プラントを

納めて現場から離れてしまえば、蓄積して

いくことは難しくなります。そこで私た

ちは2011年、EPC（設計・調達・建設）に

加え、O＆M（操業・維持管理）までを担う

事業として再スタートすることを決めま

した。日々の操業を通して得られるいく

つもの知見、大小さまざまなトラブルの原

因や回避策を、次のプロジェクトへと繋い

で進化させていくためです。

　そして、2015年と2017年にそれぞれ操

業開始した〈北九州市日明浄化センター〉

と〈広島県芦田川浄化センター〉において

は、20年間にわたってO＆Mを行い、燃料

の利用先までの運搬も含めた、地域に根ざ

した事業モデルを構築しました。O＆Mに

ついては地元企業とパートナーシップを

組むことで、オペレータやエンジニアを育

成し、その地域の継続的な雇用創出も促し

ています。

高濃度放射性物質を含んだ
汚泥を短期間で処理できた理由
　

　私たちのこの技術が、思わぬところで活

かされる機会がありました。

　東日本大震災の際の原発事故によって、

福島市の下水処理場から出る汚泥が汚染

されました。従来の焼却処分と異なり、放

射性物質が揮発しない温度で処理する〈造

粒乾燥方式〉ならば、汚染された有機分を

系外に放出するリスクがありません。汚

染された下水汚泥は中間貯蔵施設でコン

テナに入れて、数十年間保管することが国

から義務づけられていますが、造粒乾燥す

れば体積は５分の１になり、含水率も10

パーセント以下になるため腐敗する心配

もありません。

　さらに、スイスの例にあるように、コン

パクトな装置〈造粒乾燥方式〉なら、工場

で車載可能なコンテナサイズに製造・輸

送し、短期間で設置することができます。

私たちは同様の小型装置を製作し、福島

へと持ち込みました。現地では仮設のテ

ント内にこれを据え置き、毎日30トンの

汚泥を２年半にわたり処理し続けました。

放射性物質への対策は地域住民の生活に

とって極めて重要な問題です。「安全に短

期間で処理を終えてほしい」という、復興

地域の思いにも配慮する形をとれたので

はないかと考えています。

　こうした実績を少しずつ積み上げ、2014

年にはJ I S規格を取得した〈下水汚泥固

形燃料〉。広島県芦田川では初の設備屋外

化に挑戦（下記コラム）した他、現在建設

中の名古屋市の案件では汚泥処理能力を

従来の３倍（200トン／日）にまで高めます。

さらに顧客ニーズに合わせた開発・普及

を進め、下水汚泥の有効利用と地球温暖化

防止に貢献していくことが今後の目標です。
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い。４基目となる芦田川浄化センターでも、そのことをあらた
めて実感しました。
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燥を担うミキサーやドラム、燃焼炉などはすべて屋外に配置していま
す。周囲一帯は工業地域ということもあり、チャレンジする好機と捉
えたわけですが、そこには２つの課題がありました。
　１つ目は、臭気対策です。住宅地でないとはいえ、風に乗って臭
いが拡散することは想定しなければなりません。まず、汚泥搬入時に
入口が開放される建屋内は、換気装置で負圧状態に保つことで確実
に屋外への漏れを防ぎ、屋上に設置した脱臭装置で光触媒反応を
利用して臭いを分解しています。屋外の造粒乾燥設備においては、
汚泥や乾燥ガスは設備系内を循環するのですが、建屋同様内部を負
圧状態に保ち、集塵空気の臭いは燃焼炉で完全に燃焼処理しています。
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結露し、その水分に汚泥が付着してしまう恐れがあるため、断熱の

強化やヒータの設置を行いました。また、換気により系内の湿度を
調整しています。逆に夏場は、直射日光により装置や配管の表面温
度が上昇するため、汚泥やペレットが自己発熱しないよう、貯留ホッ
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をギリギリまで施して、引き渡し前の性能試験に臨みました。下水
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から義務づけられていますが、造粒乾燥す
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　さらに、スイスの例にあるように、コン
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送し、短期間で設置することができます。

私たちは同様の小型装置を製作し、福島

へと持ち込みました。現地では仮設のテ

ント内にこれを据え置き、毎日30トンの

汚泥を２年半にわたり処理し続けました。

放射性物質への対策は地域住民の生活に

とって極めて重要な問題です。「安全に短

期間で処理を終えてほしい」という、復興

地域の思いにも配慮する形をとれたので

はないかと考えています。

　こうした実績を少しずつ積み上げ、2014

年にはJ I S規格を取得した〈下水汚泥固
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化に挑戦（下記コラム）した他、現在建設

中の名古屋市の案件では汚泥処理能力を

従来の３倍（200トン／日）にまで高めます。

さらに顧客ニーズに合わせた開発・普及
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｢安全」を経営の根幹と認識し、事業活動の全てに優先します。また、企業が健全に発展するためには、
働く人の健康が何より基本であるとの認識のもと、全ての職場において間断ない衛生活動を推進します。

❶事業活動のすべての面において、安全衛生関連法令および業務規定、ルールを遵守し、安全衛生管理レベルの維持向上を図り、あらゆる
　災害の撲滅に努めます。
❷事業活動のすべての面において介在するリスクの低減に取り組むとともに、安全を強制でなく自ら推進する会社風土を築き、『安全に強い会
　社』を目指します。
❸事業活動を推進する社員、協力会社従業員等に対して安全衛生に関する教育・啓発活動を推進し、安全知識の拡充と安全感性の向上を図ります。
❹快適な職場づくりに努めるとともに、働く人の心と体の健康の維持・増進に向けた環境整備と機会提供を推進します。

❶事業活動の全ての面において、国内外の法令・社会規範を遵守するとともに、 高い倫理観に基づき、誠実に判断し行動します。
❷全てのステークホルダーの期待・要請に応え社会的責任を全うすることにより、社会から信頼される企業を目指します。 
❸教育・啓発活動を継続し、内部統制体制・環境を整備することにより、新日鉄住金エンジニアリンググループ全社員のコンプライアンス意識の
　向上と健全な企業風土の確立・維持に努めます。

❶事業活動のすべての面において、環境関連の法律、条令、協定等を遵守し、環境管理レベルの維持向上に努めます。
❷事業活動のすべての面において、環境汚染の防止、廃棄物の発生抑制、省資源・リサイクルの推進、生物多様性への配慮などを通じて
　地球環境の保全に貢献します。
❸環境に関する社会のニーズを常に捉えながら、それを実現するための先進的な技術開発やエンジニアリングを行い、社会に求められるエンジ
　ニアリングソリューションの提供に努めます。
❹環境に関する教育・啓発活動を推進し、環境保全への意識と知識の向上を図ります。

メンタルヘルスケアの実施

労働災害の防止

●

●

●

●

●

●

常に品質の向上と技術革新に取り組み、お客様に、ご満足いただける
最適なソリューションを提供し続けることにより、社会の発展に貢献します。

品質マネジメントシステムの充実

環境保全と事業活動の両立を、社会から信頼される先進的なエンジニアリング企業の経営の根幹であると認識し、
以下の方針に従って行動することで、環境に配慮した持続可能な社会の形成に貢献します。

環境負荷の低減

お客様の声の反映

コンプライアンスの実践・徹底が、経営の根幹であるとの認識のもと、
あらゆる場面において、不正を防止し、公正で透明性の高い事業活動を推進します。

役員・社員行動規範

教育・研修の実施

内部通報・相談窓口の運用

❶お客様のニーズを的確に把握した上で、品質･技術上の課題を抽出し、その解決に向けて、技術開発を含む対策を確実に実行します。
❷品質マネジメントシステムに基づく商品・サービス実現のプロセスをサプライチェーンも含めて確実に実行します。また、継続的にチェック･
　改善することで、常に最適な品質マネジメントシステムを維持します。
❸品質に関する教育や品質意識高揚のための活動を推進します。

●

●

●

●

労働安全衛生法に基づくストレスチェックを全社員対象に実施し、メンタルヘルス不調の未然防止
に役立てています。
メンタルヘルス不調発生リスクが高い、転入者および入社３年目までの社員に対する重点的な予防
策を実施しています。
ー転入者に対する保健師面談の実施
ー上司に対して対話実施等の日常的なラインケアを依頼
ー入社３年目までの社員に対する定期的な働きかけ（保健師面談等）の実施

社員の階層に応じたメンタルヘルス教育を実施しています。
ー社員研修におけるメンタルヘルス教育講座の実施
ー管理職対象の研修におけるメンタルヘルスに関する指導の徹底

産業医・保健師から管理職に対して、部下の健康診断結果データに基づくアドバイスを実施しています。

「日々の作業員・職長への安全指導、職長対話、安全大会」など、作業員や職長の安全意識の
底上げを図る活動を積極的に行っています。
被災しやすい新規入構者および未熟練者に対し、声掛けや指導などの配慮を徹底しています。
労働災害「ゼロ」を目標に、重大災害につながる墜落災害に特に重点をおき災害防止対策を徹底しています。

安全成績／度数率（単独） 安全成績／度数率（国内連結）

※度数率…「100万延労働時間当たりの死傷者数（休業１日以上）」　度数率＝（死傷者数／延実労働時間数）×1,000,000」
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0.49 0.46

2014 2015

安全衛生

品質

2,513
2,042

2014 2015

5,448
4,591

2014 2015

環境

●

●

品質マネジメントシステムに則り、品質の維持・向上のための検討会議（品質・技術課題の抽出と
対応策の検討会議など）を実施しています。
品質の定量的指標（見える化）を活用した、継続的な改善活動を実施しています。

教育・意識高揚
●

●

原因分析力、対策立案力向上のための品質講座を開催しています。
品質意識高揚のための品質講演会を開催しています。

各現場・事業所において環境監査を定期的に実施し、環境法令遵守状況の確認・是正を行っています。
社員への環境関連法令の教育を継続的に実施しています。
建設廃棄物適正処理に向けた電子マニフェストの利用および優良認定業者の起用を進めています。

単位：㎘（原油換算）
エネルギー使用量 温室効果ガス排出量

単位：トン

コンプライアンス

お客様満足度調査の実施など、お客様から頂いた貴重なご意見を品質の向上に役立てています。

人権の尊重、公正な取引の実践、反社会的勢力との関係遮断など、一人ひとりが自律と自覚をもって
行動すべく、「役員・社員行動規範」を定め、実践しています。

社内窓口として「コーポレートリスク相談デスク」、社外窓口として「コンプライアンス・ホットライン」
「企業倫理ホットライン」「コンプライアンス相談室」を設置し、当社およびグループ会社の社員およ
びその家族、派遣社員、取引先社員等からの相談・通報を受け付け、事故や法令違反、ハラスメン
トの未然防止、業務改善等に役立てています。

コンプライアンスの実践、特に独占禁止法違反と贈収賄の防止徹底について、トップ自らメッセージ
を発信するとともに、幅広い事業活動に関係する諸法令の遵守、不正競争の防止、および海外事業
拡大に伴うリスクに対応した海外安全管理規程の制定や各種eラーニング（海外安全管理・情報
セキュリティ・建設業法・内部通報制度等）、社外有識者による講演会等を実施し、継続的にコン
プライアンス意識の啓発・教育を行っており、法令に抵触する重大な違反はありませんでした。

内部統制システム

「内部統制基本規程」において、内部統制のＰＤＣＡサイクル（内部統制・内部監査プロセス・会
議体への付議・報告等）を定めるとともに、当社グループ全体における内部統制システムの有効性
向上に向けた組織的・継続的取り組みを図っています。
リスクマネジメント委員会において、四半期ごとに内部統制の状況を確認するとともに、適正な業
務推進、リスク管理に係わる情報共有を図っています。
社内各部門に「リスクマネジメント担当者」、各グループ会社に「リスクマネジメント責任者」を置き、
各部門・各社の自律的な活動を促すとともに、リスクマネジメント委員会等を通じて内部統制・リ
スク管理に関する情報の共有化を図っています。
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｢安全」を経営の根幹と認識し、事業活動の全てに優先します。また、企業が健全に発展するためには、
働く人の健康が何より基本であるとの認識のもと、全ての職場において間断ない衛生活動を推進します。

❶事業活動のすべての面において、安全衛生関連法令および業務規定、ルールを遵守し、安全衛生管理レベルの維持向上を図り、あらゆる
　災害の撲滅に努めます。
❷事業活動のすべての面において介在するリスクの低減に取り組むとともに、安全を強制でなく自ら推進する会社風土を築き、『安全に強い会
　社』を目指します。
❸事業活動を推進する社員、協力会社従業員等に対して安全衛生に関する教育・啓発活動を推進し、安全知識の拡充と安全感性の向上を図ります。
❹快適な職場づくりに努めるとともに、働く人の心と体の健康の維持・増進に向けた環境整備と機会提供を推進します。

❶事業活動の全ての面において、国内外の法令・社会規範を遵守するとともに、 高い倫理観に基づき、誠実に判断し行動します。
❷全てのステークホルダーの期待・要請に応え社会的責任を全うすることにより、社会から信頼される企業を目指します。 
❸教育・啓発活動を継続し、内部統制体制・環境を整備することにより、新日鉄住金エンジニアリンググループ全社員のコンプライアンス意識の
　向上と健全な企業風土の確立・維持に努めます。

❶事業活動のすべての面において、環境関連の法律、条令、協定等を遵守し、環境管理レベルの維持向上に努めます。
❷事業活動のすべての面において、環境汚染の防止、廃棄物の発生抑制、省資源・リサイクルの推進、生物多様性への配慮などを通じて
　地球環境の保全に貢献します。
❸環境に関する社会のニーズを常に捉えながら、それを実現するための先進的な技術開発やエンジニアリングを行い、社会に求められるエンジ
　ニアリングソリューションの提供に努めます。
❹環境に関する教育・啓発活動を推進し、環境保全への意識と知識の向上を図ります。

メンタルヘルスケアの実施

労働災害の防止

●

●

●

●

●

●

常に品質の向上と技術革新に取り組み、お客様に、ご満足いただける
最適なソリューションを提供し続けることにより、社会の発展に貢献します。

品質マネジメントシステムの充実

環境保全と事業活動の両立を、社会から信頼される先進的なエンジニアリング企業の経営の根幹であると認識し、
以下の方針に従って行動することで、環境に配慮した持続可能な社会の形成に貢献します。

環境負荷の低減

お客様の声の反映

コンプライアンスの実践・徹底が、経営の根幹であるとの認識のもと、
あらゆる場面において、不正を防止し、公正で透明性の高い事業活動を推進します。

役員・社員行動規範

教育・研修の実施

内部通報・相談窓口の運用

❶お客様のニーズを的確に把握した上で、品質･技術上の課題を抽出し、その解決に向けて、技術開発を含む対策を確実に実行します。
❷品質マネジメントシステムに基づく商品・サービス実現のプロセスをサプライチェーンも含めて確実に実行します。また、継続的にチェック･
　改善することで、常に最適な品質マネジメントシステムを維持します。
❸品質に関する教育や品質意識高揚のための活動を推進します。

●

●

●

●

労働安全衛生法に基づくストレスチェックを全社員対象に実施し、メンタルヘルス不調の未然防止
に役立てています。
メンタルヘルス不調発生リスクが高い、転入者および入社３年目までの社員に対する重点的な予防
策を実施しています。
ー転入者に対する保健師面談の実施
ー上司に対して対話実施等の日常的なラインケアを依頼
ー入社３年目までの社員に対する定期的な働きかけ（保健師面談等）の実施

社員の階層に応じたメンタルヘルス教育を実施しています。
ー社員研修におけるメンタルヘルス教育講座の実施
ー管理職対象の研修におけるメンタルヘルスに関する指導の徹底

産業医・保健師から管理職に対して、部下の健康診断結果データに基づくアドバイスを実施しています。

「日々の作業員・職長への安全指導、職長対話、安全大会」など、作業員や職長の安全意識の
底上げを図る活動を積極的に行っています。
被災しやすい新規入構者および未熟練者に対し、声掛けや指導などの配慮を徹底しています。
労働災害「ゼロ」を目標に、重大災害につながる墜落災害に特に重点をおき災害防止対策を徹底しています。

安全成績／度数率（単独） 安全成績／度数率（国内連結）

※度数率…「100万延労働時間当たりの死傷者数（休業１日以上）」　度数率＝（死傷者数／延実労働時間数）×1,000,000」
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安全衛生

品質

2,513
2,042

2014 2015

5,448
4,591

2014 2015

環境

●

●

品質マネジメントシステムに則り、品質の維持・向上のための検討会議（品質・技術課題の抽出と
対応策の検討会議など）を実施しています。
品質の定量的指標（見える化）を活用した、継続的な改善活動を実施しています。

教育・意識高揚
●

●

原因分析力、対策立案力向上のための品質講座を開催しています。
品質意識高揚のための品質講演会を開催しています。

各現場・事業所において環境監査を定期的に実施し、環境法令遵守状況の確認・是正を行っています。
社員への環境関連法令の教育を継続的に実施しています。
建設廃棄物適正処理に向けた電子マニフェストの利用および優良認定業者の起用を進めています。

単位：㎘（原油換算）
エネルギー使用量 温室効果ガス排出量

単位：トン

コンプライアンス

お客様満足度調査の実施など、お客様から頂いた貴重なご意見を品質の向上に役立てています。

人権の尊重、公正な取引の実践、反社会的勢力との関係遮断など、一人ひとりが自律と自覚をもって
行動すべく、「役員・社員行動規範」を定め、実践しています。

社内窓口として「コーポレートリスク相談デスク」、社外窓口として「コンプライアンス・ホットライン」
「企業倫理ホットライン」「コンプライアンス相談室」を設置し、当社およびグループ会社の社員およ
びその家族、派遣社員、取引先社員等からの相談・通報を受け付け、事故や法令違反、ハラスメン
トの未然防止、業務改善等に役立てています。

コンプライアンスの実践、特に独占禁止法違反と贈収賄の防止徹底について、トップ自らメッセージ
を発信するとともに、幅広い事業活動に関係する諸法令の遵守、不正競争の防止、および海外事業
拡大に伴うリスクに対応した海外安全管理規程の制定や各種eラーニング（海外安全管理・情報
セキュリティ・建設業法・内部通報制度等）、社外有識者による講演会等を実施し、継続的にコン
プライアンス意識の啓発・教育を行っており、法令に抵触する重大な違反はありませんでした。

内部統制システム

「内部統制基本規程」において、内部統制のＰＤＣＡサイクル（内部統制・内部監査プロセス・会
議体への付議・報告等）を定めるとともに、当社グループ全体における内部統制システムの有効性
向上に向けた組織的・継続的取り組みを図っています。
リスクマネジメント委員会において、四半期ごとに内部統制の状況を確認するとともに、適正な業
務推進、リスク管理に係わる情報共有を図っています。
社内各部門に「リスクマネジメント担当者」、各グループ会社に「リスクマネジメント責任者」を置き、
各部門・各社の自律的な活動を促すとともに、リスクマネジメント委員会等を通じて内部統制・リ
スク管理に関する情報の共有化を図っています。
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❶【商品・技術力の向上】 既存商品の更なる競争力向上、社会の諸課題解決に対応する新しい商品開発・技術革新に積極的に取り組みます。
❷【法令・社会規範の遵守】 建設業法・下請法・独占禁止法など、事業を遂行する上で関連する全ての法規および社会規範を遵守します。
❸【公平・公正・誠実な取引実施】 取引を希望されるお取引先には、公平に取引機会を設けます。お取引先決定は、厳正かつ公平な競争を通じて、
　公正・誠実に実施します。
❹【環境への配慮】 当社グループを取巻く社会情勢や社会的要請に留意し、環境保全に充分配慮します。
❺【安全の最優先】 安全の最優先を徹底します。

❶社員が、その能力や活力を最大限発揮できるような実力本位の人財マネジメントを推進します。
❷「お客様目線」、「社内外の連携」、「変革」を重視し、グローバルな視野を持ち、ローカルの視点に立ってリーダーシップを発揮できる人財を育成します。
❸社員が一流のプロとなるべく自ら責任を持って主体的に能力開発・キャリア開発を行う取り組みを支援し、継続的な成長を成し遂げるための
　環境・機会を提供します。
❹社員全員がダイバーシティを尊重し、多様な背景を持つ社員が活き活きと働きがいを持って働き続けることができ、また、協働によって最高の
　成果を発揮することができるよう、雇用・労働条件、職場環境の改善に努めます。
❺基本的人権を尊重し、人種・信条・性別・年齢・国籍・宗教・思想・障がいなどの理由に基づく差別を排します。また、わが国および関係各
　国における労働・人権に関する法令・社会的規範を遵守し、教育・啓発活動を推進します。

●

●

●

●

●

お取引先との協働・連携を基礎として、以下の行動指針をお取引先の皆様と共有し、
経済合理性を追求すると同時に社会的責任を果たしながら、調達活動を実施いたします。

サプライチェーンにおけるCSR

パートナーシップ強化

コミュニケーション活性化 ●

●

ワーク・ライフ・バランスの
更なる向上

人財こそが当社における最重要の経営資源であるという認識のもと、会社と個人がともに
革新・成長を実感できるような最高の人財育成を行います。また、労働・人権に関する社会的な責任を果たすとともに、
社員が責任感と情熱をもって働き続けることができる集団となることを目指します。

●

●

●

●

●チームマインドの醸成

グローバル人財の育成

女性の活躍推進

＜人財施策の方向性＞
１. EPC×Solutionを支えるプロフェッショナル集団
２. Global×Localを支えるグローバル人財
３. External×Internalを支えるチームマインド

VE/CD提案活性化（見積照会段階から提案を活性化させる仕組み）を継続し、サプライチェーン
全体でのコスト低減・収益増大を図っています。
法令遵守、人権侵害（特に海外取引先）、環境汚染の観点からサプライチェーンの管理・啓発を行っています。
取引先との契約における約款の中で、遵守すべき事項を記載しています。特に汚職の防止、反社
会的勢力の排除等、 近年の規制強化の流れに対応した約款の強化・具体化の改訂を行っています。

当社における事業遂行に顕著な貢献のあった取引先に感謝の意を表し、優良・重要取引先とのパートナー
シップ強化を図ることを目的として、2014年度にサプライヤー表彰制度を創設し、隔年で表彰しています。

取引先との調達基本方針の共有、双方向コミュニケーションを目的として、隔年実施の業態調査に
あわせ、CSRアンケートを実施しています。法令・社会規範上問題となる状況の有無や、関連法制度
改正への対応状況、CSR活動等について確認し、その結果を調達施策に反映させています。

取引先CSRアンケート（隔年実施）

調査対象取引先数（単位：社）

回答回収数（単位：社）　

1,405

855

2011

61％回収率

1,360

2013

922

68％

1,338

2015

881

66％ 雇用状況 20152014 2016
社員数 1,235名1,232名 1,171名
ー男性 1,068名1,070名 1,000名
ー女性 167名162名 171名

女性管理職（課長級以上） 3名2名 3名

女性管理職（係長級） 13名13名 14名

障がい者雇用 26名26名 29名
ー障がい者雇用率 1.9％2.0％ 2.2％

新規採用者数（男／女） 40名（30/10）38名（29/9） 29名（22/7）

平均年齢 43.3歳43.6歳 43.3歳

平均勤続年数 19.7年 19.5年20.1年

社員満足度調査結果

※5ポイント満点での評価　（　）は他社平均

20152014
仕事での充実感

※2016年より隔年実施

3.76（3.58）3.79（3.57）

会社へのロイヤルティ 4.00（3.81）4.00（3.79）

職場への満足感 3.86（3.78）3.86（3.78）

上司への満足感 3.83（3.69）3.90（3.67）

仕事への負担感 2.83（2.89）2.85（2.88）

3.49（3.57）

2016
̶　

̶　

̶　

̶　

̶　

̶　会社の将来性 3.58（3.56）

（単位：ポイント）

従業員１人あたり年間総労働時間
時間

日数

 2,035

2015

2,048

2014

休暇・休業制度の取得実績 20152014

11.3日

 2,030

2016

20152014 2016

2016

出産休暇 10名5名 7名

配偶者出産休暇 23名12名 19名

育児休業（カッコ内は男性） 15名（2名）12名（1名） 35名（21名）

育児短時間勤務 6名6名 9名

介護休暇 0名1名 0名

ワーク・ライフ・バランス休暇（カッコ内は取得日数） 70名（709日）50名（525日） 67名（486日）

インターバル休暇（カッコ内は取得日数） 63名（718日）49名（404日） 68名（492日）

11.3日

有給休暇取得実績
11.1日

年間総労働時間を定期的に評価するとともに、労使で継続的な対話を行っています。
年休取得奨励日の設定（年10日程度）や上司・産業医等と連携した業務負荷対策等、具体的な
過重労働防止策を推進します。

人財

グローバルに活躍できる人財を確保・拡充するため、早期の海外業務経験や特定地域留学、社内
講座（通信教育を含む）等を推進します。
海外拠点（グループ会社を含む）のナショナルスタッフの育成を強化し、より強くローカルに根差し
た体制を構築します。

社外講師を招いた啓発・交流活動「ＥＮカレッジ」を継続的に開催しています。
ランチタイムの社長と社員での少人数懇話会「スピーク・アウト・ミーティング」の開催のほか、若手を対象
に独自のメンター制度「エンジ・バディ制度」を導入し、縦横のコミュニケーションの活性化を図っています。

厚生労働省から「子育てサポート企業」へ付与される
認定マーク／当社は2012年より認定を受けています。

当社の行動計画
行動計画期間
2016年4月1日～2021年3月31日（5年間）

当社の取り組むべき課題
女性社員数を増やし、様々な職種・職域や地域（国内外）において、
更に女性社員が活き活きと活躍できる会社になること

定量的目標
2020年度までに、女性管理職数（課長級以上）を2015年度時点の3倍にする

人財
女性活躍推進法に基づく行動計画を踏まえ、より「働きやすく」「働きがいのある」企業を目指し、
多様な働き方への支援等諸施策を推進します。

取組内容（一部抜粋）
　女性社員数の増加● ［GS職群※女性比率／事務系35％以上　技術系10％以上］
※グローバルスタッフ＝国内外の幅広い地域での配置を前提とした職群

配置・育成施策の工夫 継続就業率の更なる向上　　職場・本人の意識向上● ● ●

調達

CSR基本方針
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❶【商品・技術力の向上】 既存商品の更なる競争力向上、社会の諸課題解決に対応する新しい商品開発・技術革新に積極的に取り組みます。
❷【法令・社会規範の遵守】 建設業法・下請法・独占禁止法など、事業を遂行する上で関連する全ての法規および社会規範を遵守します。
❸【公平・公正・誠実な取引実施】 取引を希望されるお取引先には、公平に取引機会を設けます。お取引先決定は、厳正かつ公平な競争を通じて、
　公正・誠実に実施します。
❹【環境への配慮】 当社グループを取巻く社会情勢や社会的要請に留意し、環境保全に充分配慮します。
❺【安全の最優先】 安全の最優先を徹底します。

❶社員が、その能力や活力を最大限発揮できるような実力本位の人財マネジメントを推進します。
❷「お客様目線」、「社内外の連携」、「変革」を重視し、グローバルな視野を持ち、ローカルの視点に立ってリーダーシップを発揮できる人財を育成します。
❸社員が一流のプロとなるべく自ら責任を持って主体的に能力開発・キャリア開発を行う取り組みを支援し、継続的な成長を成し遂げるための
　環境・機会を提供します。
❹社員全員がダイバーシティを尊重し、多様な背景を持つ社員が活き活きと働きがいを持って働き続けることができ、また、協働によって最高の
　成果を発揮することができるよう、雇用・労働条件、職場環境の改善に努めます。
❺基本的人権を尊重し、人種・信条・性別・年齢・国籍・宗教・思想・障がいなどの理由に基づく差別を排します。また、わが国および関係各
　国における労働・人権に関する法令・社会的規範を遵守し、教育・啓発活動を推進します。

●

●

●

●

●

お取引先との協働・連携を基礎として、以下の行動指針をお取引先の皆様と共有し、
経済合理性を追求すると同時に社会的責任を果たしながら、調達活動を実施いたします。

サプライチェーンにおけるCSR

パートナーシップ強化

コミュニケーション活性化 ●

●

ワーク・ライフ・バランスの
更なる向上

人財こそが当社における最重要の経営資源であるという認識のもと、会社と個人がともに
革新・成長を実感できるような最高の人財育成を行います。また、労働・人権に関する社会的な責任を果たすとともに、
社員が責任感と情熱をもって働き続けることができる集団となることを目指します。

●

●

●

●

●チームマインドの醸成

グローバル人財の育成

女性の活躍推進

＜人財施策の方向性＞
１. EPC×Solutionを支えるプロフェッショナル集団
２. Global×Localを支えるグローバル人財
３. External×Internalを支えるチームマインド

VE/CD提案活性化（見積照会段階から提案を活性化させる仕組み）を継続し、サプライチェーン
全体でのコスト低減・収益増大を図っています。
法令遵守、人権侵害（特に海外取引先）、環境汚染の観点からサプライチェーンの管理・啓発を行っています。
取引先との契約における約款の中で、遵守すべき事項を記載しています。特に汚職の防止、反社
会的勢力の排除等、 近年の規制強化の流れに対応した約款の強化・具体化の改訂を行っています。

当社における事業遂行に顕著な貢献のあった取引先に感謝の意を表し、優良・重要取引先とのパートナー
シップ強化を図ることを目的として、2014年度にサプライヤー表彰制度を創設し、隔年で表彰しています。

取引先との調達基本方針の共有、双方向コミュニケーションを目的として、隔年実施の業態調査に
あわせ、CSRアンケートを実施しています。法令・社会規範上問題となる状況の有無や、関連法制度
改正への対応状況、CSR活動等について確認し、その結果を調達施策に反映させています。

取引先CSRアンケート（隔年実施）

調査対象取引先数（単位：社）

回答回収数（単位：社）　

1,405

855

2011

61％回収率

1,360

2013

922

68％

1,338

2015

881

66％ 雇用状況 20152014 2016
社員数 1,235名1,232名 1,171名
ー男性 1,068名1,070名 1,000名
ー女性 167名162名 171名

女性管理職（課長級以上） 3名2名 3名

女性管理職（係長級） 13名13名 14名

障がい者雇用 26名26名 29名
ー障がい者雇用率 1.9％2.0％ 2.2％

新規採用者数（男／女） 40名（30/10）38名（29/9） 29名（22/7）

平均年齢 43.3歳43.6歳 43.3歳

平均勤続年数 19.7年 19.5年20.1年

社員満足度調査結果

※5ポイント満点での評価　（　）は他社平均

20152014
仕事での充実感

※2016年より隔年実施

3.76（3.58）3.79（3.57）

会社へのロイヤルティ 4.00（3.81）4.00（3.79）

職場への満足感 3.86（3.78）3.86（3.78）

上司への満足感 3.83（3.69）3.90（3.67）

仕事への負担感 2.83（2.89）2.85（2.88）

3.49（3.57）

2016
̶　

̶　

̶　

̶　

̶　

̶　会社の将来性 3.58（3.56）

（単位：ポイント）
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休暇・休業制度の取得実績 20152014

11.3日

 2,030

2016

20152014 2016

2016

出産休暇 10名5名 7名

配偶者出産休暇 23名12名 19名

育児休業（カッコ内は男性） 15名（2名）12名（1名） 35名（21名）

育児短時間勤務 6名6名 9名

介護休暇 0名1名 0名

ワーク・ライフ・バランス休暇（カッコ内は取得日数） 70名（709日）50名（525日） 67名（486日）

インターバル休暇（カッコ内は取得日数） 63名（718日）49名（404日） 68名（492日）

11.3日

有給休暇取得実績
11.1日

年間総労働時間を定期的に評価するとともに、労使で継続的な対話を行っています。
年休取得奨励日の設定（年10日程度）や上司・産業医等と連携した業務負荷対策等、具体的な
過重労働防止策を推進します。

人財

グローバルに活躍できる人財を確保・拡充するため、早期の海外業務経験や特定地域留学、社内
講座（通信教育を含む）等を推進します。
海外拠点（グループ会社を含む）のナショナルスタッフの育成を強化し、より強くローカルに根差し
た体制を構築します。

社外講師を招いた啓発・交流活動「ＥＮカレッジ」を継続的に開催しています。
ランチタイムの社長と社員での少人数懇話会「スピーク・アウト・ミーティング」の開催のほか、若手を対象
に独自のメンター制度「エンジ・バディ制度」を導入し、縦横のコミュニケーションの活性化を図っています。

厚生労働省から「子育てサポート企業」へ付与される
認定マーク／当社は2012年より認定を受けています。

当社の行動計画
行動計画期間
2016年4月1日～2021年3月31日（5年間）

当社の取り組むべき課題
女性社員数を増やし、様々な職種・職域や地域（国内外）において、
更に女性社員が活き活きと活躍できる会社になること

定量的目標
2020年度までに、女性管理職数（課長級以上）を2015年度時点の3倍にする

人財
女性活躍推進法に基づく行動計画を踏まえ、より「働きやすく」「働きがいのある」企業を目指し、
多様な働き方への支援等諸施策を推進します。

取組内容（一部抜粋）
　女性社員数の増加● ［GS職群※女性採用比率目標／事務系35％以上　技術系10％以上］
※グローバルスタッフ＝国内外の幅広い地域での配置を前提とした職群

配置・育成施策の工夫 継続就業率の更なる向上　　職場・本人の意識向上● ● ●

調達

CSR基本方針
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情熱・先端 Mission-E

未来の浮体式洋上風力発電所を設計せよ 〈エネルギーアイランドプロジェクト〉

【Mission】 舞台となるのは2020年のオリンピック開催地の東京湾沿岸地域。そこ
にある80,000世帯分の電力を洋上風力発電で賄うのがエネルギーアイランドプロ
ジェクトです。必要とされる電力68,000kwを供給するために、出力7,000kwの
風力発電機およそ10基の建設・稼働が求められます。“東京湾岸地域に適した浮
体式洋上風力発電所を設計し、モデルを製作し、さらに建設適地の検討までを行う”
のが今回のMission。2020年、東京湾沿岸を自然エネルギーで照らしましょう！

インターネットを通じて簡単に情報が手に入る時代に生まれ育った中高生た
ち。しかし、実社会では、理論や情報を活用した上で、自ら課題を発見し、
解を追求する力が求められています。当社のエンジニアから必要な知識や考
え方を学びながら、「エンジニアリング」手法で自ら課題を見つけて解決する。
そんな体験を次世代に提供するプログラムが、「情熱・先端Mission-E」です。
２年目となる2016年度は、関東地区と九州地区で開催しました。

2016年度は、首都圏の中学・高校の5チームが挑戦。1/250スケールの模型の
設計・試作に半年間かけて取り組んだ成果を、2017年３月に東京海洋大学で開
催された最終コンテストで発表しました。強風や大波も発生する過酷な環境に耐
えうる洋上風力発電所をいかに実現するか―。前半では浮体の設計コンセプト
や、環境との共生アイデアなどをプレゼンテーションし、後半では造波装置付き
水路での発電テストを実施。審査の結果、日本体育大学柏高等学校が特別賞に、
桐蔭学園中学校女子部がプレゼンテーション賞に、埼玉県立秩父高等学校が技
術賞と総合優勝に輝きました。

【Mission】 2015年のCOP21で結ばれたパリ協定における、「2030年度までに2013
年度比で温室効果ガス26%減を目標とする」との宣言実行まで、残り5年に迫った
2025年の日本が今回の舞台。エネルギーの効率的な利用は温室効果ガスを減らす
だけでなく、持続可能な社会の実現にも繋がります。“身の回りにある様々な廃熱を、
熱源の機能を損なうことなく効率的に活用する方法を創り出す”のが、課せられた
Mission。皆さんのアイデアが、世界の環境問題を解決するかもしれません！

2016年度は、福岡県内の中学・高校からなる４チームがMissionに挑戦。中間
報告や新日鐵住金㈱八幡製鉄所見学などを経て、2017年３月に当社・北九州技
術センターで開催された最終コンテストで半年間の成果を発表しました。「工場
の機能を維持」「廃熱を車の駆動力に活用」「お湯の生産」などの基本要件を満た
しつつ、限られた資材・条件の下で「廃熱を利用した工場」をいかに設計・開発
するか―。審査の結果、西南学院高等学校が特別賞に、福岡舞鶴高等学校・
福岡舞鶴誠和中学校が技術賞に、福岡県立鞍手高等学校がプレゼンテーション
賞と総合優勝に輝きました。

廃熱を使った、未来の工場を設計せよ 〈エコロジープラントプロジェクト〉

両プロジェクトに参加した生徒（先生※）たちの声
ものづくりの楽しさを感じられた テーマの難易度と期間がちょうどよかったエンジニアと関わる貴重な機会が持てた

生徒たちの成長ぶりには目を見張るものがあった※

理科教育のあり方に多くの示唆を得られた※仲間たちと一つの目標に向かい、協力する素晴らしさを知った

女性エンジニアは少ないと聞いた。ぜひ自分は目指したい！

❶【次世代育成】 次世代を担う青少年たちに、エンジニアリングの醍醐味・面白さを伝える活動を推進します。
❷【コミュニティー発展】 国内外の事業所およびプロジェクト実行現場において、それぞれのコミュニティーが抱える社会課題を認識し、コミュ
　ニティーの発展につながる活動を推進します。
❸【地球環境保全】 産業・社会インフラを建設する会社として、地球環境保全は社員が意識すべき重要な課題と位置付け、環境問題の解決に
　つながる活動を推進します。
❹【災害復興支援】 国内外で発生する大規模災害に際して、保有する経営資源を活用して、被災地のニーズに合った社会貢献活動を推進します。
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寄付・寄贈による社会貢献

保有する経営資源を有効に活用し、以下の４つの重点分野で社外団体とも連携し、
事業活動にとどまらない社会貢献活動を推進します。また、社員の自発的な社会貢献活動は、
世の中の多様な方 と々の交流を通した社員の成長する機会と捉え、それを積極的に支援・促進します。

次世代育成

熊本地震被災地の、一日も早い復興を願って

地域共生

社員へのボランティア
参加機会の提供

社会貢献 中高生の科学教育：学校で学んだ知識や理論が、実社会でどの様に役立っているかを体感でき
るエンジニアリングプログラム「情熱・先端Mission-E」を2015年度より開催中。
中高生の職場訪問受け入れ：青少年のキャリア教育の一環として企業訪問を希望する中学・高校を受
け入れ、「働くとはどういうことか」、「エンジニアリングとは何か」について話をしています。
小学校への出張授業：当社社員が小学校に出張し、「ごみをしげんにかえるしくみ」や「レゴブロック
を使った設計体験」などをわかりやすく伝える授業を行っています。（北九州）

エンジ村：当社北九州寮敷地内にある地域共生型ガーデン「エンジ村」では、北九州市立山王児童
館※1や特定非営利活動人「里山を考える会」、地元ガーデニング会社「㈱ネーブルグリーン」と協働
でさつま芋の栽培やクリスマスイベントなどのプログラムを実施しています。
リユースパソコンの寄贈：㈱オージス総研が行っている「はじまるくん※2」というプログラムを利
用して、北九州市内の市民活動団体・福祉団体へリユースパソコンを寄贈しています。（2014年度：
50台、2015年度：80台、2016年度：55台）
※1/2016年度で閉館。2017年度より北九州市立枝光児童館が新たなパートナーになりました。
※2/「はじまるくん」＝支援企業より利用終了パソコンや寄付金（再生作業費などの実費）の提供を受け、パソコンの再生作
業（クリーニングやＯＳ導入など）を障がいをお持ちの方が働く福祉作業所に委託。その再生されたパソコンを福祉施設などへ
寄贈するプログラムです。環境に貢献できるパソコン・リユースをベースとして、障がい者就労支援とIT支援をめざしています。

社会貢献基本方針に合致する活動を行うNPO団体等を、寄付・寄贈により支援しています。

平日就業後のボランティア活動／公益社団法人「日本フィランソロピー協会」等の団体の協力を得て、
平日の就業後を利用し、短時間で行えるボランティア活動の参加機会の場を設けています。その
活動で制作した木のおもちゃ（間伐材を使用した積木・楽器）は東日本大震災や熊本地震で被
災した保育園等へ寄贈しました。
チャリティマラソン等、社員にボランティア参加の機会を提供しています。
北九州市の環境活動「エコマンス活動」の一環として事業所周辺の「まち美化活動」に取り組んでいます。
品川区主催の「お花いっぱい大崎」に参加し、年間を通じて花壇の手入れや水やりを行っています。

地域共生型ガーデン『エンジ村』 北九州市『わっしょい百万踊り』でグランプリ受賞リユースパソコンの寄贈式

〈お客様企業、被災者の方々への支援活動〉

　地震発生の直後より当社は、被災地の
お客様の工場や建築物の被害状況を確認
し、必要な物資の調達や応援社員の現地
派遣をするなど、早期復旧のための支援
活動を行いました。また、被災者の方々
への生活支援や復興に役立てていただく
ため、500万円の義援金を熊本県知事に
直接お渡しした他、当社および当社グルー
プ社員による募金活動を国内外の各拠点
にて行い、被災地での支援活動を展開し
ている公益社団法人Civic Forceに対して、
ほぼ同額の寄付をお届けしました。

〈被災地でのボランティア活動〉

　当社とグループ会社の社員は、７月23日・
30日、８月27日、熊本地震の被災地におい
てボランティア活動を行いました。各回と
も向かった先は、震度７を２度観測するな
ど、もっとも被害の甚大だった益城町です。
多くの住民が家屋の全壊・半壊に見舞われ、
貴重品の持ち出しや家屋の解体・修繕、
仮設住宅への入居と、生活再建に向けた
動きが始まったばかりの時期でした。
　散り散りになった町の人たちが一時でも
集い合い、子供たちからお年寄りまで皆
さんが少しでも笑顔になれたら―。そん

な思いから、バーベキュー、流しそうめん、
かき氷のコーナーを設営し、集まった皆さ
んに振る舞いました。また、〈アフター５ボ
ランティア〉で６月に製作した積木２箱を、
益城町総合体育館/子どもスペース「つど
いの広場とんとん」に寄贈しました。

社会貢献

CSR基本方針
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情熱・先端 Mission-E

未来の浮体式洋上風力発電所を設計せよ 〈エネルギーアイランドプロジェクト〉

【Mission】 舞台となるのは2020年のオリンピック開催地の東京湾沿岸地域。そこ
にある80,000世帯分の電力を洋上風力発電で賄うのがエネルギーアイランドプロ
ジェクトです。必要とされる電力68,000kwを供給するために、出力7,000kwの
風力発電機およそ10基の建設・稼働が求められます。“東京湾岸地域に適した浮
体式洋上風力発電所を設計し、モデルを製作し、さらに建設適地の検討までを行う”
のが今回のMission。2020年、東京湾沿岸を自然エネルギーで照らしましょう！

インターネットを通じて簡単に情報が手に入る時代に生まれ育った中高生た
ち。しかし、実社会では、理論や情報を活用した上で、自ら課題を発見し、
解を追求する力が求められています。当社のエンジニアから必要な知識や考
え方を学びながら、「エンジニアリング」手法で自ら課題を見つけて解決する。
そんな体験を次世代に提供するプログラムが、「情熱・先端Mission-E」です。
２年目となる2016年度は、関東地区と九州地区で開催しました。

2016年度は、首都圏の中学・高校の5チームが挑戦。1/250スケールの模型の
設計・試作に半年間かけて取り組んだ成果を、2017年３月に東京海洋大学で開
催された最終コンテストで発表しました。強風や大波も発生する過酷な環境に耐
えうる洋上風力発電所をいかに実現するか―。前半では浮体の設計コンセプト
や、環境との共生アイデアなどをプレゼンテーションし、後半では造波装置付き
水路での発電テストを実施。審査の結果、日本体育大学柏高等学校が特別賞に、
桐蔭学園中学校女子部がプレゼンテーション賞に、埼玉県立秩父高等学校が技
術賞と総合優勝に輝きました。

【Mission】 2015年のCOP21で結ばれたパリ協定における、「2030年度までに2013
年度比で温室効果ガス26%減を目標とする」との宣言実行まで、残り5年に迫った
2025年の日本が今回の舞台。エネルギーの効率的な利用は温室効果ガスを減らす
だけでなく、持続可能な社会の実現にも繋がります。“身の回りにある様々な廃熱を、
熱源の機能を損なうことなく効率的に活用する方法を創り出す”のが、課せられた
Mission。皆さんのアイデアが、世界の環境問題を解決するかもしれません！

2016年度は、福岡県内の中学・高校からなる４チームがMissionに挑戦。中間
報告や新日鐵住金㈱八幡製鉄所見学などを経て、2017年３月に当社・北九州技
術センターで開催された最終コンテストで半年間の成果を発表しました。「工場
の機能を維持」「廃熱を車の駆動力に活用」「お湯の生産」などの基本要件を満た
しつつ、限られた資材・条件の下で「廃熱を利用した工場」をいかに設計・開発
するか―。審査の結果、西南学院高等学校が特別賞に、福岡舞鶴高等学校・
福岡舞鶴誠和中学校が技術賞に、福岡県立鞍手高等学校がプレゼンテーション
賞と総合優勝に輝きました。

廃熱を使った、未来の工場を設計せよ 〈エコロジープラントプロジェクト〉

両プロジェクトに参加した生徒（先生※）たちの声
ものづくりの楽しさを感じられた テーマの難易度と期間がちょうどよかったエンジニアと関わる貴重な機会が持てた

生徒たちの成長ぶりには目を見張るものがあった※

理科教育のあり方に多くの示唆を得られた※仲間たちと一つの目標に向かい、協力する素晴らしさを知った

女性エンジニアは少ないと聞いた。ぜひ自分は目指したい！

❶【次世代育成】 次世代を担う青少年たちに、エンジニアリングの醍醐味・面白さを伝える活動を推進します。
❷【コミュニティー発展】 国内外の事業所およびプロジェクト実行現場において、それぞれのコミュニティーが抱える社会課題を認識し、コミュ
　ニティーの発展につながる活動を推進します。
❸【地球環境保全】 産業・社会インフラを建設する会社として、地球環境保全は社員が意識すべき重要な課題と位置付け、環境問題の解決に
　つながる活動を推進します。
❹【災害復興支援】 国内外で発生する大規模災害に際して、保有する経営資源を活用して、被災地のニーズに合った社会貢献活動を推進します。
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寄付・寄贈による社会貢献

保有する経営資源を有効に活用し、以下の４つの重点分野で社外団体とも連携し、
事業活動にとどまらない社会貢献活動を推進します。また、社員の自発的な社会貢献活動は、
世の中の多様な方 と々の交流を通した社員の成長する機会と捉え、それを積極的に支援・促進します。

次世代育成

熊本地震被災地の、一日も早い復興を願って

地域共生

社員へのボランティア
参加機会の提供

社会貢献 中高生の科学教育：学校で学んだ知識や理論が、実社会でどの様に役立っているかを体感でき
るエンジニアリングプログラム「情熱・先端Mission-E」を2015年度より開催中。
中高生の職場訪問受け入れ：青少年のキャリア教育の一環として企業訪問を希望する中学・高校を受
け入れ、「働くとはどういうことか」、「エンジニアリングとは何か」について話をしています。
小学校への出張授業：当社社員が小学校に出張し、「ごみをしげんにかえるしくみ」や「レゴブロック
を使った設計体験」などをわかりやすく伝える授業を行っています。（北九州）

エンジ村：当社北九州寮敷地内にある地域共生型ガーデン「エンジ村」では、北九州市立山王児童
館※1や特定非営利活動人「里山を考える会」、地元ガーデニング会社「㈱ネーブルグリーン」と協働
でさつま芋の栽培やクリスマスイベントなどのプログラムを実施しています。
リユースパソコンの寄贈：㈱オージス総研が行っている「はじまるくん※2」というプログラムを利
用して、北九州市内の市民活動団体・福祉団体へリユースパソコンを寄贈しています。（2014年度：
50台、2015年度：80台、2016年度：55台）
※1/2016年度で閉館。2017年度より北九州市立枝光児童館が新たなパートナーになりました。
※2/「はじまるくん」＝支援企業より利用終了パソコンや寄付金（再生作業費などの実費）の提供を受け、パソコンの再生作
業（クリーニングやＯＳ導入など）を障がいをお持ちの方が働く福祉作業所に委託。その再生されたパソコンを福祉施設などへ
寄贈するプログラムです。環境に貢献できるパソコン・リユースをベースとして、障がい者就労支援とIT支援をめざしています。

社会貢献基本方針に合致する活動を行うNPO団体等を、寄付・寄贈により支援しています。

平日就業後のボランティア活動／公益社団法人「日本フィランソロピー協会」等の団体の協力を得て、
平日の就業後を利用し、短時間で行えるボランティア活動の参加機会の場を設けています。その
活動で制作した木のおもちゃ（間伐材を使用した積木・楽器）は東日本大震災や熊本地震で被
災した保育園等へ寄贈しました。
チャリティマラソン等、社員にボランティア参加の機会を提供しています。
北九州市の環境活動「エコマンス活動」の一環として事業所周辺の「まち美化活動」に取り組んでいます。
品川区主催の「お花いっぱい大崎」に参加し、年間を通じて花壇の手入れや水やりを行っています。

地域共生型ガーデン『エンジ村』 北九州市『わっしょい百万踊り』でグランプリ受賞リユースパソコンの寄贈式

〈お客様企業、被災者の方々への支援活動〉

　地震発生の直後より当社は、被災地の
お客様の工場や建築物の被害状況を確認
し、必要な物資の調達や応援社員の現地
派遣をするなど、早期復旧のための支援
活動を行いました。また、被災者の方々
への生活支援や復興に役立てていただく
ため、500万円の義援金を熊本県知事に
直接お渡しした他、当社および当社グルー
プ社員による募金活動を国内外の各拠点
にて行い、被災地での支援活動を展開し
ている公益社団法人Civic Forceに対して、
ほぼ同額の寄付をお届けしました。

〈被災地でのボランティア活動〉

　当社とグループ会社の社員は、７月23日・
30日、８月27日、熊本地震の被災地におい
てボランティア活動を行いました。各回と
も向かった先は、震度７を２度観測するな
ど、もっとも被害の甚大だった益城町です。
多くの住民が家屋の全壊・半壊に見舞われ、
貴重品の持ち出しや家屋の解体・修繕、
仮設住宅への入居と、生活再建に向けた
動きが始まったばかりの時期でした。
　散り散りになった町の人たちが一時でも
集い合い、子供たちからお年寄りまで皆
さんが少しでも笑顔になれたら―。そん

な思いから、バーベキュー、流しそうめん、
かき氷のコーナーを設営し、集まった皆さ
んに振る舞いました。また、〈アフター５ボ
ランティア〉で６月に製作した積木２箱を、
益城町総合体育館/子どもスペース「つど
いの広場とんとん」に寄贈しました。

社会貢献

CSR基本方針
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第三者意見
　企業はビジネスを通じて、ステークホルダーや社会に対して

さまざまな「インパクト」（影響）を与えています。マイナス面の

インパクトを最小化し、プラス面のインパクトを最大化すること

が、今日のグローバル企業に求められている社会的責任といえ

るでしょう。その観点から、貴社のCSR報告書に関する意見

は以下の通りです。

　まず、国連「持続可能な開発目標」（SDGs）に掲げられて

いる社会的課題解決への貢献を、事業活動と一体の取り組み

として複合的に実践している点を評価します。

　例えば、「水素サプライチェーン実証事業」（特集①）は、気

候変動・エネルギーの課題と併せて、産業インフラや地方創

生の課題に対しても同時にアプローチする試みです。また、「海

洋エネルギー開発事業」（特集②）では、タイの経済発展、雇

用創出、人材育成に長期的にコミットし、現地に根差した形

で活動を続けています。「下水汚泥固形燃料化事業」（特集③）

は、我々の生活に身近な都市問題と環境問題に関連する取り

組みです。

　さらに「情熱・先端Mission-E」は、貴社がビジネスで扱

っている技術と社会テーマをそのままリアルにスケールダウン

した、ユニークで実践的な次世代教育といえます。そして、こ

れらの活動の随所に、社員自身がイノベーションを創り出し成

長していく姿を見ることができます。

　製品による直接的な貢献だけでなく、社会の仕組みづくり

や人材育成を併せた複合的な貢献を、これだけ大きなスケー

ルで実践できることは、貴社ならではのCSRといえます。

　一方、マイナス面のインパクトに関しては、ステークホルダ

ーへの影響を特定し評価するための情報開示が不足しており、

実績・進捗の開示を拡充することを望みます。

　CSR基本方針の７つの領域ごとに方針や活動内容を簡潔

に解りやすく記している点は評価しますが、昨今、財務情報だ

けでなく、ESGに関する非財務情報が、企業を評価する際の

基礎的材料として重要になっており、特にグローバル企業にと

って今や必須といえる、環境負荷やサプライチェーン、労働慣

行に関する貴社の情報開示は決して十分とはいえません。

　トップメッセージで語られている通り、藤原社長自らがサス

テナビリティを経営判断の重要な指標と位置づけ、事業活動

とCSR活動を一体で推進していることは大きな強みといえま

す。今後は、「GRIスタンダード」やESGに関する各種の投資

指標、また国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を参考に、

積極的に情報開示することでグローバル基準の透明性を確保し、

グローバル企業としての評価を一層高めていかれることを期待

しています。
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●国内拠点
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新日鉄住金エンジニアリング株式会社

〒141-8604　東京都品川区大崎１丁目５番１号　大崎センタービル

2006年7月1日（新日本製鐵㈱［現：新日鐵住金㈱］のエンジニアリング部門が分社独立）

単独：1,171名／連結：4,923名（2016年３月31日現在）

150億円

受注高／2,768億円（国内86％、海外14％）　売上高／2,675億円（国内83％、海外17％）
経常利益／68億円　総資産／2,486億円

●財務関係（2016年度  連結）

●社名

●本社所在地

●設立

●社員数

●資本金

製鉄プラント領域
● 製銑設備　● 製鋼設備　● 連続鋳造設備　● 圧延設備　● 鋼板処理設備　
● 環境・省エネ対応型設備

環境ソリューション領域 ● 廃棄物発電プラント　● 資源循環プラント　● 土壌・地下水浄化事業

エネルギーソリューション領域 ● オンサイトエネルギー供給事業　● 電力小売事業　● 地熱発電関連プラント　● 風力発電事業

海洋領域
● 石油・天然ガス開発施設（プラットフォーム・海底パイプライン）　
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● 特殊鉄構（超高層・大空間鉄骨・木鋼ハイブリッド構造）　
● 鋼構造商品（免制震デバイス・回転圧入鋼管杭・橋梁商品）
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本報告書に関するお問い合わせ

※このCSR報告書は、2016年４月１日～2017年３月31日（2016年度）の
活動を記載しておりますが、一部対象期間外の活動内容も含みます。

NON-VOC UVインク
省電力LED-UVで印刷されています

●「FSC®森林認証紙※1」を使用しています。
●環境にやさしい「水なし印刷※2」、「LED-UV印刷※3」を採用しています。
※1 【FSC®森林認証紙】 適切に管理された森林を認証する仕組みをFSC®森林認証といい、森林認証パルプを含む紙。
※2【水なし印刷】 有害な廃液となる現像液や湿し水を使わない印刷方法。
※3【LED-UV印刷】 UV（紫外線）で瞬間乾燥を行うUV硬化インキを使用し、有害な有機溶剤を含んでおりません。
　　UV光源にLED（発光ダイオード）を使用することから省電力。環境負荷の低減を実現する新しい印刷方式です。
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