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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、2017年４月１日～2018年３月31日（2017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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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Our Values価値規準

【大切にすべき価値】　

● 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。

「現場」「技術」「人財」「公正」

企業理念

目指す会社像

1. 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会社になる。

2. 「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。

3. 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 Mission

CSR Policy

Our Vision

新日鉄住金エンジニアリンググループのCSR

　新日鉄住金エンジニアリンググル
ープの事業・活動にご理解・ご支援
を賜り、厚く御礼申し上げます。社
長に就任して４年目になりますが、
この間にもCSRを巡る世界の動向
はダイナミックに進化していると感
じております。

●

　世界は今、二つの大きな変革の波
を迎えています。ひとつは、地球温
暖化を始めとする環境問題や資源・
エネルギーの枯渇、食糧問題、貧困
格差、高齢化等々、人類が直面して
いる深刻な課題に対して、先進国も
途上国も官も民も、それぞれがそれ
ぞれの立場で解決に向けて努力をし
ていこうという動きが活発化してき
たことです。
　2015年には「持続可能な開発目標：
SDGs」が国連で採択され、2016年
には「パリ協定」が発効しました。
日本政府もこれらに連動し、政府内
にSDGs推進本部を設置して取り
組みを強化する一方、CO2排出量に
ついては2030年に26％減（2013年
比）とする目標を掲げています。
　こうした未来に向けて、当社の果
たすべき役割は何でしょうか。2030
年、さらにその先の30年後50年後

を見据えて、サステナブルな産業・
社会インフラを開発・設計し、社会
に実装していく。それこそが、私た
ちエンジニアリング会社の役割であ
り、存在意義だと考えています。
　当社の企業理念は「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」です。
　直接のお客様に喜んでいただくの
はもちろんですが、さらにその先の
社会・産業のサステナブルな発展、
日本の古くからの言葉でいえば「三
方よし※」を常に意識した経営を、こ
れからも続けていく所存です。

●

　ふたつめの変革の波は、いわゆる
第四次産業革命です。人工知能
（AI）やロボット技術の急速な進歩
は、生産・販売・消費といった経済
活動に加え、人々の働き方やライフ
スタイルにも影響を与えています。
当社グループも生産性向上のための
AIやロボット技術の活用に加え、
エンジニアリングという業態に合致
した休暇制度や在宅勤務の導入、さ
らにはデジタルとアナログを融合さ
せた職場のコミュニケーション改善

など、働き方改革を検討・推進して
います。
　多様な働き方は、ダイバーシティ
ーの推進も加速します。人種や性別
や年齢、障がいの有無、価値観、宗
教などに関係なく、多様な社員が活
き活きと活躍できる環境づくりは、
経営者の責務だと考えています。
　昨年は世界各国の次世代リーダー
候補を日本に集め、ナショナルスタ
ッフ研修を初開催しました。
　また、女性活躍推進については、海
外ではフィリピンの子会社に現地の
女性社長が誕生し、国内では厚生労
働省の認定マーク「えるぼし（３段階
目）」を取得するなど、着実に成果が
表れてきています。これからも、時代
とともに自分たち自身も変化・成長
する会社であり続けたいと思います。

●

　グローバルに事業を展開する上で、
また、ステークホルダーの皆さまか
ら信頼していただく上で絶対に欠か
せないのが、安全とコンプライアン
スの徹底です。昨年度は大きな災害
やコンプライアンス問題は発生せず、
各現場における日頃の地道な活動の
成果が表れているものと自己評価し
てはいますが、ここ数年、日本企業

の信用力を揺るがすような不祥事が
多発しているのを見るたびに、これ
らの事例を他山の石として襟を正し
ているところです。
　社長就任以来、国内外の数多くの
現場や拠点に足を運んできました。
特に海外においては、不安全行動や
贈収賄、不正競争などのリスクが高
く、安全教育も内部統制も、一層の
強化が必要だと認識しています。
　各国にはそれぞれの文化や風土が
ありますが、安全とコンプライアン
スについては、例外は許されません。
これからも、当社のみならずグルー
プ各社も含めてガバナンスを徹底し、
災害ゼロ、不祥事ゼロを目指して、
日々の活動に組織的・継続的に取り
組んでまいります。

●

　今年のCSR報告書では、当社の
主な活動を、国連SDGsの枠組みで
整理しました。

　特集記事では「大規模沖合養殖シ
ステム」と「一般廃棄物溶融スラグ
の肥料化」を取り上げ、私たちの技
術・経験・ノウハウが、漁業や農業
といった第一次産業の発展にも深く
寄与していることを紹介しました。
　また、製鉄プロセスにおける代表
的な省エネ設備〈CDQプラント〉を、
中国・インド・ベトナムの鉄鋼メー
カーへ次々に展開し、地球規模での
CO2排出抑制に取り組んでいる事
例も掲載しました。
　私たちの事業・活動への思いをこ
めたCSR報告書をご高覧いただき、
忌憚のないご意見をお寄せください
ますよう、お願い申し上げます。

　
※三方よし：「三方」とは「売り手」「買い手」
「世間」の三者を指し、信頼を得る為に、売り
手と買い手が満足し、更に社会に貢献でき
るのが良い商売であるという考え方。近江
商人が大切にしていた考え。

　2017年度の事業概況は、国内外とも

に市場環境改善の兆しが見えてきており、

環境分野等の大規模案件の成約により

4,020億円と、2006年の分社以降、最高

の受注額を達成しました。売上・損益に

ついては、建築分野における国内向け事

業の堅調さに加え、プロジェクトの実行

管理を着実に行ったこと等から、対前年

度比で増収増益となり、売上高は2,942

億円、経常利益は91億円となりました。

　当社は分社独立以降、リーマンショッ

ク後の世界金融恐慌、資源価格の急落

や中国の経済成長の鈍化といった事業

環境の変化に対応し、収益力と財務基

盤の強化に努めてきました。

　また、プラントのオペレーション・メン

テナンス等バリューチェーンの拡大を図

ると共に、昨年公表した東洋エンジニア

リング㈱との包括連携も含め、外部や社

内の各事業領域を超えた連携を機動的

に進めています。

　今後も、お客様の課題解決はもちろん

のこと、ステークホルダーの皆さまの視

点に立った最適なソリューションを提案し、

エンジニアリング会社として持続可能な

社会の実現に貢献し続けてまいります。

事業の概況

Top Message

グローバルな社会課題を
エンジニアリングの力で
解決し続けていく

Representative Director and President

Shinichi Fujiwara

藤原真一
代表取締役社長
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飢餓に終止符を打ち、
食糧の安定確保と栄養状態の
改善を達成するとともに、
持続可能な農業を推進する

➡飢餓・貧困に苦しんでいる開発途上国の
学校給食運営費（特に食材）の資金提供を行う
TABLE FOR TWOプログラムに参加しています

TABLE FOR TWOのランチメニュー

気候変動とその影響に
立ち向かうため、
緊急対策を取る

➡製鉄プロセスや廃棄物処理などにおけ
る省エネ・CO2排出削減に資する技術を
開発・提供しています

コークス乾式消火設備（CDQ®）

海洋と海洋資源を持続可能
な開発に向けて保全し、
持続可能な形で利用する

持続可能な消費と生産の
パターンを確保する

➡環境負荷低減、省エネ、再資源化に資す
る廃棄物処理・リサイクル施設を開発・提
供しています

一般廃棄物溶融スラグの肥料化

➡大規模沖合養殖システムを開発してい
ます（海洋実証試験中）

土地劣化の阻止
および逆転、ならびに
生物多様性損失の
阻止を図る

操業中工場での浄化（超多点バイオ工法®）

➡土壌浄化・地下水浄化を通じた地球
環境の修復に取り組んでいます

➡「エンジニアリング」手法で自ら課題解決
する体験を、次世代に提供する「情熱・先
端Mission-E」を実施しています

すべての人々 に包摂的かつ
公平で質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

➡詳細はP10に ➡詳細はP7に

➡詳細はP21に

➡詳細はP13に

➡女性の活躍推進に関する取り組みの実
施状況等が優良な企業として、認定マーク
「えるぼし（3段階目）」を取得しました

ジェンダーの平等を達成し、
すべての女性と女児の
エンパワーメントを図る

情熱・先端Mission-E

すべての人々に手ごろで
信頼でき、持続可能かつ
近代的なエネルギーへの
アクセスを確保する

➡再生可能エネルギー施設・設備（地熱、
風力、バイオマス等）を開発・提供しています

㈱エヌエスウインドパワーひびき

レジリエントなインフラを
整備し、包摂的で持続可能な
産業化を推進するとともに、
イノベーションの拡大を図る

➡防災・安全に資する土木建設インフラ
を開発・提供しています

東京港中央防波堤外側地区岸壁築造工事

都市と人間の居住地を
包摂的、安全、レジリエント
かつ持続可能にする

➡耐震・免制震デバイスを開発・提供し
ています

NS-SSB®（球面式すべり支承）
実証試験中の自動給餌システム

SDGsとは
持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、「我々
の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」のことです。
ニューヨーク国連本部で2015年の9月に開催された「国連持続可能な開発サミ
ット」にて、150を超える加盟国首脳の参加のもとで採択されました。
人間、地球および繁栄のための行動計画として、17の目標と169のターゲット
からなる宣言および目標を掲げています。

SDGs

新日鉄住金エンジニアリングとSDGs
私たち新日鉄住金エンジニアリングは、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していくために、新しい技術や事業を生み出しています。
　
国連で採択されたSDGsが掲げている「持続可能な社会の実現」は、
エンジニアリング会社の存在意義と言っても過言ではありません。
　
このページでは、私たちの事業および取り組みとSDGsの関連性について掲載いたします。
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Client’s Voice

　弓ヶ浜水産㈱は、鳥取県や新潟県で主に
銀鮭を養殖する会社です。2017年度は鳥取
県の美保湾で24基の生簀に約120万尾の銀
鮭を飼育し、2018年3月下旬から5月下旬に
かけて約1,600tを水揚できました。
　日本で行われてきた銀鮭養殖の給餌は、
人手による手撒きが主流でした。大変な労
力がかかり、悪天候時は作業できずに給餌
ロスが発生するなど、大規模化には向きま
せん。そのため弊社では、ニッスイグルー
プが開発した「給餌機から吊り下げた疑似
餌を魚が引っ張る回数で食欲を数値化する
システム」を導入し、大幅な省力化を実現。

魚の食欲に合わせ食べ残しがないため無駄
な飼料コストがかからず、環境にも配慮し
た給餌を行えるようになりました。
　とはいえ、30基近い生簀それぞれに設置
した給餌機への飼料補充には、移動時間だ
けでも相当かかります。そこでさらなる省
力化を目指し、2016年夏にプラットフォー
ム（以下、PF）による大規模飼料搬送試験を
新日鉄住金エンジニアリングと開始しました。
　2016年度と2017年度には、PFからの配
管を一部の生簀へ接続し、エアーによる飼
料の搬送で、飼料が粉化しないことや時化
に対する配管の耐久性を確認。現場作業員

からは、「複数の生簀の給餌機ではなく、PF
一箇所への補充で済むため、作業性が向上
した」との報告があがっています。
　PFからの配管を全生簀へ接続できれば、
大幅な省力化につながります。養殖事業が
一層大規模化す
るためには、PF
のようなこれま
でにない設備が
必要です。今後
も他業種の方々
との連携を強め
てまいります。

弓ヶ浜水産株式会社
養殖部海洋課　柳澤壯太様現場の作業性が向上。連携を深めて、さらなる大規模化へ

データの
蓄積・解析

タブレット端末
による遠隔操作

AI による
最適自動給餌

自動給餌装置

サイロ

プラットフォーム

生簀

餌

給餌用海底配管

分配装置

別の生簀へ

カメラとセンサー
よるモニタリング

　水産関係者へのヒアリングからスタート

　海に囲まれた国土ながら、日本では魚の養殖に適した場所は、
波や潮流の影響を避けるため、湾内や島陰などの近海の静穏海域
に限られています。これらの海域は、従来から営まれている養殖
場によって飽和状態となっています。それなら、沖合へと目を移
してみてはどうだろう。新規事業を模索する中で、このプロジェ
クトへの挑戦が始まりました。
　沖合は近海に比べて潮通しがよいため、養殖魚の餌の食べ残し
や糞が蓄積しにくいという特徴があります。生簀を大型化して低
密度で飼育することにより、養殖環境の改善が見込める。こうし
た利点は想定できるものの、それは同時に技術課題でもありまし
た。強い波風に、生簀が耐えられるのか。漁業従事者の人手不足
が進む中、船を出して餌を与えに行く手間やコストを確保できる
のか。この２つを解決しなければ、実用レベルにはなり得ません。
　私たちは、漁業については門外漢です。漁師さんや水産会社や
管轄官庁、大学教授にも話を伺いながら、最適なソリューション
を手探りで探していきました。そうして辿り着いたのが、常時沈
めた状態にすることによって波浪の影響を低減できる〈浮沈式の
生簀〉と、その生簀まで伸ばした海底配管で餌を送り込む〈自動
給餌装置〉による、〈大規模沖合養殖システム〉の開発でした。
　事業化の可能性を見極めるため、まずは東京大学の試験用水槽
や新日鉄住金八幡製鉄所内に設けた試験装置において、基礎的な
技術を固めていきました。その結果を踏まえながら、パートナー
となる水産会社と共に、鳥取県の境港と三重県の尾鷲での実証試
験を行うことになったのです。

　魚の口元まで、餌を確実に届ける〈自動給餌装置〉

　海底配管で餌を送る自動給餌装置は、製鉄プラント事業で培っ
た粉粒体の搬送技術を応用したものです。石炭の粉など小さなサ
イズの物質を圧縮空気で流送するノウハウを有していたのですが、
石炭と魚の餌とでは勝手がまったく異なります。
　生簀へと送る過程で餌が割れ欠けすると、魚は餌と認識せず、
食べてくれません。また、生簀へと伸びる海底配管の中で、餌が
詰まってしまっては元も子もありません。養殖業では、コストの
７割を餌代が占めています。コストの無駄を抑えるためにも、割
れ欠けと詰まりを解消して、安定的に餌を送り出せる技術が求め
られました。

　試行錯誤を重ねる中で餌をほとんど割れ欠けなく送ることがで
きるようになりましたが、また新たな問題が発生します。初期段
階で想定していたブリよりも、実証試験の対象として選ばれた銀
鮭のほうが、餌をゆっくりと食べる習性があったのです。私たちは、
最適なペースで餌を搬送する方法を新たに探り始めます。その間、
船に同乗して実際の餌やりを見学したり、水産会社の朝会に参加
したりしながら、使う側の意見を吸収して設備のカスタマイズを
進めていきました。
　実証試験の現場は、境港の沖合３㎞にある既存の養殖場です。
その海域に、餌の貯蔵用サイロ２基と自動給餌装置を載せたプラ
ットフォームを据え付けました。こうして、2016年12月から、実証
試験がスタートします。約半年にわたり、施設の使い勝手、設備の
耐久性や操作性、飼育魚の生育状況などのデータを収集しました。

　沖合の荒波に耐えうる、〈大型浮沈式生簀〉

　沖合に設置する〈大型浮沈式生簀〉は、海洋事業で培ってきた
海洋鋼構造物の技術を応用して造られました。東南アジアを中心
に多数の石油掘削用の海洋構造物を手がけてきたのですが、それ
らは海底にしっかりと固定するものです。私たちには、波に揺れ
動く構造物についての解析が、新たに求められました。
　初めに実施したのは、生簀の模型を使ったシミュレーションで
す。生簀は波や潮流を受けた時にどのような挙動を示すのか。ど
のように力が伝わるのか。試験を工夫しながら設計に必要となる
さまざまな係数を評
価していきました。
沈潜状態で波高７
m・潮流２ノットに
耐えうるというのが、
私たちの掲げた目標
性能です。
　作業時の使い勝手の良さも追求しました。生簀というのは単純
なフレームではなく、歩廊や手すり、船を接岸する設備も必要で
す。水産会社との意見交換を重ね、詳細を詰めていきました。
　試験用とはいえ、生簀は、一辺30m、深さ20m、重さ50tとい
う巨大なものです。加工工場からそのまま運搬できるサイズでは
ありません。分割した形で製作して尾鷲まで輸送し、現地の岸壁
で組立て、曳航船で沖合へと運んでいきます。
　こうして完成した大型浮沈式生簀は、従来生簀の10～20倍の
尾数の魚を飼育することができる、これまでにないものとなりま
した。2017年3月にブリの養殖試験を開始し、10月末には大きな
台風も経験しましたが、生簀が破損することなく約１年間の飼育
試験は無事完了し、生育面においても良好な結果を残しています。

　AIやIoTとの連携で、未来の漁業へ

　次なる進化に向けて、私たちは新たな一歩を踏み出しました。
産学官連携の研究コンソーシアムで提案した〈大規模沖合養殖シ

ステム実用化研究〉が、農林水産省の研究開発モデル事業に採択
されたのです。 ＡＩ関連企業、各知見者、行政関連機関、社内のデ
ータサイエンス室も加わり、理想的なシステムを短期間で実用化
させたいと考えています。
　たとえば、生簀内に水中カメラや環境測定センサーを設置し、
海水温・潮流・波高・濁度・溶存酸素濃度・塩分濃度・日照などの環
境条件のほか、魚の尾数・重量や、魚病発症・食欲といったデータ
を大量に測定する。その蓄積されたデータを分析することで、ＡＩが
最適な給餌量・タイミングを自動決定し、増肉係数
（魚が１kg太るのに必要な餌の量）の低減に貢献する
システムなどを開発します。
　漁業従事者の経験と勘に大きく依存してきた日
本の養殖業を、AIやIoTなどの最新の技術と私た
ちのエンジニアリング力を組み合わせることで、各
プロセスの高度化・効率化を大きく変革できれば、
海洋国家である日本の水産業の発展と持続可能な

社会の実現に大きく寄与できます。日本の豊かな海の環境を守り、
次世代へと伝える意味でも、技術開発の推進は待ったなしです。
　このシステムが実用化すれば、日本の養殖産業も、養殖大国で
あるノルウェーに見られるような人気の高い職業へと変化してい
くはずです。オフィスでコーヒーを飲みながらタブレット操作で
餌を送ると、魚が順調に成長し、美味しくて安全な魚として消費
者のもとに適正な価格で提供される。未来型の養殖業を私たちは
イメージしています。

■大規模沖合養殖システムの概念図

鳥取県境港３km沖合に設置された自動給餌システム

海象条件を模擬した1/100スケールの生簀模型実験

養殖システム事業推進部の三木（左）と田熊（右）。
ゼロからのチャレンジを形にし、さらなる進化に取り
組んでいる。

境港で初水揚げした銀鮭は、社内試食会のテーブル
にも。 2拠点・約700人による食味評価は、「大満
足！」の結果でした。
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REPORT01 大規模沖合養殖システム

Client’s Voice

　弓ヶ浜水産㈱は、鳥取県や新潟県で主に
銀鮭を養殖する会社です。2017年度は鳥取
県の美保湾で24基の生簀に約120万尾の銀
鮭を飼育し、2018年3月下旬から5月下旬に
かけて約1,600tを水揚できました。
　日本で行われてきた銀鮭養殖の給餌は、
人手による手撒きが主流でした。大変な労
力がかかり、悪天候時は作業できずに給餌
ロスが発生するなど、大規模化には向きま
せん。そのため弊社では、ニッスイグルー
プが開発した「給餌機から吊り下げた疑似
餌を魚が引っ張る回数で食欲を数値化する
システム」を導入し、大幅な省力化を実現。

魚の食欲に合わせ食べ残しがないため無駄
な飼料コストがかからず、環境にも配慮し
た給餌を行えるようになりました。
　とはいえ、30基近い生簀それぞれに設置
した給餌機への飼料補充には、移動時間だ
けでも相当かかります。そこでさらなる省
力化を目指し、2016年夏にプラットフォー
ム（以下、PF）による大規模飼料搬送試験を
新日鉄住金エンジニアリングと開始しました。
　2016年度と2017年度には、PFからの配
管を一部の生簀へ接続し、エアーによる飼
料の搬送で、飼料が粉化しないことや時化
に対する配管の耐久性を確認。現場作業員

からは、「複数の生簀の給餌機ではなく、PF
一箇所への補充で済むため、作業性が向上
した」との報告があがっています。
　PFからの配管を全生簀へ接続できれば、
大幅な省力化につながります。養殖事業が
一層大規模化す
るためには、PF
のようなこれま
でにない設備が
必要です。今後
も他業種の方々
との連携を強め
てまいります。

弓ヶ浜水産株式会社
養殖部海洋課　柳澤壯太様現場の作業性が向上。連携を深めて、さらなる大規模化へ

データの
蓄積・解析

タブレット端末
による遠隔操作

AI による
最適自動給餌

自動給餌装置

サイロ

プラットフォーム

生簀

餌

給餌用海底配管

分配装置

別の生簀へ

カメラとセンサー
よるモニタリング

　水産関係者へのヒアリングからスタート

　海に囲まれた国土ながら、日本では魚の養殖に適した場所は、
波や潮流の影響を避けるため、湾内や島陰などの近海の静穏海域
に限られています。これらの海域は、従来から営まれている養殖
場によって飽和状態となっています。それなら、沖合へと目を移
してみてはどうだろう。新規事業を模索する中で、このプロジェ
クトへの挑戦が始まりました。
　沖合は近海に比べて潮通しがよいため、養殖魚の餌の食べ残し
や糞が蓄積しにくいという特徴があります。生簀を大型化して低
密度で飼育することにより、養殖環境の改善が見込める。こうし
た利点は想定できるものの、それは同時に技術課題でもありまし
た。強い波風に、生簀が耐えられるのか。漁業従事者の人手不足
が進む中、船を出して餌を与えに行く手間やコストを確保できる
のか。この２つを解決しなければ、実用レベルにはなり得ません。
　私たちは、漁業については門外漢です。漁師さんや水産会社や
管轄官庁、大学教授にも話を伺いながら、最適なソリューション
を手探りで探していきました。そうして辿り着いたのが、常時沈
めた状態にすることによって波浪の影響を低減できる〈浮沈式の
生簀〉と、その生簀まで伸ばした海底配管で餌を送り込む〈自動
給餌装置〉による、〈大規模沖合養殖システム〉の開発でした。
　事業化の可能性を見極めるため、まずは東京大学の試験用水槽
や新日鉄住金八幡製鉄所内に設けた試験装置において、基礎的な
技術を固めていきました。その結果を踏まえながら、パートナー
となる水産会社と共に、鳥取県の境港と三重県の尾鷲での実証試
験を行うことになったのです。

　魚の口元まで、餌を確実に届ける〈自動給餌装置〉

　海底配管で餌を送る自動給餌装置は、製鉄プラント事業で培っ
た粉粒体の搬送技術を応用したものです。石炭の粉など小さなサ
イズの物質を圧縮空気で流送するノウハウを有していたのですが、
石炭と魚の餌とでは勝手がまったく異なります。
　生簀へと送る過程で餌が割れ欠けすると、魚は餌と認識せず、
食べてくれません。また、生簀へと伸びる海底配管の中で、餌が
詰まってしまっては元も子もありません。養殖業では、コストの
７割を餌代が占めています。コストの無駄を抑えるためにも、割
れ欠けと詰まりを解消して、安定的に餌を送り出せる技術が求め
られました。

　試行錯誤を重ねる中で餌をほとんど割れ欠けなく送ることがで
きるようになりましたが、また新たな問題が発生します。初期段
階で想定していたブリよりも、実証試験の対象として選ばれた銀
鮭のほうが、餌をゆっくりと食べる習性があったのです。私たちは、
最適なペースで餌を搬送する方法を新たに探り始めます。その間、
船に同乗して実際の餌やりを見学したり、水産会社の朝会に参加
したりしながら、使う側の意見を吸収して設備のカスタマイズを
進めていきました。
　実証試験の現場は、境港の沖合３㎞にある既存の養殖場です。
その海域に、餌の貯蔵用サイロ２基と自動給餌装置を載せたプラ
ットフォームを据え付けました。こうして、2016年12月から、実証
試験がスタートします。約半年にわたり、施設の使い勝手、設備の
耐久性や操作性、飼育魚の生育状況などのデータを収集しました。

　沖合の荒波に耐えうる、〈大型浮沈式生簀〉

　沖合に設置する〈大型浮沈式生簀〉は、海洋事業で培ってきた
海洋鋼構造物の技術を応用して造られました。東南アジアを中心
に多数の石油掘削用の海洋構造物を手がけてきたのですが、それ
らは海底にしっかりと固定するものです。私たちには、波に揺れ
動く構造物についての解析が、新たに求められました。
　初めに実施したのは、生簀の模型を使ったシミュレーションで
す。生簀は波や潮流を受けた時にどのような挙動を示すのか。ど
のように力が伝わるのか。試験を工夫しながら設計に必要となる
さまざまな係数を評
価していきました。
沈潜状態で波高７
m・潮流２ノットに
耐えうるというのが、
私たちの掲げた目標
性能です。
　作業時の使い勝手の良さも追求しました。生簀というのは単純
なフレームではなく、歩廊や手すり、船を接岸する設備も必要で
す。水産会社との意見交換を重ね、詳細を詰めていきました。
　試験用とはいえ、生簀は、一辺30m、深さ20m、重さ50tとい
う巨大なものです。加工工場からそのまま運搬できるサイズでは
ありません。分割した形で製作して尾鷲まで輸送し、現地の岸壁
で組立て、曳航船で沖合へと運んでいきます。
　こうして完成した大型浮沈式生簀は、従来生簀の10～20倍の
尾数の魚を飼育することができる、これまでにないものとなりま
した。2017年3月にブリの養殖試験を開始し、10月末には大きな
台風も経験しましたが、生簀が破損することなく約１年間の飼育
試験は無事完了し、生育面においても良好な結果を残しています。

　AIやIoTとの連携で、未来の漁業へ

　次なる進化に向けて、私たちは新たな一歩を踏み出しました。
産学官連携の研究コンソーシアムで提案した〈大規模沖合養殖シ

ステム実用化研究〉が、農林水産省の研究開発モデル事業に採択
されたのです。 ＡＩ関連企業、各知見者、行政関連機関、社内のデ
ータサイエンス室も加わり、理想的なシステムを短期間で実用化
させたいと考えています。
　たとえば、生簀内に水中カメラや環境測定センサーを設置し、
海水温・潮流・波高・濁度・溶存酸素濃度・塩分濃度・日照などの環
境条件のほか、魚の尾数・重量や、魚病発症・食欲といったデータ
を大量に測定する。その蓄積されたデータを分析することで、ＡＩが
最適な給餌量・タイミングを自動決定し、増肉係数
（魚が１kg太るのに必要な餌の量）の低減に貢献する
システムなどを開発します。
　漁業従事者の経験と勘に大きく依存してきた日
本の養殖業を、AIやIoTなどの最新の技術と私た
ちのエンジニアリング力を組み合わせることで、各
プロセスの高度化・効率化を大きく変革できれば、
海洋国家である日本の水産業の発展と持続可能な

社会の実現に大きく寄与できます。日本の豊かな海の環境を守り、
次世代へと伝える意味でも、技術開発の推進は待ったなしです。
　このシステムが実用化すれば、日本の養殖産業も、養殖大国で
あるノルウェーに見られるような人気の高い職業へと変化してい
くはずです。オフィスでコーヒーを飲みながらタブレット操作で
餌を送ると、魚が順調に成長し、美味しくて安全な魚として消費
者のもとに適正な価格で提供される。未来型の養殖業を私たちは
イメージしています。

■大規模沖合養殖システムの概念図

鳥取県境港３km沖合に設置された自動給餌システム

海象条件を模擬した1/100スケールの生簀模型実験

養殖システム事業推進部の三木（左）と田熊（右）。
ゼロからのチャレンジを形にし、さらなる進化に取り
組んでいる。

境港で初水揚げした銀鮭は、社内試食会のテーブル
にも。 2拠点・約700人による食味評価は、「大満
足！」の結果でした。
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REPORT02 CDQプラントの海外展開

経済発展に欠かせない鉄づくりを
低炭素・省エネルギーへとシフト。
北京の合弁企業による活躍の舞台は、
中国を越えてインドやベトナムへ
鉄はあらゆる産業や人々の生活に欠かせないものです。
次 と々製鉄所が建設され、各国の経済発展を牽引してきました。
その一方で、地球温暖化など環境問題への意識が高まり、
設備の環境対策なしに国際社会で生き残ることはできません。
「産業の勢いを止めることなく、環境への負荷を抑える」
二律背反するニーズへの解決策として私たちが提案してきたのが、
製鉄所のCO2削減と省エネに寄与する〈CDQ※1〉プラントです。
2017年には初進出となるベトナムで２基を受注し、
受注累計は日本国内も含め世界で126基にまで拡がりました。
約40年の歴史の中で、省エネ効率や大型化への改良を重ねると共に、
北京に設立した合弁企業BJCEEE※2の中国人エンジニアを育てながら、
新興国の工業化を支えてきた道程について紹介しましょう。

　始まりは、ロシアでの出会い
 
　鉄が生み出されるプロセスは、大きくは４つです。原料となる
鉄鉱石を焼き固める→還元剤となるコークスを蒸し焼きにする→
その二つを高炉に入れ、熱風と酸素を吹き込んでドロドロになる
まで溶かす→下に溜まった銑鉄を製鋼工程に運ぶ。
　約1000度まで熱せられたコークスは、高炉へ搬送するため消
火設備によって温度を下げる必要があります。ところが、水で急
冷する湿式という方法では、多孔化や内部亀裂といった問題を回
避できず、大量に発生する粉じんも環境負荷を及ぼしていました。
こうした課題を解決することが、設備のエンジニアリングを担う
私たちに課せられたのです。
　そして1970年代後半、製鉄プラント建設のために世界中を飛
び回るなかで、従来にない優れた「消火設備」に出会いました。
旧ソ連で開発されたCDQ（コークス乾式消火設備）です。コー
クスの粉じんを大幅に減らし、コークス顕熱を回収し蒸気による
発電で省エネにも繋がる。従来の湿式型にはない数々の優位性は、
当時の担当者たちにとって衝撃的なものでした。
　日本鉄鋼業では、省エネ・環境対策設備として即効性のある技
術が求められていた時代です。私たちはCDQをロシアから技術
導入する決断をし、その後、1980年代から1990年代に高効率大
型化へと独自開発を積み重ね、日本市場に適した設備として発展
させてきました。

　合弁会社を設立し、中国に50基以上を建設

　環境問題への対策は、自国だけではなく世界レベルで講じてい
かなければなりません。私たちが日本に続いて力を入れたのは、
2000年前後から急速な発展を続けた中国市場です。鉄鋼業の成
長に合わせて省エネ・環境対策が進むことを捉え、2003年には
北京に合弁会社「BJCEEE」を設立。中国国内でCDQの設計か
ら建設まで、一貫したエンジニアリング全般を担える技術集団へ
と育ててきました。
　文化や価値観の異なる中国において、教育は一筋縄ではいきま
せん。たとえば、中国人は総じて実践的な意味合いを感じなけれ

ば学ぼうとはしません。その一方、いい仕事に携わりたいという
上昇志向と熱い思いがあります。
　そんな中国人スタッフの良さをうまく引き出すにはどうすれば
いいだろう？　試行錯誤の中で行きついたのは、できるだけ実行
プロジェクトを通じOJTで指導していくことでした。実体験を
伴った学びの繰り返しが、彼ら彼女らのレベル向上には適した手
法だと分かったためです。
　また、「結果よければ全てよし」と考える傾向にあるため、プロ
セスの重要さを理論立てて説くことに注力しました。当社グルー
プの一員としての意識づけのため、北九州の技術拠点にBJCEEE
社員を受け入れ、約１年の実務研修を行う制度もつくりました。
　こうして少しずつ高めていった現地スタッフの技術力と人材力
に支えられながら、中国各地での事業展開は進んでいきます。立
ち上げ時にはわずか５名だったスタッフも、いまでは100名以上
にまで拡大しました。
現在は、BJCEEEの
手がけたCDQは中
国全土で50基以上に
及び、急速な経済成
長下での環境負荷軽
減に貢献しています。
　
　高さ30m、1/1モデル試作という覚悟

　CDQの開発テーマの一つに、コークス炉の大型化への対応が
あります。単純にCDQのサイズを大きくすれば済むわけではあ
りません。処理量が多くなると、冷却塔（チャンバー）サイズが
大きくなり、冷却に必要なガスの流量も多くなります。チャンバ
ー内での冷却性能の維持や、コークスの浮上や飛散を抑えるよう
にするなど、さまざまな工夫を盛り込んできました。
　中でも転機となったのは、従来の２基分相当、処理能力が
260 t /時という世界最大のCDQプラントの開発です。200ｔ/
時が限度とされていた当時、過去の技術資料を徹底的に洗い直し、
まずは小型模型での仮説検証を繰り返しました。
　しかし、提案先である中国の製鉄会社は、導入には消極的でし

インド／JSW社向けCDQ（2013年）

今年で設立15年目を迎えたBJCEEEのスタッフ

た。規模に比例し
て投資コストも大
きくなるため、二
の足を踏むのは無
理もありません。
それでも私たちに
は、「なんとして
でも世に出したい
！」という強い思
いがありました。
長い目で見たとき、

その顧客の利益になることはもちろん、環境負荷軽減や省エネに
大きな効果をもたらす、新たなモデルケースを世界に示せると考
えたからです。
　そこで私たちは、実物大の実験プラントを北九州の開発拠点
に建設しました。これで結果が出なければ、膨大な時間とコス
トはムダになります。高さ30mにおよぶ実験プラントは、私た
ちの覚悟をそのまま体現したものでした。中国から招いた顧客
たちが見守る中での実証試験は、無事に成功を収めます。こう
して私たちは、シビアな目を持つ中国顧客からの正式受注を、つ
まりは信頼を勝ち取ることができたのです。

　インドでの歩みを着実に進めるために

　中国でのプレゼンスを確固たるものにした私たちは、次なる
市場へと挑戦しました。工業化が著しい、インドです。今後20
～30基という市場が期待できるなか、ここ数年で10基を受注し、
すでに７基を建設しました。
　インドでの歩みを着実に進めるべく、現地事業会社である
「NSEI※」の体制強化に私たちは取り組み始めました。インド
で作ったインド製品をインド国内に納めてメンテナンスも国内
で実行できる体制および、対応面で顧客から安心いただける仕
組みの構築です。そのために大事なのは、インドにおいても中
国と同様に実行案件を通じて実践形式でナショナルスタッフを
育成することです。インド特有の商習慣にも気を配りながら、

インド人エンジニアの技術力を向上させるべく、試行錯誤しな
がら進めています。

　そしてベトナムへ。さらにはアジアを越えていく

　2017年には、初進出となるベトナムで、２基を受注しました。
同国で初の大型一貫製鉄所に、私たちのCDQが導入されること
が決まったのです。これは、中国やインドで積み重ねてきた実績が、
高く評価された証に他なりません。日本からの輸出という形では
なく、中国に設立して育ててきたBJCEEEと一緒に市場展開し
たことに、大きな意義があると私たちは考えています。
　未来図として描いているのは、可能性を秘めた国々へのさらな
る事業展開です。鉄鋼需要の伸びが見込まれる開発途上国におい
て、鉄鋼生産量には直結しない環境・省エネ設備であるCDQを
いかに普及させるか。私たちの真価が問われることになります。
　そして、もう一つ視野に入れているのが、CDQの生みの親で
もあるロシアです。旧ソ連時代に建設されたまま40年以上にわ
たって稼働し続け、今は老朽化の進んだ設備が大半を占めてい
ます。それらを格段に進化させた最新型へと刷新していくことで、
かつて技術を学んだ現地エンジニアへの恩返しをしたい。そん
な思いを胸に、ロシア各地での活動を私たちは進めています。

コークス

発電タービンプレ
チャンバー

クーリング
チャンバー

一次ダストキャッチャー

●ボイラーからの回収蒸気で発電
●乾式プロセスによる排出物減

約1050℃

ボイラーで
高温ガスと
熱交換

給水
サブエコノマイザー
（熱交換器）

不活性ガスにより冷却

排出装置

コンベア

二次ダストキャッチャー

ガスブロア

バケット

クレーン

装入装置

（赤熱コークス温度）

約200℃
（排出コークス温度）
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※1　CDQ＝Coke Dry Quenching（コークス乾式消火設備）
※2　BJCEEE＝北京中日聯節能環保工程技術有限公司
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独自の技術で
ごみを溶かして作られた砂が、
農作物の収穫量を20パーセント増やし、
温暖化防止にもつながっていく
毎日の生活を送る中で発生し、自治体によって大量に収集される一般ごみ。
ごみの分別回収、リサイクル・リユースといった取り組みが進んだとはいえ、
最終処分場の残余容量は約20年とされています。
この課題に対して、私たちは40年前から取り組んできました。
焼却ではなく溶融というごみ処理方法を開発し、灰ではなく砂（溶融スラグ）とすることで
土木用材料として100パーセント再利用できるシステムをつくってきたのです。
公共工事の減少にともない、供給先の確保が難しくなる中で、新たに打った一手。
〈一般廃棄物溶融スラグの肥料化〉について紹介しましょう。

　廃棄物の溶融スラグという〈資源〉
　
　私たちが長年取り組んできた環境事業の一つに、ごみ処理施設
の建設があります。製鉄の高炉技術を応用した〈ガス化溶融炉〉
によって、ごみを燃やすのではなく、高温下で溶かす。排ガスの
放出や、最終処分場へと持ち込む量を極めて少なく抑えられる方
式です。
　大気汚染の懸念や、新たな埋立地の確保が年々厳しくなる中、
独自の技術を磨きながら、自治体のごみ問題を解決してきました。

1979年に岩手県釡石市で建設した一号機から約40年、これまで
に手がけたごみ処理施設は全国32に及びます。その歩みの中で
注力してきたのが、ごみの再資源化です。
　ごみを焼却すると出る灰が、ガス化溶融炉では砂状の〈溶融ス
ラグ〉として産出されます。製鉄の際にも産出され、土木用材料
として再利用されてきたスラグを、なんとか生かせないだろうか。
私たちは溶融スラグを〈エヌエスエコサンドⓇ〉として商品化しま
した。その販売やリサーチを担う事業会社を1998年に発足。道
路のアスファルトやコンクリート骨材、グラウンドの排水改善、

魚礁・藻場ブロックなど、さまざま
な用途に広めてきました。
　ところが近年、公共工事の減少に
ともない、供給先も減りつつありま
す。私たちが掲げているのは、溶融

スラグの〈再利用率100パーセント〉という徹底した目標です。
その実現のためには、これまでとは発想の異なる、まったく新し
い用途の開発が不可欠でした。

　けい酸とカルシウムに着目。産官学連携による共同試験へ

　きっかけは、７年前から開始した、ゴルフ場での再利用でした。
高温溶融という特性上、雑草の発生原因となる雑菌がないことか
ら、私たちは芝育成用の土としての提案を進めていきます。すると、
いくつものゴルフ場において、従来の土よりも芝の育成状況が良
好なことが確認できたのです。
 「芝はイネ科の植物だから、水稲栽培にも使えるのではないか」
　イネ科の作物では、通常の肥料に〈けい酸質肥料〉を加えると、
収穫量が増えることが知られています。製鉄プロセスで発生する
鉄鋼スラグは古くからけい酸質肥料として流通しており、高炉技
術を応用した当社のガス化溶融炉から産出される溶融スラグも高
炉スラグと似通っています。
　こうして、溶融スラグの肥料化に向けた取り組みはスタートし
ました。まず私たちは、ごみ処理施設を納めた実績のある、静岡
市に相談を持ちかけました。地元で出たごみから肥料をつくり、
地元の水田に蒔き、地元の消費者にコメを届ける。その趣旨に賛

同した静岡市の紹介
により、静岡大学農
学部の先生にも協力
いただけることにな
りました。
 「これは非常にいい
ものです。絶対に効

果があります」
　研究室での分析結果から返ってきたのは、とても心強い反応で
した。水稲の育成を促すための、可溶性けい酸とアルカリ分（カ
ルシウム）が豊富に含まれていることが立証されたのです。そし
て、静岡市・静岡大学との産官学連携による、水田での共同試験
へとフェーズは移ります。使用したコシヒカリの苗は極めて順
調に、すくすくと育っていきました。しかし、肥料化するための
大きな壁が、私たちの前に立ちはだかっていたのです。

　人の口に入る作物。その肥料として安全なのか？

　成分や効果がいくら確認されていても、肥料として市場に出
すには、農林水産省による登録認可が必要です。そこで肥料登
録の手続き窓口である農林水産消費安全技術センター（FAMIC）
を通じての、農林水産省とのやり取りが始まりました。FAMIC
は地産地消や資源循環に前向きで、経験を基に多くのアドバイ
スを受けました。
　しかし、通常の肥料は原料が選べるのに対し、一般廃棄物から
できている溶融スラグはそれができないという、前例のない課
題に直面することになります。  「安全性が確保出来るのか？」と
いう疑問を払拭するためFAMICとの幾度にもわたる協議を重
ねました。
　約1800度の熱でごみを溶融するというプロセスの原理から、
有機分がすべて分解されるのはもちろん、重金属類はほとんどが
気化、結果として天然砂並みの安全性をもった溶融スラグが産出
されます。また、この原理を裏付けるべく静岡はもちろん他地域
で稼働している施設の溶融スラグを集めて、投入するごみの違い
や季節的なごみの変化における、肥料としての安全性を確認して
いきました。
　また、百聞は一見にしかずです。農林水産省の関係者を招き、
実際の溶融炉や溶融スラグの産出の現場を見てもらうことで、
「これだけきちんと溶けていれば安全だ」「天然の砂と何ら違わな
い」という言葉をいただけるほど、理解を得ることができました。

　肥料の効果確認にあたっては静岡大学に多大なご協力をいた
だきました。試験では学内にある草の生い茂った現場の田起こ
しから始め、ゼミの学生と泥まみれになって田植えを行いました。
また、ポッド（植木鉢）試験では100鉢を越える数の試料がそれ
ぞれ同一条件で育成されるよう鉢の位置を毎日入れ替えし、定期
的に成長度合いの測定を行っていただきました。これら一つひ
とつがデータとして記録され登録申請のための報告書として取
りまとめられました。
　このような地道な取り組みの末、仮登録できたのが2017年の
３月です。最初にFAMICに相談してから５年の月日が経ってい
ました。一般廃棄物を起源とする肥料の仮登録は全国で初めてで
あり、農林水産省としても画期的な事例となりました。2017年
６月、静岡市役所にて、この仮登録を産官学連携の成果として共
同記者発表し、大きな反響をいただきました。

　収穫量は２割アップ。循環型社会に貢献

　溶融スラグから生まれた新しい肥料を、私たちは〈ディーエム
ケイカルⓇ〉と名付けました。収穫量が２割強アップするという
結果が、これまでの試験で実証されています。多く撒きすぎると
発育障害で収穫が落ち込んでしまう肥料もある中で、その傾向は
現れていません。また、コメの価格が抑えられてきた影響で、土
作りができていない田んぼが増えているという指摘もありますが、
そうした土壌の改善も期待できます。
　こうしたデータをさらに蓄積していくために、私たちはできる
だけ現場に足を運んでいます。静岡のJAにある水稲研究会など、
ざまざまな関係者の協力のもと、草抜きや肥料を撒きに行ったり、
田植えや収穫に行ったり……。季節を感じながら、現場の声を直
に聞くことがエンジニアリングの原点だと考えているからです。
　現在は、私たちが手がけた全国各地の溶融炉の近隣で、〈ディー
エムケイカルⓇ〉を使ってもらう計画を進めています。輸送費も
低く地産地消が成り立ち、資源循環型社会の実現に寄与できるた
めです。さらには、イネの光合成を促進することで、CO2の吸収
率を高め、地球温暖化防止への貢献にもつながります。

　溶融スラグを捨てることなく100％活用する̶。
　静岡大学農学部の協力の下、同学部内においてマコモダケを、
奄美大島においてサトウキビの生育実験を新たにスタートしまし
た。これからも尽きることなく、毎日の生活の中から発生する〈溶
融スラグという資源〉をいかに活用できるか。その可能性につい
て私たちは引き続き模索していきます。
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Japan
●八幡製鉄所
●君津製鉄所
●大分製鉄所
●和歌山製鉄所
●名古屋製鉄所
●鹿島製鉄所
●北海製鉄㈱
●日本コークス工業㈱
●関西熱化学㈱

China
●宝山鋼鉄
●武漢鋼鉄
●首都鋼鉄
●首鋼京唐鋼鉄

Russia

Africa

Taiwan
●CSC
●中龍鋼鉄India

●TATA Steel
●JSW Steel
●Bhushan Steel

Germany
●RAG

Vietnam

Korea
●POSCO

●Formosa Ha-Tinh Steel（FHS）
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Project Members’ Voice

　CDQは、設置される国の環境保全と省エネのメ

リットを両立させています。私は、2017年４月、

インドでの７基目のプロジェクトを順調に立ち

上げた後、同７月からベトナムFormosa Ha-Tinh 

Steel Corporation向けCDQプロジェクトのサイ

トマネジャーとして現地に滞在しています。こ

のプラントに誇りをもって、グループの総力を挙

げてCDQ建設プロジェクトを推進しています。

本プロジェクトが今後のモデルとなることを確

信しています。

My first experience for CDQ Project was TATA Steel 
Kalinganagar Phase-1 CDQ Project in India. I had been 
engaging in the project with NSENGI and BJCEEE 
member for almost 1 year. 
I’m very excited to work with them again for Formosa 
Ha-Tinh Steel Corporation CDQ Project.  
I’m keen to learn and adopt CDQ technology and 
construction management skills through this project to 
become site manager for upcoming CDQ Project in India.
I’ll try my best to attain the successful completion of the 
project with eagerness.

BJCEEEの王軍さん（右）とNSEIの
Bishwjeet Belthariaさん（左）BJCEEE/ 王軍さん

ベトナム/FHS Projectに従事する王軍氏（BJCEEE）とBeltharia氏（NSEI）

NSEI/Mr.Bishwjeet Beltharia

　始まりは、ロシアでの出会い
 
　鉄が生み出されるプロセスは、大きくは４つです。原料となる
鉄鉱石を焼き固める→還元剤となるコークスを蒸し焼きにする→
その二つを高炉に入れ、熱風と酸素を吹き込んでドロドロになる
まで溶かす→下に溜まった銑鉄を製鋼工程に運ぶ。
　約1000度まで熱せられたコークスは、高炉へ搬送するため消
火設備によって温度を下げる必要があります。ところが、水で急
冷する湿式という方法では、多孔化や内部亀裂といった問題を回
避できず、大量に発生する粉じんも環境負荷を及ぼしていました。
こうした課題を解決することが、設備のエンジニアリングを担う
私たちに課せられたのです。
　そして1970年代後半、製鉄プラント建設のために世界中を飛
び回るなかで、従来にない優れた「消火設備」に出会いました。
旧ソ連で開発されたCDQ（コークス乾式消火設備）です。コー
クスの粉じんを大幅に減らし、コークス顕熱を回収し蒸気による
発電で省エネにも繋がる。従来の湿式型にはない数々の優位性は、
当時の担当者たちにとって衝撃的なものでした。
　日本鉄鋼業では、省エネ・環境対策設備として即効性のある技
術が求められていた時代です。私たちはCDQをロシアから技術
導入する決断をし、その後、1980年代から1990年代に高効率大
型化へと独自開発を積み重ね、日本市場に適した設備として発展
させてきました。

　合弁会社を設立し、中国に50基以上を建設

　環境問題への対策は、自国だけではなく世界レベルで講じてい
かなければなりません。私たちが日本に続いて力を入れたのは、
2000年前後から急速な発展を続けた中国市場です。鉄鋼業の成
長に合わせて省エネ・環境対策が進むことを捉え、2003年には
北京に合弁会社「BJCEEE」を設立。中国国内でCDQの設計か
ら建設まで、一貫したエンジニアリング全般を担える技術集団へ
と育ててきました。
　文化や価値観の異なる中国において、教育は一筋縄ではいきま
せん。たとえば、中国人は総じて実践的な意味合いを感じなけれ

ば学ぼうとはしません。その一方、いい仕事に携わりたいという
上昇志向と熱い思いがあります。
　そんな中国人スタッフの良さをうまく引き出すにはどうすれば
いいだろう？　試行錯誤の中で行きついたのは、できるだけ実行
プロジェクトを通じOJTで指導していくことでした。実体験を
伴った学びの繰り返しが、彼ら彼女らのレベル向上には適した手
法だと分かったためです。
　また、「結果よければ全てよし」と考える傾向にあるため、プロ
セスの重要さを理論立てて説くことに注力しました。当社グルー
プの一員としての意識づけのため、北九州の技術拠点にBJCEEE
社員を受け入れ、約１年の実務研修を行う制度もつくりました。
　こうして少しずつ高めていった現地スタッフの技術力と人材力
に支えられながら、中国各地での事業展開は進んでいきます。立
ち上げ時にはわずか５名だったスタッフも、いまでは100名以上
にまで拡大しました。
現在は、BJCEEEの
手がけたCDQは中
国全土で50基以上に
及び、急速な経済成
長下での環境負荷軽
減に貢献しています。
　
　高さ30m、1/1モデル試作という覚悟

　CDQの開発テーマの一つに、コークス炉の大型化への対応が
あります。単純にCDQのサイズを大きくすれば済むわけではあ
りません。処理量が多くなると、冷却塔（チャンバー）サイズが
大きくなり、冷却に必要なガスの流量も多くなります。チャンバ
ー内での冷却性能の維持や、コークスの浮上や飛散を抑えるよう
にするなど、さまざまな工夫を盛り込んできました。
　中でも転機となったのは、従来の２基分相当、処理能力が
260 t /時という世界最大のCDQプラントの開発です。200ｔ/
時が限度とされていた当時、過去の技術資料を徹底的に洗い直し、
まずは小型模型での仮説検証を繰り返しました。
　しかし、提案先である中国の製鉄会社は、導入には消極的でし

中国／首鋼京唐鋼鉄No.1 CDQ（2010年立ち上げ）

た。規模に比例し
て投資コストも大
きくなるため、二
の足を踏むのは無
理もありません。
それでも私たちに
は、「なんとして
でも世に出したい
！」という強い思
いがありました。
長い目で見たとき、

その顧客の利益になることはもちろん、環境負荷軽減や省エネに
大きな効果をもたらす、新たなモデルケースを世界に示せると考
えたからです。
　そこで私たちは、実物大の実験プラントを北九州の開発拠点
に建設しました。これで結果が出なければ、膨大な時間とコス
トはムダになります。高さ30mにおよぶ実験プラントは、私た
ちの覚悟をそのまま体現したものでした。中国から招いた顧客
たちが見守る中での実証試験は、無事に成功を収めます。こう
して私たちは、シビアな目を持つ中国顧客からの正式受注を、つ
まりは信頼を勝ち取ることができたのです。

　インドでの歩みを着実に進めるために

　中国でのプレゼンスを確固たるものにした私たちは、次なる
市場へと挑戦しました。工業化が著しい、インドです。今後20
～30基という市場が期待できるなか、ここ数年で10基を受注し、
すでに７基を建設しました。
　インドでの歩みを着実に進めるべく、現地事業会社である
「NSEI※」の体制強化に私たちは取り組み始めました。インド
で作ったインド製品をインド国内に納めてメンテナンスも国内
で実行できる体制および、対応面で顧客から安心いただける仕
組みの構築です。そのために大事なのは、インドにおいても中
国と同様に実行案件を通じて実践形式でナショナルスタッフを
育成することです。インド特有の商習慣にも気を配りながら、

インド人エンジニアの技術力を向上させるべく、試行錯誤しな
がら進めています。

　そしてベトナムへ。さらにはアジアを越えていく

　2017年には、初進出となるベトナムで、２基を受注しました。
同国で初の大型一貫製鉄所に、私たちのCDQが導入されること
が決まったのです。これは、中国やインドで積み重ねてきた実績が、
高く評価された証に他なりません。日本からの輸出という形では
なく、中国に設立して育ててきたBJCEEEと一緒に市場展開し
たことに、大きな意義があると私たちは考えています。
　未来図として描いているのは、可能性を秘めた国々へのさらな
る事業展開です。鉄鋼需要の伸びが見込まれる開発途上国におい
て、鉄鋼生産量には直結しない環境・省エネ設備であるCDQを
いかに普及させるか。私たちの真価が問われることになります。
　そして、もう一つ視野に入れているのが、CDQの生みの親で
もあるロシアです。旧ソ連時代に建設されたまま40年以上にわ
たって稼働し続け、今は老朽化の進んだ設備が大半を占めてい
ます。それらを格段に進化させた最新型へと刷新していくことで、
かつて技術を学んだ現地エンジニアへの恩返しをしたい。そん
な思いを胸に、ロシア各地での活動を私たちは進めています。

■CDQプラントの主な建設実績
※CDQの累計基数合計126基（CO2削減効果 2,244万tーCO2/年）

※NSEI＝Nippon Steel & Sumikin Engineering India Pvt. Ltd.
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独自の技術で
ごみを溶かして作られた砂が、
農作物の収穫量を20パーセント増やし、
温暖化防止にもつながっていく
毎日の生活を送る中で発生し、自治体によって大量に収集される一般ごみ。
ごみの分別回収、リサイクル・リユースといった取り組みが進んだとはいえ、
最終処分場の残余容量は約20年とされています。
この課題に対して、私たちは40年前から取り組んできました。
焼却ではなく溶融というごみ処理方法を開発し、灰ではなく砂（溶融スラグ）とすることで
土木用材料として100パーセント再利用できるシステムをつくってきたのです。
公共工事の減少にともない、供給先の確保が難しくなる中で、新たに打った一手。
〈一般廃棄物溶融スラグの肥料化〉について紹介しましょう。

　廃棄物の溶融スラグという〈資源〉
　
　私たちが長年取り組んできた環境事業の一つに、ごみ処理施設
の建設があります。製鉄の高炉技術を応用した〈ガス化溶融炉〉
によって、ごみを燃やすのではなく、高温下で溶かす。排ガスの
放出や、最終処分場へと持ち込む量を極めて少なく抑えられる方
式です。
　大気汚染の懸念や、新たな埋立地の確保が年々厳しくなる中、
独自の技術を磨きながら、自治体のごみ問題を解決してきました。

1979年に岩手県釡石市で建設した一号機から約40年、これまで
に手がけたごみ処理施設は全国32に及びます。その歩みの中で
注力してきたのが、ごみの再資源化です。
　ごみを焼却すると出る灰が、ガス化溶融炉では砂状の〈溶融ス
ラグ〉として産出されます。製鉄の際にも産出され、土木用材料
として再利用されてきたスラグを、なんとか生かせないだろうか。
私たちは溶融スラグを〈エヌエスエコサンドⓇ〉として商品化しま
した。その販売やリサーチを担う事業会社を1998年に発足。道
路のアスファルトやコンクリート骨材、グラウンドの排水改善、

魚礁・藻場ブロックなど、さまざま
な用途に広めてきました。
　ところが近年、公共工事の減少に
ともない、供給先も減りつつありま
す。私たちが掲げているのは、溶融

スラグの〈再利用率100パーセント〉という徹底した目標です。
その実現のためには、これまでとは発想の異なる、まったく新し
い用途の開発が不可欠でした。

　けい酸とカルシウムに着目。産官学連携による共同試験へ

　きっかけは、７年前から開始した、ゴルフ場での再利用でした。
高温溶融という特性上、雑草の発生原因となる雑菌がないことか
ら、私たちは芝育成用の土としての提案を進めていきます。すると、
いくつものゴルフ場において、従来の土よりも芝の育成状況が良
好なことが確認できたのです。
 「芝はイネ科の植物だから、水稲栽培にも使えるのではないか」
　イネ科の作物では、通常の肥料に〈けい酸質肥料〉を加えると、
収穫量が増えることが知られています。製鉄プロセスで発生する
鉄鋼スラグは古くからけい酸質肥料として流通しており、高炉技
術を応用した当社のガス化溶融炉から産出される溶融スラグも高
炉スラグと似通っています。
　こうして、溶融スラグの肥料化に向けた取り組みはスタートし
ました。まず私たちは、ごみ処理施設を納めた実績のある、静岡
市に相談を持ちかけました。地元で出たごみから肥料をつくり、
地元の水田に蒔き、地元の消費者にコメを届ける。その趣旨に賛

同した静岡市の紹介
により、静岡大学農
学部の先生にも協力
いただけることにな
りました。
 「これは非常にいい
ものです。絶対に効

果があります」
　研究室での分析結果から返ってきたのは、とても心強い反応で
した。水稲の育成を促すための、可溶性けい酸とアルカリ分（カ
ルシウム）が豊富に含まれていることが立証されたのです。そし
て、静岡市・静岡大学との産官学連携による、水田での共同試験
へとフェーズは移ります。使用したコシヒカリの苗は極めて順
調に、すくすくと育っていきました。しかし、肥料化するための
大きな壁が、私たちの前に立ちはだかっていたのです。

　人の口に入る作物。その肥料として安全なのか？

　成分や効果がいくら確認されていても、肥料として市場に出
すには、農林水産省による登録認可が必要です。そこで肥料登
録の手続き窓口である農林水産消費安全技術センター（FAMIC）
を通じての、農林水産省とのやり取りが始まりました。FAMIC
は地産地消や資源循環に前向きで、経験を基に多くのアドバイ
スを受けました。
　しかし、通常の肥料は原料が選べるのに対し、一般廃棄物から
できている溶融スラグはそれができないという、前例のない課
題に直面することになります。  「安全性が確保出来るのか？」と
いう疑問を払拭するためFAMICとの幾度にもわたる協議を重
ねました。
　約1800度の熱でごみを溶融するというプロセスの原理から、
有機分がすべて分解されるのはもちろん、重金属類はほとんどが
気化、結果として天然砂並みの安全性をもった溶融スラグが産出
されます。また、この原理を裏付けるべく静岡はもちろん他地域
で稼働している施設の溶融スラグを集めて、投入するごみの違い
や季節的なごみの変化における、肥料としての安全性を確認して
いきました。
　また、百聞は一見にしかずです。農林水産省の関係者を招き、
実際の溶融炉や溶融スラグの産出の現場を見てもらうことで、
「これだけきちんと溶けていれば安全だ」「天然の砂と何ら違わな
い」という言葉をいただけるほど、理解を得ることができました。

　肥料の効果確認にあたっては静岡大学に多大なご協力をいた
だきました。試験では学内にある草の生い茂った現場の田起こ
しから始め、ゼミの学生と泥まみれになって田植えを行いました。
また、ポッド（植木鉢）試験では100鉢を越える数の試料がそれ
ぞれ同一条件で育成されるよう鉢の位置を毎日入れ替えし、定期
的に成長度合いの測定を行っていただきました。これら一つひ
とつがデータとして記録され登録申請のための報告書として取
りまとめられました。
　このような地道な取り組みの末、仮登録できたのが2017年の
３月です。最初にFAMICに相談してから５年の月日が経ってい
ました。一般廃棄物を起源とする肥料の仮登録は全国で初めてで
あり、農林水産省としても画期的な事例となりました。2017年
６月、静岡市役所にて、この仮登録を産官学連携の成果として共
同記者発表し、大きな反響をいただきました。

　収穫量は２割アップ。循環型社会に貢献

　溶融スラグから生まれた新しい肥料を、私たちは〈ディーエム
ケイカルⓇ〉と名付けました。収穫量が２割強アップするという
結果が、これまでの試験で実証されています。多く撒きすぎると
発育障害で収穫が落ち込んでしまう肥料もある中で、その傾向は
現れていません。また、コメの価格が抑えられてきた影響で、土
作りができていない田んぼが増えているという指摘もありますが、
そうした土壌の改善も期待できます。
　こうしたデータをさらに蓄積していくために、私たちはできる
だけ現場に足を運んでいます。静岡のJAにある水稲研究会など、
ざまざまな関係者の協力のもと、草抜きや肥料を撒きに行ったり、
田植えや収穫に行ったり……。季節を感じながら、現場の声を直
に聞くことがエンジニアリングの原点だと考えているからです。
　現在は、私たちが手がけた全国各地の溶融炉の近隣で、〈ディー
エムケイカルⓇ〉を使ってもらう計画を進めています。輸送費も
低く地産地消が成り立ち、資源循環型社会の実現に寄与できるた
めです。さらには、イネの光合成を促進することで、CO2の吸収
率を高め、地球温暖化防止への貢献にもつながります。

　溶融スラグを捨てることなく100％活用する̶。
　静岡大学農学部の協力の下、同学部内においてマコモダケを、
奄美大島においてサトウキビの生育実験を新たにスタートしまし
た。これからも尽きることなく、毎日の生活の中から発生する〈溶
融スラグという資源〉をいかに活用できるか。その可能性につい
て私たちは引き続き模索していきます。
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Japan
●八幡製鉄所
●君津製鉄所
●大分製鉄所
●和歌山製鉄所
●名古屋製鉄所
●鹿島製鉄所
●北海製鉄㈱
●日本コークス工業㈱
●関西化学㈱

China
●宝山鋼鉄
●武漢鋼鉄
●首都鋼鉄
●首鋼京唐鋼鉄

Russia

Africa

Taiwan
●CSC
●中龍鋼鉄India

●TATA Steel
●JSW Steel
●Bhushan Steel

Germany
●RAG

Vietnam

Korea
●POSCO

●Formosa Ha-Tinh Steel（FHS）
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Project Members’ Voice

　CDQは、設置される国の環境保全と省エネのメ

リットを両立させています。私は、2017年４月、

インドでの７基目のプロジェクトを順調に立ち

上げた後、同７月からベトナムFormosa Ha-Tinh 

Steel Corporation向けCDQプロジェクトのサイ

トマネジャーとして現地に滞在しています。こ

のプラントに誇りをもって、グループの総力を挙

げてCDQ建設プロジェクトを推進しています。

本プロジェクトが今後のモデルとなることを確

信しています。

My first experience for CDQ Project was TATA Steel 
Kalinganagar Phase-1 CDQ Project in India. I had been 
engaging in the project with NSENGI and BJCEEE 
member for almost 1 year. 
I’m very excited to work with them again for Formosa 
Ha-Tinh Steel Corporation CDQ Project.  
I’m keen to learn and adopt CDQ technology and 
construction management skills through this project to 
become site manager for upcoming CDQ Project in India.
I’ll try my best to attain the successful completion of the 
project with eagerness.

BJCEEEの王軍さん（右）とNSEIの
Bishwjeet Belthariaさん（左）BJCEEE/ 王軍さん

ベトナム/FHS Projectに従事する王軍氏（BJCEEE）とBeltharia氏（NSEI）

NSEI/Mr.Bishwjeet Beltharia

　始まりは、ロシアでの出会い
 
　鉄が生み出されるプロセスは、大きくは４つです。原料となる
鉄鉱石を焼き固める→還元剤となるコークスを蒸し焼きにする→
その二つを高炉に入れ、熱風と酸素を吹き込んでドロドロになる
まで溶かす→下に溜まった銑鉄を製鋼工程に運ぶ。
　約1000度まで熱せられたコークスは、高炉へ搬送するため消
火設備によって温度を下げる必要があります。ところが、水で急
冷する湿式という方法では、多孔化や内部亀裂といった問題を回
避できず、大量に発生する粉じんも環境負荷を及ぼしていました。
こうした課題を解決することが、設備のエンジニアリングを担う
私たちに課せられたのです。
　そして1970年代後半、製鉄プラント建設のために世界中を飛
び回るなかで、従来にない優れた「消火設備」に出会いました。
旧ソ連で開発されたCDQ（コークス乾式消火設備）です。コー
クスの粉じんを大幅に減らし、コークス顕熱を回収し蒸気による
発電で省エネにも繋がる。従来の湿式型にはない数々の優位性は、
当時の担当者たちにとって衝撃的なものでした。
　日本鉄鋼業では、省エネ・環境対策設備として即効性のある技
術が求められていた時代です。私たちはCDQをロシアから技術
導入する決断をし、その後、1980年代から1990年代に高効率大
型化へと独自開発を積み重ね、日本市場に適した設備として発展
させてきました。

　合弁会社を設立し、中国に50基以上を建設

　環境問題への対策は、自国だけではなく世界レベルで講じてい
かなければなりません。私たちが日本に続いて力を入れたのは、
2000年前後から急速な発展を続けた中国市場です。鉄鋼業の成
長に合わせて省エネ・環境対策が進むことを捉え、2003年には
北京に合弁会社「BJCEEE」を設立。中国国内でCDQの設計か
ら建設まで、一貫したエンジニアリング全般を担える技術集団へ
と育ててきました。
　文化や価値観の異なる中国において、教育は一筋縄ではいきま
せん。たとえば、中国人は総じて実践的な意味合いを感じなけれ

ば学ぼうとはしません。その一方、いい仕事に携わりたいという
上昇志向と熱い思いがあります。
　そんな中国人スタッフの良さをうまく引き出すにはどうすれば
いいだろう？　試行錯誤の中で行きついたのは、できるだけ実行
プロジェクトを通じOJTで指導していくことでした。実体験を
伴った学びの繰り返しが、彼ら彼女らのレベル向上には適した手
法だと分かったためです。
　また、「結果よければ全てよし」と考える傾向にあるため、プロ
セスの重要さを理論立てて説くことに注力しました。当社グルー
プの一員としての意識づけのため、北九州の技術拠点にBJCEEE
社員を受け入れ、約１年の実務研修を行う制度もつくりました。
　こうして少しずつ高めていった現地スタッフの技術力と人材力
に支えられながら、中国各地での事業展開は進んでいきます。立
ち上げ時にはわずか５名だったスタッフも、いまでは100名以上
にまで拡大しました。
現在は、BJCEEEの
手がけたCDQは中
国全土で50基以上に
及び、急速な経済成
長下での環境負荷軽
減に貢献しています。
　
　高さ30m、1/1モデル試作という覚悟

　CDQの開発テーマの一つに、コークス炉の大型化への対応が
あります。単純にCDQのサイズを大きくすれば済むわけではあ
りません。処理量が多くなると、冷却塔（チャンバー）サイズが
大きくなり、冷却に必要なガスの流量も多くなります。チャンバ
ー内での冷却性能の維持や、コークスの浮上や飛散を抑えるよう
にするなど、さまざまな工夫を盛り込んできました。
　中でも転機となったのは、従来の２基分相当、処理能力が
260 t /時という世界最大のCDQプラントの開発です。200ｔ/
時が限度とされていた当時、過去の技術資料を徹底的に洗い直し、
まずは小型模型での仮説検証を繰り返しました。
　しかし、提案先である中国の製鉄会社は、導入には消極的でし

中国／首鋼京唐鋼鉄No.1 CDQ（2010年立ち上げ）

た。規模に比例し
て投資コストも大
きくなるため、二
の足を踏むのは無
理もありません。
それでも私たちに
は、「なんとして
でも世に出したい
！」という強い思
いがありました。
長い目で見たとき、

その顧客の利益になることはもちろん、環境負荷軽減や省エネに
大きな効果をもたらす、新たなモデルケースを世界に示せると考
えたからです。
　そこで私たちは、実物大の実験プラントを北九州の開発拠点
に建設しました。これで結果が出なければ、膨大な時間とコス
トはムダになります。高さ30mにおよぶ実験プラントは、私た
ちの覚悟をそのまま体現したものでした。中国から招いた顧客
たちが見守る中での実証試験は、無事に成功を収めます。こう
して私たちは、シビアな目を持つ中国顧客からの正式受注を、つ
まりは信頼を勝ち取ることができたのです。

　インドでの歩みを着実に進めるために

　中国でのプレゼンスを確固たるものにした私たちは、次なる
市場へと挑戦しました。工業化が著しい、インドです。今後20
～30基という市場が期待できるなか、ここ数年で10基を受注し、
すでに７基を建設しました。
　インドでの歩みを着実に進めるべく、現地事業会社である
「NSEI※」の体制強化に私たちは取り組み始めました。インド
で作ったインド製品をインド国内に納めてメンテナンスも国内
で実行できる体制および、対応面で顧客から安心いただける仕
組みの構築です。そのために大事なのは、インドにおいても中
国と同様に実行案件を通じて実践形式でナショナルスタッフを
育成することです。インド特有の商習慣にも気を配りながら、

インド人エンジニアの技術力を向上させるべく、試行錯誤しな
がら進めています。

　そしてベトナムへ。さらにはアジアを越えていく

　2017年には、初進出となるベトナムで、２基を受注しました。
同国で初の大型一貫製鉄所に、私たちのCDQが導入されること
が決まったのです。これは、中国やインドで積み重ねてきた実績が、
高く評価された証に他なりません。日本からの輸出という形では
なく、中国に設立して育ててきたBJCEEEと一緒に市場展開し
たことに、大きな意義があると私たちは考えています。
　未来図として描いているのは、可能性を秘めた国々へのさらな
る事業展開です。鉄鋼需要の伸びが見込まれる開発途上国におい
て、鉄鋼生産量には直結しない環境・省エネ設備であるCDQを
いかに普及させるか。私たちの真価が問われることになります。
　そして、もう一つ視野に入れているのが、CDQの生みの親で
もあるロシアです。旧ソ連時代に建設されたまま40年以上にわ
たって稼働し続け、今は老朽化の進んだ設備が大半を占めてい
ます。それらを格段に進化させた最新型へと刷新していくことで、
かつて技術を学んだ現地エンジニアへの恩返しをしたい。そん
な思いを胸に、ロシア各地での活動を私たちは進めています。

■CDQプラントの主な建設実績
※CDQの累計基数合計126基（CO2削減効果 2,244万tーCO2/年）

※NSEI＝Nippon Steel & Sumikin Engineering India Pvt. Ltd.
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Stakeholder’s Voice

　静岡市では、公共工事において、溶融ス
ラグを利用してきましたが、その多くが、
上下水道管埋設工事で使用される管巻砂で、
今後、下水道工事の縮小などに伴い、溶融
スラグの需要の減少が予想されます。
　将来にわたって、継続的に安定した利用
を図るためには、公共工事における利用用
途の拡大や、新たな分野での活用が必要と
なります。貴社には、本市西ケ谷清掃工場
稼働当初から、溶融スラグの利用拡大の検
討をお願いしてきましたが、その一つとし
て、５年前に「肥料化」のご提案をいただき、
地元の静岡大学と産・学・官の連携により、

研究を進めてきました。
　このたび、肥料仮登録への運びとなり、
農作物への利用が可能となったことで、本
市の溶融スラグの安全性、価値がさらに高
まったと考えています。
　貴社からも、溶融炉の付加価値の向上が
見込めるとのお話を伺い、今回の研究が、
静岡市、貴社両者にとってまさにWin-Win
の結果をもたらすことができたといえるの
ではないでしょうか。
　肥料化に向けたイネ科植物の生育試験に
おいては、民間企業ならではの、機動力、
情報力により、地元静岡大学や、また奄美

大島などの遠隔地での実験や検討を迅速に
進めていただくことができました。
　溶融スラグについては、引き続き、イネ
科植物以外の肥
料効果や、その
他の分野での研
究を進めていま
すが、今後ます
ます進展し、さ
らなる利用用途
の拡大が実現す
ることを期待し
ています。

静岡市上下水道局 水道部水道管路課
参事兼係長 星野浩之様静岡市の溶融スラグが、日本で初めて肥料として認められました

磁選機
5mm篩
整粒機

メタルスラグ

水砕処理設備

ごみクレーン

プラットフォーム

酸素発生装置（PSA）

押込送風機

排ガス処置
エネルギー
回収プロセスへ

ガ
ス
化
溶
融
炉

再資源化

稲作用肥料

アスファルト原料

グラウンド排水改善用

石灰石コークス

　廃棄物の溶融スラグという〈資源〉
　
　私たちが長年取り組んできた環境事業の一つに、ごみ処理施設
の建設があります。製鉄の高炉技術を応用した〈ガス化溶融炉〉
によって、ごみを燃やすのではなく、高温下で溶かす。排ガスの
放出や、最終処分場へと持ち込む量を極めて少なく抑えられる方
式です。
　大気汚染の懸念や、新たな埋立地の確保が年々厳しくなる中、
独自の技術を磨きながら、自治体のごみ問題を解決してきました。

1979年に岩手県釡石市で建設した一号機から約40年、これまで
に手がけたごみ処理施設は全国32に及びます。その歩みの中で
注力してきたのが、ごみの再資源化です。
　ごみを焼却すると出る灰が、ガス化溶融炉では砂状の〈溶融ス
ラグ〉として産出されます。製鉄の際にも産出され、土木用材料
として再利用されてきたスラグを、なんとか生かせないだろうか。
私たちは溶融スラグを〈エヌエスエコサンドⓇ〉として商品化しま
した。その販売やリサーチを担う事業会社を1998年に発足。道
路のアスファルトやコンクリート骨材、グラウンドの排水改善、

魚礁・藻場ブロックなど、さまざま
な用途に広めてきました。
　ところが近年、公共工事の減少に
ともない、供給先も減りつつありま
す。私たちが掲げているのは、溶融

スラグの〈再利用率100パーセント〉という徹底した目標です。
その実現のためには、これまでとは発想の異なる、まったく新し
い用途の開発が不可欠でした。

　けい酸とカルシウムに着目。産官学連携による共同試験へ

　きっかけは、７年前から開始した、ゴルフ場での再利用でした。
高温溶融という特性上、雑草の発生原因となる雑菌がないことか
ら、私たちは芝育成用の土としての提案を進めていきます。すると、
いくつものゴルフ場において、従来の土よりも芝の育成状況が良
好なことが確認できたのです。
 「芝はイネ科の植物だから、水稲栽培にも使えるのではないか」
　イネ科の作物では、通常の肥料に〈けい酸質肥料〉を加えると、
収穫量が増えることが知られています。製鉄プロセスで発生する
鉄鋼スラグは古くからけい酸質肥料として流通しており、高炉技
術を応用した当社のガス化溶融炉から産出される溶融スラグも高
炉スラグと似通っています。
　こうして、溶融スラグの肥料化に向けた取り組みはスタートし
ました。まず私たちは、ごみ処理施設を納めた実績のある、静岡
市に相談を持ちかけました。地元で出たごみから肥料をつくり、
地元の水田に蒔き、地元の消費者にコメを届ける。その趣旨に賛

同した静岡市の紹介
により、静岡大学農
学部の先生にも協力
いただけることにな
りました。
 「これは非常にいい
ものです。絶対に効

果があります」
　研究室での分析結果から返ってきたのは、とても心強い反応で
した。水稲の育成を促すための、可溶性けい酸とアルカリ分（カ
ルシウム）が豊富に含まれていることが立証されたのです。そし
て、静岡市・静岡大学との産官学連携による、水田での共同試験
へとフェーズは移ります。使用したコシヒカリの苗は極めて順
調に、すくすくと育っていきました。しかし、肥料化するための
大きな壁が、私たちの前に立ちはだかっていたのです。

　人の口に入る作物。その肥料として安全なのか？

　成分や効果がいくら確認されていても、肥料として市場に出
すには、農林水産省による登録認可が必要です。そこで肥料登
録の手続き窓口である農林水産消費安全技術センター（FAMIC）
を通じての、農林水産省とのやり取りが始まりました。FAMIC
は地産地消や資源循環に前向きで、経験を基に多くのアドバイ
スを受けました。
　しかし、通常の肥料は原料が選べるのに対し、一般廃棄物から
できている溶融スラグはそれができないという、前例のない課
題に直面することになります。  「安全性が確保出来るのか？」と
いう疑問を払拭するためFAMICとの幾度にもわたる協議を重
ねました。
　約1800度の熱でごみを溶融するというプロセスの原理から、
有機分がすべて分解されるのはもちろん、重金属類はほとんどが
気化、結果として天然砂並みの安全性をもった溶融スラグが産出
されます。また、この原理を裏付けるべく静岡はもちろん他地域
で稼働している施設の溶融スラグを集めて、投入するごみの違い
や季節的なごみの変化における、肥料としての安全性を確認して
いきました。
　また、百聞は一見にしかずです。農林水産省の関係者を招き、
実際の溶融炉や溶融スラグの産出の現場を見てもらうことで、
「これだけきちんと溶けていれば安全だ」「天然の砂と何ら違わな
い」という言葉をいただけるほど、理解を得ることができました。

　肥料の効果確認にあたっては静岡大学に多大なご協力をいた
だきました。試験では学内にある草の生い茂った現場の田起こ
しから始め、ゼミの学生と泥まみれになって田植えを行いました。
また、ポッド（植木鉢）試験では100鉢を越える数の試料がそれ
ぞれ同一条件で育成されるよう鉢の位置を毎日入れ替えし、定期
的に成長度合いの測定を行っていただきました。これら一つひ
とつがデータとして記録され登録申請のための報告書として取
りまとめられました。
　このような地道な取り組みの末、仮登録できたのが2017年の
３月です。最初にFAMICに相談してから５年の月日が経ってい
ました。一般廃棄物を起源とする肥料の仮登録は全国で初めてで
あり、農林水産省としても画期的な事例となりました。2017年
６月、静岡市役所にて、この仮登録を産官学連携の成果として共
同記者発表し、大きな反響をいただきました。

　収穫量は２割アップ。循環型社会に貢献

　溶融スラグから生まれた新しい肥料を、私たちは〈ディーエム
ケイカルⓇ〉と名付けました。収穫量が２割強アップするという
結果が、これまでの試験で実証されています。多く撒きすぎると
発育障害で収穫が落ち込んでしまう肥料もある中で、その傾向は
現れていません。また、コメの価格が抑えられてきた影響で、土
作りができていない田んぼが増えているという指摘もありますが、
そうした土壌の改善も期待できます。
　こうしたデータをさらに蓄積していくために、私たちはできる
だけ現場に足を運んでいます。静岡のJAにある水稲研究会など、
ざまざまな関係者の協力のもと、草抜きや肥料を撒きに行ったり、
田植えや収穫に行ったり……。季節を感じながら、現場の声を直
に聞くことがエンジニアリングの原点だと考えているからです。
　現在は、私たちが手がけた全国各地の溶融炉の近隣で、〈ディー
エムケイカルⓇ〉を使ってもらう計画を進めています。輸送費も
低く地産地消が成り立ち、資源循環型社会の実現に寄与できるた
めです。さらには、イネの光合成を促進することで、CO2の吸収
率を高め、地球温暖化防止への貢献にもつながります。

　溶融スラグを捨てることなく100％活用する̶。
　静岡大学農学部の協力の下、同学部内においてマコモダケを、
奄美大島においてサトウキビの生育実験を新たにスタートしまし
た。これからも尽きることなく、毎日の生活の中から発生する〈溶
融スラグという資源〉をいかに活用できるか。その可能性につい
て私たちは引き続き模索していきます。

■溶融・資源化プロセス

溶融スラグ

ポット試験の様子
溶融スラグ使用 スラグなし比較肥料（ケイカル）

❶静岡市の当社グループ会社社員所有の水田。ディーエムケイカルⓇの散布作業　
❷溶融スラグ肥料を用いた水田の田植えの様子（2018年6月）　❸「けい酸質肥料」
への仮登録は、溶融スラグ販売代理店である「エヌジェイ・エコサービス」が受領した。
❹粘り強く取り組んできた、環境ソリューション事業部の住（左）と梶山（右）。

１

4

2 3

CSR
PROJECTS
REPORT03 一般廃棄物溶融スラグの肥料化

14 CSR  REPORT  2018 15



Stakeholder’s Voice

　静岡市では、公共工事において、溶融ス
ラグを利用してきましたが、その多くが、
上下水道管埋設工事で使用される管巻砂で、
今後、下水道工事の縮小などに伴い、溶融
スラグの需要の減少が予想されます。
　将来にわたって、継続的に安定した利用
を図るためには、公共工事における利用用
途の拡大や、新たな分野での活用が必要と
なります。貴社には、本市西ケ谷清掃工場
稼働当初から、溶融スラグの利用拡大の検
討をお願いしてきましたが、その一つとし
て、５年前に「肥料化」のご提案をいただき、
地元の静岡大学と産・学・官の連携により、

研究を進めてきました。
　このたび、肥料仮登録への運びとなり、
農作物への利用が可能となったことで、本
市の溶融スラグの安全性、価値がさらに高
まったと考えています。
　貴社からも、溶融炉の付加価値の向上が
見込めるとのお話を伺い、今回の研究が、
静岡市、貴社両者にとってまさにWin-Win
の結果をもたらすことができたといえるの
ではないでしょうか。
　肥料化に向けたイネ科植物の生育試験に
おいては、民間企業ならではの、機動力、
情報力により、地元静岡大学や、また奄美

大島などの遠隔地での実験や検討を迅速に
進めていただくことができました。
　溶融スラグについては、引き続き、イネ
科植物以外の肥
料効果や、その
他の分野での研
究を進めていま
すが、今後ます
ます進展し、さ
らなる利用用途
の拡大が実現す
ることを期待し
ています。

静岡市上下水道局 水道部水道管路課
参事兼係長 星野浩之様静岡市の溶融スラグが、日本で初めて肥料として認められました
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収穫量が増えることが知られています。製鉄プロセスで発生する
鉄鋼スラグは古くからけい酸質肥料として流通しており、高炉技
術を応用した当社のガス化溶融炉から産出される溶融スラグも高
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ました。まず私たちは、ごみ処理施設を納めた実績のある、静岡
市に相談を持ちかけました。地元で出たごみから肥料をつくり、
地元の水田に蒔き、地元の消費者にコメを届ける。その趣旨に賛

同した静岡市の紹介
により、静岡大学農
学部の先生にも協力
いただけることにな
りました。
 「これは非常にいい
ものです。絶対に効

果があります」
　研究室での分析結果から返ってきたのは、とても心強い反応で
した。水稲の育成を促すための、可溶性けい酸とアルカリ分（カ
ルシウム）が豊富に含まれていることが立証されたのです。そし
て、静岡市・静岡大学との産官学連携による、水田での共同試験
へとフェーズは移ります。使用したコシヒカリの苗は極めて順
調に、すくすくと育っていきました。しかし、肥料化するための
大きな壁が、私たちの前に立ちはだかっていたのです。

　人の口に入る作物。その肥料として安全なのか？

　成分や効果がいくら確認されていても、肥料として市場に出
すには、農林水産省による登録認可が必要です。そこで肥料登
録の手続き窓口である農林水産消費安全技術センター（FAMIC）
を通じての、農林水産省とのやり取りが始まりました。FAMIC
は地産地消や資源循環に前向きで、経験を基に多くのアドバイ
スを受けました。
　しかし、通常の肥料は原料が選べるのに対し、一般廃棄物から
できている溶融スラグはそれができないという、前例のない課
題に直面することになります。  「安全性が確保出来るのか？」と
いう疑問を払拭するためFAMICとの幾度にもわたる協議を重
ねました。
　約1800度の熱でごみを溶融するというプロセスの原理から、
有機分がすべて分解されるのはもちろん、重金属類はほとんどが
気化、結果として天然砂並みの安全性をもった溶融スラグが産出
されます。また、この原理を裏付けるべく静岡はもちろん他地域
で稼働している施設の溶融スラグを集めて、投入するごみの違い
や季節的なごみの変化における、肥料としての安全性を確認して
いきました。
　また、百聞は一見にしかずです。農林水産省の関係者を招き、
実際の溶融炉や溶融スラグの産出の現場を見てもらうことで、
「これだけきちんと溶けていれば安全だ」「天然の砂と何ら違わな
い」という言葉をいただけるほど、理解を得ることができました。

　肥料の効果確認にあたっては静岡大学に多大なご協力をいた
だきました。試験では学内にある草の生い茂った現場の田起こ
しから始め、ゼミの学生と泥まみれになって田植えを行いました。
また、ポッド（植木鉢）試験では100鉢を越える数の試料がそれ
ぞれ同一条件で育成されるよう鉢の位置を毎日入れ替えし、定期
的に成長度合いの測定を行っていただきました。これら一つひ
とつがデータとして記録され登録申請のための報告書として取
りまとめられました。
　このような地道な取り組みの末、仮登録できたのが2017年の
３月です。最初にFAMICに相談してから５年の月日が経ってい
ました。一般廃棄物を起源とする肥料の仮登録は全国で初めてで
あり、農林水産省としても画期的な事例となりました。2017年
６月、静岡市役所にて、この仮登録を産官学連携の成果として共
同記者発表し、大きな反響をいただきました。

　収穫量は２割アップ。循環型社会に貢献

　溶融スラグから生まれた新しい肥料を、私たちは〈ディーエム
ケイカルⓇ〉と名付けました。収穫量が２割強アップするという
結果が、これまでの試験で実証されています。多く撒きすぎると
発育障害で収穫が落ち込んでしまう肥料もある中で、その傾向は
現れていません。また、コメの価格が抑えられてきた影響で、土
作りができていない田んぼが増えているという指摘もありますが、
そうした土壌の改善も期待できます。
　こうしたデータをさらに蓄積していくために、私たちはできる
だけ現場に足を運んでいます。静岡のJAにある水稲研究会など、
ざまざまな関係者の協力のもと、草抜きや肥料を撒きに行ったり、
田植えや収穫に行ったり……。季節を感じながら、現場の声を直
に聞くことがエンジニアリングの原点だと考えているからです。
　現在は、私たちが手がけた全国各地の溶融炉の近隣で、〈ディー
エムケイカルⓇ〉を使ってもらう計画を進めています。輸送費も
低く地産地消が成り立ち、資源循環型社会の実現に寄与できるた
めです。さらには、イネの光合成を促進することで、CO2の吸収
率を高め、地球温暖化防止への貢献にもつながります。

　溶融スラグを捨てることなく100％活用する̶。
　静岡大学農学部の協力の下、同学部内においてマコモダケを、
奄美大島においてサトウキビの生育実験を新たにスタートしまし
た。これからも尽きることなく、毎日の生活の中から発生する〈溶
融スラグという資源〉をいかに活用できるか。その可能性につい
て私たちは引き続き模索していきます。

■溶融・資源化プロセス

溶融スラグ

ポット試験の様子
溶融スラグ使用 スラグなし比較肥料（ケイカル）

❶静岡市の当社グループ会社社員所有の水田。ディーエムケイカルⓇの散布作業　
❷溶融スラグ肥料を用いた水田の田植えの様子（2018年6月）　❸「けい酸質肥料」
への仮登録は、溶融スラグ販売代理店である「エヌジェイ・エコサービス」が受領した。
❹粘り強く取り組んできた、環境ソリューション事業部の住（左）と梶山（右）。
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当社の「品質マネジメント」のしくみは、「品質保証基本規程」と「社共通の品質に関わる業務規程」で基本的
な品質管理の考え方を定め、各事業部門はこれらの規程に基づき、個別具体的な「部門の品質マネジメント
規程」を定めて、品質マネジメントシステム（QMS）として運用しています。また、QMSの充実、および改善
を図るため定期的に外部・内部監査を実施しています。そのために2017年度まで社内外の講座を受講し、
内部監査員を養成、その数は348人に達しました。

｢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、協力会社従業員など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。

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

品質上の課題抽出と
対策の立案・実行

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など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（保健師面談など）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。

品質管理力の向上のための教育や啓発活動を継続的に行っています。
具体的な活動例として……

「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。

※度数率＝｛死傷者数（休業１日以上）／延実労働時間数｝×1,000,000

品質教育・啓発活動

●

●

●

品質に関わる技術基礎講座を定期的に年２回開催し、継続しています。
（全社員必須受講）
課題抽出、および根本的な原因分析と対策の立案ができる専門家
を育成するため、毎年、専門講座３回と事例検討会４回を開催して
います。2017年度は160名が受講しました。
品質に対する意識の向上のため、毎年品質月間の11月には品質講
演会を開催しています。2017年度は約250名が参加しました。

プロジェクトの応札前、プロジェクト受注後実行計画時、実行時、完工時において、技術・品質上のリスクア
セスメントを行い、対応策が問題なく行われていることを評価します。また、品質に関わる情報（トラブル、改
良点など）をデータとして蓄積し共有化を図ります。

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。

社員意識調査 ３年に１回、グループ会社を含めたコンプライアンスに関する社員意識調査を実施しています。リスクの存在、
リスクの原因、会社風土などについての意識を調査し、当社グループの内部統制活動・施策に活かしています。

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
社員などからの相談・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、業務改善などに役立てています。

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（海外ナショナルスタッフ向け・情報セキュリティ・建設
業法・内部通報制度など）、社外有識者による講演会「独禁法・コンプライアンスキャンペーン」（2017.11.9
実施・参加者523名）などを実施し、継続的にコンプライアンス意識の啓発・教育を行っています。

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・報告など）を定めるとともに、当社グループ全体の内部統制システムの有効性向上に向けた取り組み
を組織的・継続的に図っています。
社内各部門に「リスクマネジメント担当者」、グループ各社に「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しています。
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、
リスク管理に関する情報共有を図っています。
2017年度は法令に抵触する重大な違反はありませんでした。

安全成績／度数率（単独）

0.64

0.24
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安全成績／度数率（連結）
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※2015年は国内のみ連結
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基本規程

社共通の品質に
関わる業務規程

部門の品質マネジメント規程

各事業部におけるQMS
製鉄プラント事業部

環境ソリューション事業部

エネルギーソリューション事業部

海洋事業部

建築・鋼構造事業部

独自のQMSを保有

ISO9001認証取得

独自のQMSを保有

ISO9001認証取得（海外拠点のシンガポール、
TNSは個別にISO9001認証を取得）

ISO9001認証取得 （建築事業と鋼構造事業）

品質

専門講座（根本原因分析の研修）の様子

健康フェアの様子

企業理念

CSR基本方針

各種業務規定

価値規準

● 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

Compliance

Quality

Safety & Health
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当社の「品質マネジメント」のしくみは、「品質保証基本規程」と「社共通の品質に関わる業務規程」で基本的
な品質管理の考え方を定め、各事業部門はこれらの規程に基づき、個別具体的な「部門の品質マネジメント
規程」を定めて、品質マネジメントシステム（QMS）として運用しています。また、QMSの充実、および改善
を図るため定期的に外部・内部監査を実施しています。そのために2017年度まで社内外の講座を受講し、
内部監査員を養成、その数は348人に達しました。

｢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、協力会社従業員など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。

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

品質上の課題抽出と
対策の立案・実行

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など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（保健師面談など）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。

品質管理力の向上のための教育や啓発活動を継続的に行っています。
具体的な活動例として……

「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。

※度数率＝｛死傷者数（休業１日以上）／延実労働時間数｝×1,000,000

品質教育・啓発活動

●

●

●

品質に関わる技術基礎講座を定期的に年２回開催し、継続しています。
（全社員必須受講）
課題抽出、および根本的な原因分析と対策の立案ができる専門家
を育成するため、毎年、専門講座３回と事例検討会４回を開催して
います。2017年度は160名が受講しました。
品質に対する意識の向上のため、毎年品質月間の11月には品質講
演会を開催しています。2017年度は約250名が参加しました。

プロジェクトの応札前、プロジェクト受注後実行計画時、実行時、完工時において、技術・品質上のリスクア
セスメントを行い、対応策が問題なく行われていることを評価します。また、品質に関わる情報（トラブル、改
良点など）をデータとして蓄積し共有化を図ります。

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。

社員意識調査 ３年に１回、グループ会社を含めたコンプライアンスに関する社員意識調査を実施しています。リスクの存在、
リスクの原因、会社風土などについての意識を調査し、当社グループの内部統制活動・施策に活かしています。

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
社員などからの相談・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、業務改善などに役立てています。

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（海外ナショナルスタッフ向け・情報セキュリティ・建設
業法・内部通報制度など）、社外有識者による講演会「独禁法・コンプライアンスキャンペーン」（2017.11.9
実施・参加者523名）などを実施し、継続的にコンプライアンス意識の啓発・教育を行っています。

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・報告など）を定めるとともに、当社グループ全体の内部統制システムの有効性向上に向けた取り組み
を組織的・継続的に図っています。
社内各部門に「リスクマネジメント担当者」、グループ各社に「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しています。
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、
リスク管理に関する情報共有を図っています。
2017年度は法令に抵触する重大な違反はありませんでした。

安全成績／度数率（単独）

0.64

0.24
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安全成績／度数率（連結）
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※2015年は国内のみ連結
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環境ソリューション事業部
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建築・鋼構造事業部

独自のQMSを保有

ISO9001認証取得

独自のQMSを保有

ISO9001認証取得（海外拠点のシンガポール、
TNSは個別にISO9001認証を取得）

ISO9001認証取得 （建築事業と鋼構造事業）

品質

専門講座（根本原因分析の研修）の様子

健康フェアの様子

企業理念

CSR基本方針

各種業務規定

価値規準

● 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
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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。

❶事業活動のすべての面において、環境関連の法律、条令、協定などを遵守し、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。

●

●

●

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。

サプライチェーンマネジメント

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

【人財施策の方向性】

女性の活躍推進

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。
（2017年度の産業廃棄物排出量に占める直接最終処分比率は4.5％）

VE/CD（バリューエンジニアリング/コストダウン）提案における環境負荷軽減や工期短縮などのご提案も積
極的に取り入れながら、サプライチェーン全体を通じたCSR活動を推進しています。
特に、法令遵守などの観点からは、以下のようなサプライチェーンにおける啓発活動に注力しています。

当社の事業遂行に、顕著な貢献をされたお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ました。  過去２年間における、
各社の技術・品質・コスト・納期などの評価をもとに、貢献度の高いお取引先を隔年で表彰しています。

お取引先との契約約款に、建設業法、独禁法など関連法令遵守の他、反社会的勢力との関係遮断、公害防止といった、
契約当事者が果たすべき義務を明確に記載しています。
お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、隔年実施の取引先業態調査に合わせ
てCSRアンケートを行っています。アンケートには、人権侵害、社会保険加入状況といった近年の社会的要請の高ま
りを反映した項目も織り込み、注意喚起を図っています。
2014年度より隔年で、主要お取引先向けの法令遵守説明会を開催しています。  2016年度からは、より多くのお取
引先に参加いただけるよう、会場・開催頻度を増やしています。

お取引先とは、社会経済環境の認識や当社調達方針の共有を図るとともに、前述のCSRアンケートという形で、
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活動などについてお聞きし
ています。  また、各企業の事業継続上、重要度が増している事項についてお聞きすることで課題の共有化を
図りつつ、当社の調達姿勢（公平・公正・誠実な取引を行っているか）に関するコメントもいただいています。
アンケート結果はお取引先にフィードバックするとともに、コメントについては個別にヒアリング・話し合いを
行うなど、相互理解と良好な関係の維持・改善に努めています。

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）　

1,364

662

2017

49％回収率

1,360

2013

922

68％

1,338

2015

881

66％

雇用状況 2017
社員数 1,173名
ー男性 994名
ー女性 179名
女性管理職（課長級以上） 3名
女性管理職（係長級） 16名
障がい者雇用 25名

再雇用者数 27名

ー障がい者雇用率 2.0％

中途採用者数 18名
入社３年後就業継続率 100％

復職率 100％

新規採用者数（男／女） 30名（22/8）

平均年齢 43.4歳
平均勤続年数 19.4年

時間 2,067

従業員１人あたり年間総労働時間 2017

休暇・休業制度の取得実績 2017

有給休暇取得実績 2017

配偶者出産休暇 19名

育児休業（カッコ内は男性） 24名（13名）

介護休業 1名

有給休暇日数（平均）

2015
1,235名
1,068名
167名
3名
13名
26名

21名
1.9％

2名
100％

89％

40名（30/10）

43.3歳
19.7年

 2,035
2015

2015

2015

23名

15名（2名）

0名

12.4日

2016
1,171名
1,000名
171名
3名
14名
29名

34名
2.2％

4名
97％

100％

29名（22/7）

43.3歳
19.5年

 2,030
2016

2016

2016

19名

35名（21名）

0名

12.7日 14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15日程度）や上司・産業医などと連携した業務負荷対策など、具体的な過重
労働防止策を推進します。

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）などを推進します。
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。

女性活躍推進法に基づく行動計画で立てた目標※を踏まえ、女性社員数の増加、職種・職域の拡大など、
課題解決に向けた諸施策を実施し、より「働きやすく」「働きがいのある」企業を目指します。
※目標：2020年までに女性管理職数（課長以上）を2015
　年度時点の3倍とする
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を踏まえ、仕
事と子育ての両立支援（制度の周知啓蒙、男性社員の育児
参加支援、全社員の働き方見直しなど）に取り組みます。
当社は従前からの取り組みが評価され、厚生労働大臣より
右記の認定を受けています。

2,042 1,882

2015 2016

単位：㎘（原油換算）
エネルギー使用量

1,736

2017

4,591 4,400

2015 2016
温室効果ガス排出量

単位：トン

3,724

2017

環境

調達

人財

ナショナルスタッフ研修風景

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

女性活躍推進法
「えるぼし（３段階目）」認定

（2017年～）

次世代育成支援対策推進法
「くるみん」認定
（2012年～）

Procurement

Human ResourcesEnvironment
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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。

❶事業活動のすべての面において、環境関連の法律、条令、協定などを遵守し、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。

●

●

●

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。

サプライチェーンマネジメント

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

【人財施策の方向性】

女性の活躍推進

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。
（2017年度の産業廃棄物排出量に占める直接最終処分比率は4.5％）

VE/CD（バリューエンジニアリング/コストダウン）提案における環境負荷軽減や工期短縮などのご提案も積
極的に取り入れながら、サプライチェーン全体を通じたCSR活動を推進しています。
特に、法令遵守などの観点からは、以下のようなサプライチェーンにおける啓発活動に注力しています。

当社の事業遂行に、顕著な貢献をされたお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ました。  過去２年間における、
各社の技術・品質・コスト・納期などの評価をもとに、貢献度の高いお取引先を隔年で表彰しています。

お取引先との契約約款に、建設業法、独禁法など関連法令遵守の他、反社会的勢力との関係遮断、公害防止といった、
契約当事者が果たすべき義務を明確に記載しています。
お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、隔年実施の取引先業態調査に合わせ
てCSRアンケートを行っています。アンケートには、人権侵害、社会保険加入状況といった近年の社会的要請の高ま
りを反映した項目も織り込み、注意喚起を図っています。
2014年度より隔年で、主要お取引先向けの法令遵守説明会を開催しています。  2016年度からは、より多くのお取
引先に参加いただけるよう、会場・開催頻度を増やしています。

お取引先とは、社会経済環境の認識や当社調達方針の共有を図るとともに、前述のCSRアンケートという形で、
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活動などについてお聞きし
ています。  また、各企業の事業継続上、重要度が増している事項についてお聞きすることで課題の共有化を
図りつつ、当社の調達姿勢（公平・公正・誠実な取引を行っているか）に関するコメントもいただいています。
アンケート結果はお取引先にフィードバックするとともに、コメントについては個別にヒアリング・話し合いを
行うなど、相互理解と良好な関係の維持・改善に努めています。

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）　

1,364

662

2017

49％回収率

1,360

2013

922

68％

1,338

2015

881

66％

雇用状況 2017
社員数 1,173名
ー男性 994名
ー女性 179名
女性管理職（課長級以上） 3名
女性管理職（係長級） 16名
障がい者雇用 25名

再雇用者数 27名

ー障がい者雇用率 2.0％

中途採用者数 18名
入社３年後就業継続率 100％

復職率 100％

新規採用者数（男／女） 30名（22/8）

平均年齢 43.4歳
平均勤続年数 19.4年

時間 2,067

従業員１人あたり年間総労働時間 2017

休暇・休業制度の取得実績 2017

有給休暇取得実績 2017

配偶者出産休暇 19名

育児休業（カッコ内は男性） 24名（13名）

介護休業 1名

有給休暇日数（平均）
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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15日程度）や上司・産業医などと連携した業務負荷対策など、具体的な過重
労働防止策を推進します。

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）などを推進します。
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。

女性活躍推進法に基づく行動計画で立てた目標※を踏まえ、女性社員数の増加、職種・職域の拡大など、
課題解決に向けた諸施策を実施し、より「働きやすく」「働きがいのある」企業を目指します。
※目標：2020年までに女性管理職数（課長以上）を2015
　年度時点の3倍とする
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情熱・先端
Mission-E

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、
8カ月かけて「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。
3年目となる2017年度も、中高生たちの熱戦が繰り広げられました。

2017年度は、首都圏の中学・高校の４チームが挑戦。1/250
スケールの模型の設計・試作に取り組んだ成果を、2018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、
豊島岡女子学園中学校・高等学校が総合優勝に輝きました。

2017年度は、福岡県内の高校の４チームが挑戦。中間報
告や新日鐵住金㈱八幡製鉄所見学やアクティブラーニン
グを取り入れた中間イベントなどを経て、2018年３月に
当社・北九州技術センターで最終コンテストを開催しまし
た。パソコンを工場に見たてて、パソコンの機能は維持し
たまま車を走らせたり、お湯を沸かしたりします。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、福岡県立東筑高等学校が
総合優勝に輝きました。

両プロジェクトに参加した生徒（先生※）たちの声
ものづくりの難しさや楽しさを身をもって感じることができました

総合優勝／豊島岡女子学園中学校・高等学校
技術賞／全校受賞（全校同点）
プレゼンテーション賞／昌平中学・高等学校
審査員特別賞／東京都立国分寺高等学校
　　　　　　　聖光学院中学校高等学校

総合優勝／福岡県立東筑高等学校　
技術賞／福岡県立新宮高等学校
プレゼンテーション賞／福岡県立東筑高等学校　
審査員特別賞／福岡県立小倉高等学校
Mission修了校／福岡県立戸畑高等学校

体験して、これがエンジニアリングだと教わって良かった。
体験して意味が分かるというのは人生で初めて

「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＠九州地区

「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＠関東地区

Mission

Mission

社会的課題を解決に導く１つの手段というものを
身近に感じることができました

課題をクリアするコンテストのみならず、
キャリア教育として非常に素晴らしいプログラムと感じています※

社員チームも参戦してくださることで、
生徒は普段と違う姿勢で向き合っていた。
この体験は重要※

集団で何か１つのことを取り組むことの楽しさや
大変さを知ることができました

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。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

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、
世の中の多様な方々と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

コミュニティー発展

社員へのボランティア
参加機会の提供

地球環境保全

「情熱・先端Mission-E（右ページ参照）」
中高生の職場訪問受け入れ：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」、若手社員が話をしています。   11校（2017年度）／58校（累計）
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ています。（北九州）　15校（2017年度）／44校（累計）
近隣の小学校への教育および現場見学会開催：愛知県知多郡に建
設中の「東部知多衛生組合ごみ処理施設」において、近隣の大府市
立大東小学校の6年生を対象にキャリア教育および建設現場見学会
を開催しました。
PARACUP：世界の子供たちに贈るRUN。途上国支援のチャリテ
ィーマラソンに、社員・家族12名で参加しました。

●

●

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

アフターファイブボランティア：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を大崎本社で行っています。その活動で製作し
たおもちゃや絵本は東日本大震災で被災した福島の保育園やバング
ラデシュ、カンボジアの子ども達に寄贈しました。また、活動の場を
北九州の拠点にも広げ、国内の家庭に恵まれない子どもへの支援活
動として、外貨コインの仕分けを行いました。2014年度より始まった
この取り組みへの参加者は2017年度は85名、延べ318名になりました。

地域共生型ガーデン『エンジ村』

近隣小学生による建設中の施設見学

リユースパソコンの寄贈式

平日就業後のボランティア活動

お花いっぱい大崎

社会貢献

※

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、北九州市立枝光児童館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※」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・
福祉団体にリユースパソコンを寄贈しています。50台（2014年度）、
80台（2015年度）、55台（2016年度）、63台（2017年度）

●八幡東田ウルトラ25時間駅伝大会：毎年11月に開催される北九州市
主催の当イベント。１周約800mのコースを25時間ひたすら走り続け、
襷をつなぎます。2012年度より地域交流と社員親睦を兼ねて当社グ
ループで参加しています。

「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）を障がい者
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。

まち美化活動：2014年度より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。
2017年度は２回の実施で延べ322名が参加しました。
お花いっぱい大崎：2011年度より、地元主催の「お花いっぱい大崎」
活動に参加し、年間を通じて花壇の手入れや水やりを行っています。

Social Contributions
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第三者意見
　CSRには主に２つの側面があります。
まずは事業を通じた社会的価値の創造
です。プラントや鋼構造などの事業を
通じて、どのような社会をめざすかとい
ったビジョンが重要になります。もう
１つは事業を通じて及ぼす負の影響に
対する責任です。こちらは法的な責任
のみならず、道義的な責任（社会的責任）
も含まれ、経営者の倫理観やガバナンス
が重要視されます。いずれの側面も、企
業がグローバル社会の一企業市民とし
て、どのような意思を持った存在である
かが問われます。こうした視点で2018
年度のCSR活動を振り返ってみます。
　藤原社長が志向する社会像は明確で
す。エンジニアリング会社としての存
在意義を、30年もしくは50年後を見据
えたサステナブルな産業・社会インフ
ラの実装としています。これは、短期的
な収益、あるいは短期的に消費されるも
のよりも、長期的に価値を生むもの、ま
たは長期的に社会に根付く価値創造に
焦点を当てたものといえます。
　こうしたビジネスモデルにあって、常
に時代の一歩先を行く技術革新を追求

するといった姿勢は、まさに同社の競争
力の源泉となる企業文化といえます。
時流に先駆けて課題を発見し、その課題
解決に挑戦するといった行動や、それを
許容する企業の器が重要です。
　同社はSDGs（持続可能な開発目標）
に基づき、自社事業を再整理しています。
中でも、特集にある大規模沖合養殖シス
テムや一般廃棄物溶融スラグの肥料化
などは、従来の技術の用途をずらして活
用することで新たな価値を生み、社会・
環境課題の解決に貢献できるといった
興味深い事例です。
　こうした社会・環境課題を先取的に
見極め、事業展開するまでのプロセス、
つまり人材の採用や教育、技術の事業化
までの仕組みといった、同社の競争優位
性の源泉を、いかに経営が最大化してい
るかといった情報は、ステークホルダー
が企業の持続可能な成長を見極めるう
えで重要な要素といえます。今後、こう
した点についても言及されることを期
待します。
　一方、負の影響の最小化という社会的
責任意識については、多くの企業の中の
平均的な取り組みに留まっています。
特に、社会的関心の大きい安全衛生や環
境、調達において、それなりの開示はあ

るものの、どの目標に向けて何を実施し、
その結果どういったリスクや問題が発
見されたのか、マネジメントの仕組みや
ガバナンスが機能しているのか否かの
判断材料は、ほぼ示されていません。
　どのような会社でも何らかの問題は
あります。誰もが直面しうるリスクに
日頃から備えているか。万が一の場合、
対処もしくは説明責任を果たす能力が
あるか。こうした経営力が問われます。
特に、ビジネスがグローバル化する中、
同時に多様な人材が社員またはビジネ
スパートナーとなる中、CSRの負の最
小化といった面でも世界を見据えて更
に一歩先を行く企業であって欲しいと
期待します。

牛島 慶一

EY Japan
Climate Change and
Sustainability Services Leader
Principal

※本第三者意見は、本報告書の内容をEYとして保証、認証、評価しているものではありません。
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●国内拠点

●海外拠点

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：1,173名／連結：4,702名（2018年３月31日現在）

150億円

受注高／4,020億円（国内85％、海外15％）　売上高／2,942億円（国内84％、海外16％）
経常利益／91億円　総資産／2,470億円

●財務情報（2017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　
● 下水汚泥固形燃料化システム（ジェイコンビ®）　● 土壌・地下水浄化

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
● エネルギー施設（LNG・LPG・原油受払基地、貯蔵設備）　● 水素ステーション

海洋鋼構造領域
● 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）　
● 海洋インフラ整備（沿岸開発・港湾・洋上空港・洋上風力）

建築・鋼構造領域
● 総合建築（工場・倉庫等）　● システム建築　
● 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・橋梁商品）

パイプライン領域
● 陸上パイプライン（天然ガス・石油・都市ガス等）　
● 水道施設（老朽管路の更新・更生、水管橋等）　

●事業領域会社概要
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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、2017年４月１日～2018年３月31日（2017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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01　大規模沖合養殖システム

02　CDQプラントの海外展開 03　一般廃棄物溶融スラグの肥料化


