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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

日鉄エンジニアリンググループのCSR
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　令和の時代が幕を開けました。当社
も日本製鉄グループの中核エンジニア
リング企業として、2019年４月に日鉄
エンジニアリングと社名を改め、新たな
スタートを切りました。常日頃、お世話
になっているステークホルダーの皆さま
に、この場をお借りして厚く御礼申し
上げます。

●

　2018年は、西日本豪雨や北海道胆
振東部地震など、日本国内は数多くの
災害に見舞われ、レジリエントなインフ
ラ整備の重要性を改めて感じた年であ
りました。グローバルにみても、地球
温暖化や廃プラスチックの海洋汚染問
題を始め、人類の未来を揺るがしかね
ない課題が山積しています。
　2015年に国連で採択されたSDGs
（持続可能な開発目標）や、2016年に発
効したCOP21・パリ協定に言及するま
でもなく、持続可能な社会の構築に向
けて、地球上のあらゆる国家・民族・
企業・組織が、垣根を越えて協力すべ
き時代になってきました。
　そのような中で、持続可能な社会・
産業インフラ、すなわち、災害にも強
い強靭な構造物や環境に優しいプラン

ト設備を開発・設計し、社会に実装し
ていくことこそ、エンジニアリング会社
に課せられた使命であり、存在意義だ
と私は認識しています。
　当社は2010年にCSRを立ち上げ、
安全衛生、品質、コンプライアンス、環
境、調達、人財、社会貢献の７つの基本
方針に沿って、PDCAを回してきてい
ます。災害防止や品質管理、法令遵守
などのリスクマネジメントが経営の根幹
をなすことはもちろんですが、私は
CSRに取り組む一番の意義は、この活
動を通じて、社員一人ひとりがお客様
のニーズや社会課題に対する感度を高
め、自分たちに何ができるか、どのよう
な貢献が可能かを考える機会が得られ
ることだと考えています。
　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。目の前の業務に追われ、
家と会社を往復するだけの毎日では、
世の中の動きを敏感に察知し、新たな
事業や価値を生み出していくことがで
きません。CSRのさまざまな活動を
通じて、お客様や取引先はもちろん

のこと、普段お付き合いのなかった
NPO/NGOや行政、ベンチャー企業、
中学校・高校の生徒や先生方、地域
の方々など、社外との接点を多く持ち、
対話を重ねることで、社員も刺激を受
け、多くの気づきを得ることができるの
です。

●

　変化の激しい時代において、2018
年は当社にとっても、変革の１年であ
りました。まず、エンジニアリング事業
に直結するプロジェクトマネジメント力
の強化に向けて、PMBOK※を全社的
に導入すると共に、応札時から受注、
実行、引渡までの一連のプロセスを標
準化・見える化し、リスクを網羅的か
つ体系的に管理するための専門組織
（プロジェクトマネジメントセンター）を
立ち上げました。
　また、ますます加速する世界の流れ
を踏まえ、IoTやAIを活用した事業展
開や業務改革に経営資源投入の舵を
切りました。2019年４月には、デジタル
トランスフォーメーションセンターを設
置、各職場に推進リーダーも配置し、
デジタル化の動きをより早めていきます。
　そして、私が今、何よりも大切だと考

えているのは、「人のつながり」、すな
わちアナログなコミュニケーション力の
強化です。エンジニアリングの現場は、
数百名、数千名の人々が複合的に関係
し合いながら業務を進めます。しかし、
過去の災害や品質トラブルの事例につ
いて、根本原因分析を行ってみると、
その多くがコミュニケーションミス等の
ヒューマンエラーに起因していることが
浮き彫りになってきました。そこで、社
員が積極的に縦横のコミュニケーショ
ンをとれる仕組みづくり、オープンでフ
ランクな職場・企業風土づくりのため
の施策を、全社をあげて推進していく
所存です。
　この「人のつながり」は、社内・関
係者のみならず、外部にも拡げていく
ことで、当社事業に対する多方面から
のフィードバックが期待できます。私た
ちが、グローバルな社会課題の解決に
貢献できるエンジニアリング会社であり
続けるためにも、この「アナログ×デジ

タル」力の向上に、これからも一層傾
注してまいります。

●

　今年は、持続可能な社会の構築に向
けた私たちの決意を示すべく、CSR報
告書を「サステナビリティ・レポート」
に名称変更いたしました。特集記事は、
再生可能エネルギーの代表格ともいえ
る秋田県山葵沢の地熱発電プロジェク
ト、木材と鋼材のそれぞれの特徴を高
度に組み合わせた木・鋼ハイブリッド、
シャフト炉式ガス化溶融炉による災害
廃棄物処理の３つを取り上げています。
いずれも、未来からの課題に果敢に立
ち向かうエンジニアたちの挑戦の物語
です。私たちの思いをこめた本レポー
トを是非ご高覧いただき、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。
 
※PMBOK（Project Management Body Of 
Knowledge）：プロジェクトマネジメントに関す
る知識が体系的にまとめられた国際標準

　2018年度の事業概況は、受注について

は、環境ソリューション、エネルギー、建築

部門等が堅調で、分社以降最高となった

昨年度に引き続き高水準の3,522億円とな

りました。売上は、昨年度の受注増に伴い

増加して3,567億円。事業利益は、労務費

や資機材価格高騰の影響はあるものの、

着実なプロジェクト実行管理を行い、昨年

度並みの94億円となりました。

　当社は2006年の分社独立以降、事業の

選択と集中を進めると共に、市場構造の

変化に対し機動的に対応することで、収益

力と財務基盤の強化に努めてきました。

昨今は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、IoTやAIを用いたデジタル化の推進、

東洋エンジニアリング㈱をはじめとする外

部との連携の推進等により、生産性の向

上やお客様への新たな価値提供に全力で

取り組んでおります。

　今後も、お客様の課題解決はもちろんの

こと、関係する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

持続可能な社会・産業インフラを

社会に実装することこそ

エンジニアリング会社の使命

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

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

省エネ型二酸化炭素回収設備（ESCAP®）

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

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

高知県四万十市／「協働の森」活動

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

地熱発電設備

実証試験中の大規模沖合養殖システム

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

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

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

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）

間伐を通じた森林保全活動に参加して
います

➡詳細はP7に

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。

私たち日鉄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。

日鉄エンジニアリングとSDGs
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持続可能な消費と生産の
パターンを確保する

災害ごみ処理

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

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

カンボジアの農村地帯にて

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

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

木・鋼ハイブリッド構造

「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

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

環境負荷低減、省エネ、再資源化に資する廃
棄物処理を開発・提供しています

あらゆる年齢のすべての人々の
健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

保健医療支援活動をされているNPO法人にご協力
頂き、社員がボランティアで製作した軍手のぬいぐ
るみを、乳幼児健診の受診者にプレゼントしました

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

鉄と木の強みを生かし、木質感のある
大空間を実現します

➡詳細はP21に

➡詳細はP13に➡詳細はP10に

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。
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岩手県秋田県

山形県 宮城県

花巻

一関酒田

湯沢市

山葵沢地熱発電所

世界第３位の地下熱源量を持つ日本。
クリーンな再生エネルギー確保のため、
雪深く傾斜の厳しい山岳地帯での
大型地熱発電所建設に挑む

大地の奥底から吹き出る高温の蒸気の力で、タービンを回して電気を生む地熱発電。

有効な熱源量が世界第３位の日本では、石油ショックに見舞われた1970年代以降、

開発が活発化します。私たち日鉄エンジも、1990年代までに全国各地で地熱発電

設備の建設を手がけてきました。開発の難しさなどから徐々に下火になっていた地

熱発電ですが、ここにきて再び注目を集めています。2011年の東日本大震災にお

ける電力危機や世界的なCO2排出規制を受け、クリーンな再生エネルギーとして、

その重要性が見直されているのです。秋田県湯沢市の山奥へと分け入って、まさに

未来へと続く道を切り拓いていくプロジェクト。発電出力4万6199kW、山葵沢

（わさびざわ）地熱発電所の建設における、私たちの挑戦について紹介しましょう。

❶セパレータ（気水分離器）と現場担当の
高光副所長、上濱所長、堀内プロジェクト・
マネジャー（左から）
❷パイプラインの敷設が完成した急傾斜地
❸WA生産基地と発電所全景
❹森林を通る還元熱水配管

❶

❷ ❸ ❹
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■山葵沢地熱発電所　全体配置図

二相流配管

還元熱水配管

県道
310号線

WB生産基地

WC生産基地

AB還元基地
（標高623.1ｍ）

（標高：921.0ｍ）

（標高：871.3ｍ）

カルバート工法
道路横断架構を設置せず地下
でパイプラインルートを確保

ロッククライミング工法
急傾斜地にワイヤーでショベルカーを吊し造成

推進トンネル工法
山を崩すことなく、

パイプラインルートを確保

WA生産基地
発電所

AA還元基地

地熱発電ならではの難しさ
 

　私たち日鉄エンジでは、古くから製鉄

所内で使われる電気やガス等を最適に

製造・利用するエネルギー関連のプラ

ントを設計・建設してきました。そのノ

ウハウを活かし、ガス会社や電力会社向

けのLNGプラントや大規模パイプライ

ン、お客様の工場内に発電設備を設置す

るオンサイトエネルギー供給事業をは

じめ、ここ数年はバイオマス発電や洋上

風力発電にまでフィールドを広げていま

す。地熱発電においても、開発当初から

国内の約半数の大型発電所の蒸気生産

設備を手がけ、技術を蓄積してきました。

　地熱発電所の開発は、容易なことでは

ありません。山岳部に建設するため、土

地の造成や資材の運搬などの建設費が

かさむことから、充分に発電可能な地下

資源量を有する地点を選定することが

重要となります。発電に足るだけの地下

資源が出るのかどうか、入念な調査掘削

や事前検討を経ても、実際に掘ってみる

と期待通りの結果を得られるとは限らな

い難しさがあります。

　また、発電出力や開発エリアに応じて、

さまざまな許認可取得や、景観や生態系

への影響を検証する環境アセスメント

の実施等が必要となります。さらに、地

元の方々にご理解いただくことも欠か

せません。こうした取り組みには、長い

期間を要することもあります。

　その一方で地熱発電は、設置できれば

地熱貯留層が天然のボイラーの役割を

果たすため、火力発電のように石油や天

然ガスなどの化石燃料を燃やす必要が

なく、CO2排出はほとんどありません。ま

た、熱水を地中に戻し蒸気として繰り返し

取り出せることから再生可能エネルギー

に位置付けられ、このクリーンで安定的

な発電方法に、国は再び注目したのです。

　2012年の「固定価格買取制度」適用

に始まり、2014年の「第４次エネルギ

ー基本計画」においては、2030年度ま

でに地熱による発電量を約３倍に拡大

する目標も設定されました。こうした

時代の流れも踏まえ、翌2015年、23年

ぶりの大型地熱発電となる、山葵沢地熱

発電所の建設が決まりました。

　山葵沢地熱発電所のエネルギー源は、

地下1500～2000mに位置する地熱貯留

層です。まず、280～290℃という、極め

て高温の地熱流体を生産井と呼ばれる

井戸から採り出します。流体には蒸気

だけでなく熱水も含まれていて、二相状

態のままパイプラインでセパレータ（気

水分離器）へと導いて分離します。蒸気

はタービン発電機に送り出し、熱水は最

終的に還元井という井戸に送られ、再び

地中へと戻します。

　私たち日鉄エンジは、この発電所の肝

となるセパレータと、生産井と還元井と

を繋ぐパイプラインからなる蒸気生産

設備の設計・製作・建設を手がけました。

これらに必要となるプロセス・機器・配

管・電気・計装・土木といった技術は、

いずれも地熱発電の草創期から先輩エン

ジニアたちが検討し実験を重ねて蓄積し

てきた、さまざまな知見・ノウハウに基

づいています。

豪雪の山岳地での工事は、
まるで“土木のデパート”

　山葵沢の山深い現場の地形と同様に、

建設工事の歩みはけっして平坦ではあ

りませんでした。

　パイプラインは、熱水を戻す際の地下

への影響を考慮し、蒸気生産設備から還

元井までの距離を約２km確保する計画

とし、凍結防止のため、流れが途中で滞

らないように高低差300ｍの全区間を下

り勾配にしています。そのことで、工事

のハードルは極めて高くなりました。

　もっとも難工事となったのは、高低差

90m・斜度45度というまさにスキーの

ジャンプ台のような急勾配の区間です。

まず、ショベルカーをワイヤーで吊して

土地を造成し、次に索道でパイプを吊り

ながら搬入し、急斜面上で順に溶接して

いく難易度の高い工法に挑みました。

この工法には、グループ会社・日鉄パイ

プライン＆エンジニアリングが持つ高い

技術力が活かされています。

「それ以外にもカルバート、橋梁や推進

工法、雪崩や軟弱地盤対策等、あらゆる

土木工事のデパートのような現場でし

た」と、現場を指揮した上濱所長は振り

返ります。

　また、環境との調和についても、小川

や沼には希少生物などが生息している

ため、泥水が漏れるのを徹底して防いだ

り、野鳥たちが赤やオレンジの警戒色を

嫌うことに配慮して、クレーンなどの重

機を青いシートでラッピングするなど、

細心の注意を払いました。

総勢300名での工事を経て、
いよいよ試運転へ

　豪雪地帯であるため、12月から５月

までは道路が閉ざされ、現場作業が原則

できません。工事期間の短さと現場へ

の道路は１本しかないという制約の中、

気象条件に応じて他社の工事状況を確

認しつつ、臨機応変かつ綿密に工事計画

を組み直し、少しでも効率よく工事を進

められるようにさまざまな知恵を絞っ

ていきました。山の上にある現場には

資材を置く空きスペースも少ないため、

麓に仮置き場を確保してジャストイン

タイム方式で搬入し

ましたが、地元や観

光客の車に配慮し、

日の出とともに搬入

作業を行った日も少

なくありません。

　さらに現場は敷地

15万7000㎡と広範

囲で、しかも携帯電

話はつながりません。

無線を駆使しながら、

約300人のスタッフ全員の安全をいかに

守り抜き、工期通りに進めていくか。現

場管理においても、非常に難易度の高い

工事でした。

　熱中症対策や現場環境の整備はもち

ろんのこと、挨拶や明るい声掛けの徹底、

ときにはバーベキュー大会なども開催

して親睦を深めながら、皆で一丸となっ

て工程を進めていきます。こうして、積

雪により１年の半分しか作業のできな

い環境の中、様々な工夫をしながら足か

け４年に及んだ工事を無事に乗り切り

建設を完遂しました。

　そして2019年の１月、いよいよ試運転

を迎えます。標高870mの現場は、４～

５m超もの積雪に覆われています。中央

制御室で指示を出しつつ、実際にパイプ

ラインの途中にあるバルブまで除雪しな

がら寄りついて確認し、凍結している場

合は温めてから、１つ１つ動きをチェッ

クしていきます。こうして昼夜にわたり厳

しい環境と戦いながら、膨大な数の試験

を重ねることで仕様通りに蒸気を供給

できることを確認し、計画期日となる５

月20日、遂に営業運転が開始されました。

　営業担当の井上はこう語ります。

「山葵沢地熱発電

所は、日本のエネ

ルギー政策が大き

くシフトしていく

中で、象徴的なプ

ロジェクトとなりました。第５次エネ

ルギー基本計画においても、地熱発電は

“長期安定的な電源の一翼を担う存在”

とされ、さらに期待が高まっています。

私たちはこれまで蓄積してきた知見を

活かし、世界に誇る日本の地下資源を活

用したエネルギー開発に、これからも貢

献していきます」
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C u s t o m e r ' s  V o i c e

　湯沢地熱㈱は長年地熱事業に携わってきた
電源開発㈱、三菱マテリアル㈱、三菱ガス化
学㈱の３社が出資して設立した会社です。建
設には、生産井・還元井の掘削において想定
通りの結果が得られるかといった地熱開発特
有の難しさに加え、“豪雪地帯の山岳部に位置
する発電所を、いかに安全・工期・コストを
守って建設するか”という課題がありました。
　御社にお願いしたのは蒸気・生産設備およ
び基地内外のパイプライン敷設でしたが、着
工直後から周到に準備され、推進・カルバー
ト・橋梁・スキーのジャンプ台のような急傾

斜部でのロッククライミング工法等さまざま
な技術を駆使されました。細心の注意を払い
ながら工事を進め、ほぼ工程通りに完工くだ
さった真摯な取り組みに対して、このたび感
謝状を贈呈させていただきました。
　着工から完成まで４年。時にはそれぞれの
立場から意見をぶつけあう場面もありました
が、その根底には双方に「地熱発電復活のシ
ンボルとして予定した運転開始に必ず間に合
わせる」という共通した強い信念がありまし
た。私にとっても降雪時期を気にしながら工
程を調整したことや、試運転時に積雪４～５
ｍの厳寒の中で昼夜問わず立上げ準備を進め、
無事に各設備が性能を発揮して定格出力４万
6199kWが出たことを共に喜びあったことは

良い思い出です。
　国内に豊富な資源を有する地熱発電は、長
期安定的な再生可能エネルギーとして今後の
利用拡大が期待されています。そのためには、
地域や自然と共生しながら秩序ある開発を進
めていくことが重要であり、これまで長年経
験を積み重ねた御社には、これからもその一
翼を担っていただくことを期待します。

湯沢地熱株式会社
取締役副社長 
　
三菱マテリアル株式会社
環境・エネルギー事業本部
エネルギー事業部長補佐

地熱開発のパートナーとして、
感謝状をお贈りいたしました。

北尾浩治様

地熱発電ならではの難しさ
 

　私たち日鉄エンジでは、古くから製鉄

所内で使われる電気やガス等を最適に

製造・利用するエネルギー関連のプラ

ントを設計・建設してきました。そのノ

ウハウを活かし、ガス会社や電力会社向

けのLNGプラントや大規模パイプライ

ン、お客様の工場内に発電設備を設置す

るオンサイトエネルギー供給事業をは

じめ、ここ数年はバイオマス発電や洋上

風力発電にまでフィールドを広げていま

す。地熱発電においても、開発当初から

国内の約半数の大型発電所の蒸気生産

設備を手がけ、技術を蓄積してきました。

　地熱発電所の開発は、容易なことでは

ありません。山岳部に建設するため、土

地の造成や資材の運搬などの建設費が

かさむことから、充分に発電可能な地下

資源量を有する地点を選定することが

重要となります。発電に足るだけの地下

資源が出るのかどうか、入念な調査掘削

や事前検討を経ても、実際に掘ってみる

と期待通りの結果を得られるとは限らな

い難しさがあります。

　また、発電出力や開発エリアに応じて、

さまざまな許認可取得や、景観や生態系

への影響を検証する環境アセスメント

の実施等が必要となります。さらに、地

元の方々にご理解いただくことも欠か

せません。こうした取り組みには、長い

期間を要することもあります。

　その一方で地熱発電は、設置できれば

地熱貯留層が天然のボイラーの役割を

果たすため、火力発電のように石油や天

然ガスなどの化石燃料を燃やす必要が

なく、CO2排出はほとんどありません。ま

た、熱水を地中に戻し蒸気として繰り返し

取り出せることから再生可能エネルギー

に位置付けられ、このクリーンで安定的

な発電方法に、国は再び注目したのです。

　2012年の「固定価格買取制度」適用

に始まり、2014年の「第４次エネルギ

ー基本計画」においては、2030年度ま

でに地熱による発電量を約３倍に拡大

する目標も設定されました。こうした

時代の流れも踏まえ、翌2015年、23年

ぶりの大型地熱発電となる、山葵沢地熱

発電所の建設が決まりました。

　山葵沢地熱発電所のエネルギー源は、

地下1500～2000mに位置する地熱貯留

層です。まず、280～290℃という、極め

て高温の地熱流体を生産井と呼ばれる

井戸から採り出します。流体には蒸気

だけでなく熱水も含まれていて、二相状

態のままパイプラインでセパレータ（気

水分離器）へと導いて分離します。蒸気

はタービン発電機に送り出し、熱水は最

終的に還元井という井戸に送られ、再び

地中へと戻します。

　私たち日鉄エンジは、この発電所の肝

となるセパレータと、生産井と還元井と

を繋ぐパイプラインからなる蒸気生産

設備の設計・製作・建設を手がけました。

これらに必要となるプロセス・機器・配

管・電気・計装・土木といった技術は、

いずれも地熱発電の草創期から先輩エン

ジニアたちが検討し実験を重ねて蓄積し

てきた、さまざまな知見・ノウハウに基

づいています。

豪雪の山岳地での工事は、
まるで“土木のデパート”

　山葵沢の山深い現場の地形と同様に、

建設工事の歩みはけっして平坦ではあ

りませんでした。

　パイプラインは、熱水を戻す際の地下

への影響を考慮し、蒸気生産設備から還

元井までの距離を約２km確保する計画

とし、凍結防止のため、流れが途中で滞

らないように高低差300ｍの全区間を下

り勾配にしています。そのことで、工事

のハードルは極めて高くなりました。

　もっとも難工事となったのは、高低差

90m・斜度45度というまさにスキーの

ジャンプ台のような急勾配の区間です。

まず、ショベルカーをワイヤーで吊して

土地を造成し、次に索道でパイプを吊り

ながら搬入し、急斜面上で順に溶接して

いく難易度の高い工法に挑みました。

この工法には、グループ会社・日鉄パイ

プライン＆エンジニアリングが持つ高い

技術力が活かされています。

「それ以外にもカルバート、橋梁や推進

工法、雪崩や軟弱地盤対策等、あらゆる

土木工事のデパートのような現場でし

た」と、現場を指揮した上濱所長は振り

返ります。

　また、環境との調和についても、小川

や沼には希少生物などが生息している

ため、泥水が漏れるのを徹底して防いだ

り、野鳥たちが赤やオレンジの警戒色を

嫌うことに配慮して、クレーンなどの重

機を青いシートでラッピングするなど、

細心の注意を払いました。

総勢300名での工事を経て、
いよいよ試運転へ

　豪雪地帯であるため、12月から５月

までは道路が閉ざされ、現場作業が原則

できません。工事期間の短さと現場へ

の道路は１本しかないという制約の中、

気象条件に応じて他社の工事状況を確

認しつつ、臨機応変かつ綿密に工事計画

を組み直し、少しでも効率よく工事を進

められるようにさまざまな知恵を絞っ

ていきました。山の上にある現場には

資材を置く空きスペースも少ないため、

麓に仮置き場を確保してジャストイン

タイム方式で搬入し

ましたが、地元や観

光客の車に配慮し、

日の出とともに搬入

作業を行った日も少

なくありません。

　さらに現場は敷地

15万7000㎡と広範

囲で、しかも携帯電

話はつながりません。

無線を駆使しながら、

約300人のスタッフ全員の安全をいかに

守り抜き、工期通りに進めていくか。現

場管理においても、非常に難易度の高い

工事でした。

　熱中症対策や現場環境の整備はもち

ろんのこと、挨拶や明るい声掛けの徹底、

ときにはバーベキュー大会なども開催

して親睦を深めながら、皆で一丸となっ

て工程を進めていきます。こうして、積

雪により１年の半分しか作業のできな

い環境の中、様々な工夫をしながら足か

け４年に及んだ工事を無事に乗り切り

建設を完遂しました。

　そして2019年の１月、いよいよ試運転

を迎えます。標高870mの現場は、４～

５m超もの積雪に覆われています。中央

制御室で指示を出しつつ、実際にパイプ

ラインの途中にあるバルブまで除雪しな

がら寄りついて確認し、凍結している場

合は温めてから、１つ１つ動きをチェッ

クしていきます。こうして昼夜にわたり厳

しい環境と戦いながら、膨大な数の試験

を重ねることで仕様通りに蒸気を供給

できることを確認し、計画期日となる５

月20日、遂に営業運転が開始されました。

　営業担当の井上はこう語ります。

「山葵沢地熱発電

所は、日本のエネ

ルギー政策が大き

くシフトしていく

中で、象徴的なプ

ロジェクトとなりました。第５次エネ

ルギー基本計画においても、地熱発電は

“長期安定的な電源の一翼を担う存在”

とされ、さらに期待が高まっています。

私たちはこれまで蓄積してきた知見を

活かし、世界に誇る日本の地下資源を活

用したエネルギー開発に、これからも貢

献していきます」

セパレータ
（気水分離器）

二相流配管

熱水還元配管

蒸気タービン/
発電機

熱水タンク

デミスタ

生産井

還元井

熱水ピット

フラッシュ
サイレンサ

ダブルフラッシャ

冷却塔復水器

【蒸気生産・還元設備】

【発電所】

当社範囲 客先範囲

客先範囲

■設備フロー図
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S u s t a i n a b i l i t y   P r o j e c t   R e p o r t   0 2  │  大空間建築と森林を支える木・鋼ハイブリッド部材の開発

木の温かさ×鉄の強靱さ。
ハイブリッドな新構造部材で、
大空間建築の可能性の拡大と、
わが国の森林資源継承を支える

北から南まで山脈が貫き、国土の約７割を森林が占める日本。小規模な住宅だ

けでなく、世界最古の現存木造建築といわれる法隆寺や、世界最大の木造軸組

建築の東大寺大仏殿など、世界に冠たる木造文化を持つ国です。明治以降、大

規模建築物の主流は、西洋から導入された鉄やコンクリートへと移っていきまし

た。そんな中、環境問題への配慮や、戦後に植樹された国産木材の有効利用、

森林の活性化といった観点から、未来につながる国産木材の積極活用が求めら

れています。そこで、私たちが開発したのが、〈木・鋼ハイブリッド部材〉です。

鉄という素材と組み合わせることで、木質材料特有の弱点を補完しながら、木材

の意匠性や温かさを生かしていく̶。その新たな可能性について紹介しましょう。

❶秋葉山公園県民水泳場／和歌山県
和歌山市（2013年竣工）
❷栃木県新武道館／栃木県宇都宮市
（2019年竣工）
❸高輪ゲートウェイ駅／東京都港区
（2020年竣工予定）
❹新潟市食育・花育センター／新潟
県新潟市（2011年竣工）／写真提
供：鋼構造出版

❶

❷ ❸ ❹
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エンジニアリング会社ならではの、
建築との関わり方を求めて
 

　鉄という素材をいかに世の中の役に

立てていくか。このテーマは、製鉄会社

にルーツを持つ私たちが、建築事業をス

タートしたときから現在にいたるまで

変わっていません。

　私たちの事業には３つの大きな柱が

あります。大型物流倉庫や旅客機格納

庫などを得意とする総合建築部門、地震

の揺れから建物を守る免震・制振デバ

イス部門、そして、今回紹介する特殊鉄

構部門です。特殊鉄構の主な実績とし

ては、羽田空港ターミナル、さいたまス

ーパーアリーナ、東京スカイツリーなど

の他、ワールドカップや五輪関連の競技

場などがあります。

　これらはすべて、巨大な空間を支える

鉄骨構造自体をそのままデザインとし

て見せているのが特徴です。魅力ある

空間を作ろうとするほど、その分だけ構

造設計も鉄骨製作も現場施工も難易度

が高くなります。私たちは数々のプロ

ジェクト実績を重ねながら、技術力の蓄

積と向上を図ってきました。

　木・鋼ハイブリットの技術に挑むき

っかけとなったのは、1997年に発効し

た京都議定書における、森林の地球温暖

化防止への貢献に関する指針でした。

地球温暖化を防ぐという命題と、
木を大空間建築物の構造部材に
するための課題

　光合成によるCO2の吸収量を維持する

ためには、適時適切に間伐などの整備を

行い、森林を健全に保つことが求められ

ます。他の住宅資材と比べて、製造時の

CO2放出量が少なく、施工後も吸収した

CO2を炭素として貯蔵し続けるのが木材

の特徴です。国産木材の使用量を増加

させ、長く利用していくことにより、炭

素貯蔵量が増加し、地球温暖化対策につ

ながります。

　こうした背景もあり、“木材を大空間建

築の梁や柱等の構造部材に使いたい”と

いうニーズが高まってきました。

　ところが、国産材の５割以上を占める

スギは、木材の中では実は構造的に強く

なく、経年によって徐々に歪みやたわみ

が生じていくクリープ現象や、柱・梁の

接合部での力の伝達が難しいといった

使用上の課題もあります。また、天然の

素材であるがゆえの品質のばらつきも、

設計者に二の足を踏ませる一因となっ

ていました。

　そこで、私たちはこう考えました。強

靱な鉄と木材を組み合わせてみたらど

うだろう̶。

短所を長所で補完し合い、
いかに一体化させられるか

　こうして開発に着手した木・鋼ハイブ

リッド部材は、鋼板の両側を木材（集成

材）でサンドイッチ状に挟み込み、所定間

隔のボルト接合によって一体化させた

もので、いたってシンプルな構成です。

　厚さ16～28mm程度の鋼板を採用し、

すっきりさと軽さを実現すると同時に、

鉄特有の強さも発揮し、接合部の力の伝

達もスムースとなり、クリープ現象も発

生しません。鋼板には、下敷きを両手に

挟んで押すとペコンとたわむように、圧

縮による座屈現象が発生する弱さがあ

りますが、それを防ぐ役割を挟み込んで

いる木材が果たします。つまり、お互い

の短所を長所で補い合いながら、木の質

感を持つ構造部材をつくる、という開発

コンセプトです。

　もっとも苦労したのは、鋼板と木材と

を容易かつ、がたつきを少なく一体化さ

せることでした。

　開発当初は、シアリング方式（下図❶）

を試してみました。ところが、鋼管を輪

切りにしたシアリングの溶接による鋼

板の歪みで、無視できない精度誤差が生

じ、その誤差を吸収するクリアランス

（隙間）を設けざるをえません。シアリ

ングと集成材の間の応力は支圧によっ

て伝達されるため、複合効果を低減させ

てしまいます。これを考慮した設計耐

力評価を行う必要がありました。その

解決手段としてエンジニアは考えました。

 「鉄骨構造では一般的な、高力ボルト摩

擦接合を応用できないだろうか」　

　この方法では、直径50mmの丸鋼に孔

明け加工をしたコネクタを、集成材の孔

に挿入します（下図❷）。その後、コネ

クタ部を高力ボルトで摩擦接合し、鋼板

と集成材を一体化させます。

　コネクタは集成材に隙間なく圧入さ

れているため、この部分でガタによる変

形が生じることはありません。また、コ

ネクタおよび鋼板のボルト孔径は、ボル

ト径＋２mm としているため、この部分

で精度誤差を吸収しながら、摩擦によっ

て滑りのない接合が可能となります。

このように、鋼板と集成材の接合部での

変形を小さくし、その一体性を高めるこ

とによって優れた複合効果を得ること

ができる方法を私たちは考案しました。

鉄のエンジニアたちが挑む
有機的な「木」という素材

　製品化に向けて、自社の研究所や東工

大実験施設で得られた実験データを検

証して、鉄ではなく木材の計算規準に則

る耐力評価式を考案し、各案件の設計に

適用してきました。というのも、木材の

設計規準には湿潤状態や燃え代の設定

など、鉄にはないパラメーターが数多く

あります。その分だけ、さまざまな使用

環境に対する設計適応性が高いと考え

たのです。

　木材の部分は、スギ・マツの集成材を

用いて、品質のばらつきという弱点を補

うと同時に、剛性や耐力を効果的に確保

しました。

　開発担当の富本はこう語ります。

「今回の開発は、新

商品による事業拡大

という“社業”貢献に

“社会”貢献を加えた、

大きなやりがいが感

じられるミッションでした」

　2010年に、「公共建築物等における木

材の利用の促進に関する法律」が施行さ

れて以降、学校や運動施設における木材

利用がいっそう後押しされています。

私たちが木・鋼ハイブリッド部材の供

給や施工を手がけた案件は、既に14件

になりました。秋葉山公園県民水泳場

（10ページ写真①）においては、60m級

という大空間構造を実現しています。

　今後においては、集成材の製作にあた

って、森林認証制度※に準拠する木材の

採用が考えられます。本制度に則れば、

消費者は認証ラベルの貼られた木材・

木材製品の購買を通じて、生物多様性の

保全や持続可能な森林経営を支援する

ことになります。

　この新しい部材の誕生によって、木材

独特の質感を表現しつつ、安定した強

度・剛性を確保することが可能となり、

設計の自由度が広がりました。同時に、

国産木材の地産地消の取り組みや環境

問題への配慮など、社会的な課題にも応

えることができます。未来へ向けた新

しい構造材としての大きな可能性を秘

めた木・鋼ハイブリッドの技術を、私た

ちはより広めていきたいと考えてます。

❶シアリング方式
（在来型）

❷摩擦コネクタ方式
（新たに考案）

中心鋼板（軸力を負担）

スギ集成材
（座屈拘束+軸力を負担）

高力ボルト
（コネクタと鋼板を摩擦接合）

コネクタ
（木と鋼を一体化）

■木・鋼ハイブリッド部材の一体化技術
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P a r t n e r ’ s  V o i c e

　東京工業大学教授の竹内徹先生（元新日本
製鐵）と一緒に2002年に木・鋼ハイブリッ
ド部材の研究を開始しました。類似の研究
は既に行われていましたが、木で鋼をサンド
イッチするときに接着剤を用いているもので
した。我々のチームは環境にやさしいものと
いうことで、乾式工法にこだわり、最終的に
現在の形の木・鋼ハイブリッド部材になり
ました。
　私が連名の論文だけでも、日本建築学会構
造系論文集に４編、構造工学論文集に１編、
建築学会大会学術講演梗概集に20編を発表

してきており、データの裏付けのしっかりし
た木・鋼ハイブリッド部材となりました。
　芯材である薄い鋼板を座屈補剛して軸力
材として用いるには、BRB※1のように補剛材
に一切軸力が流れずに、芯材が座屈するのを
拘束するのが理想です。しかしながら、木の
繊維直角方向は非常にやわらかく、芯材の座
屈をBRBのように拘束するのは難しいので、
木にもある程度軸力を負担してもらう必要
があります。とはいえ、あまりにも大きな軸
力を負担させた上で、芯材の座屈補剛まで木
にお願いするのは酷ですので、木に程よい軸

力負担をさせることが必要です。木の繊維
方向のヤング係数※2と鋼のそれが1：20～30
と大きく異なることが、これを実現するのに
非常に役立っています。
　この研究の始まりが縁で、現在は日鉄エン
ジニアリング・竹内先生・設計事務所とと
もに木・鋼ハイブリッド部材のさらなる研
究を進めております。

接着剤を使用しない、環境にやさしい一体化にこだわりました。

東京工業大学
環境・社会理工学院
建築学系

坂田弘安教授

※1：座屈拘束ブレース（Buckling Restrained Brace）。ブレースは筋交いのこと ※2：材料の固さを表す指標の１つ。弾性係数ともいう

エンジニアリング会社ならではの、
建築との関わり方を求めて
 

　鉄という素材をいかに世の中の役に

立てていくか。このテーマは、製鉄会社

にルーツを持つ私たちが、建築事業をス

タートしたときから現在にいたるまで

変わっていません。

　私たちの事業には３つの大きな柱が

あります。大型物流倉庫や旅客機格納

庫などを得意とする総合建築部門、地震

の揺れから建物を守る免震・制振デバ

イス部門、そして、今回紹介する特殊鉄

構部門です。特殊鉄構の主な実績とし

ては、羽田空港ターミナル、さいたまス

ーパーアリーナ、東京スカイツリーなど

の他、ワールドカップや五輪関連の競技

場などがあります。

　これらはすべて、巨大な空間を支える

鉄骨構造自体をそのままデザインとし

て見せているのが特徴です。魅力ある

空間を作ろうとするほど、その分だけ構

造設計も鉄骨製作も現場施工も難易度

が高くなります。私たちは数々のプロ

ジェクト実績を重ねながら、技術力の蓄

積と向上を図ってきました。

　木・鋼ハイブリットの技術に挑むき

っかけとなったのは、1997年に発効し

た京都議定書における、森林の地球温暖

化防止への貢献に関する指針でした。

地球温暖化を防ぐという命題と、
木を大空間建築物の構造部材に
するための課題

　光合成によるCO2の吸収量を維持する

ためには、適時適切に間伐などの整備を

行い、森林を健全に保つことが求められ

ます。他の住宅資材と比べて、製造時の

CO2放出量が少なく、施工後も吸収した

CO2を炭素として貯蔵し続けるのが木材

の特徴です。国産木材の使用量を増加

させ、長く利用していくことにより、炭

素貯蔵量が増加し、地球温暖化対策につ

ながります。

　こうした背景もあり、“木材を大空間建

築の梁や柱等の構造部材に使いたい”と

いうニーズが高まってきました。

　ところが、国産材の５割以上を占める

スギは、木材の中では実は構造的に強く

なく、経年によって徐々に歪みやたわみ

が生じていくクリープ現象や、柱・梁の

接合部での力の伝達が難しいといった

使用上の課題もあります。また、天然の

素材であるがゆえの品質のばらつきも、

設計者に二の足を踏ませる一因となっ

ていました。

　そこで、私たちはこう考えました。強

靱な鉄と木材を組み合わせてみたらど

うだろう̶。

短所を長所で補完し合い、
いかに一体化させられるか

　こうして開発に着手した木・鋼ハイブ

リッド部材は、鋼板の両側を木材（集成

材）でサンドイッチ状に挟み込み、所定間

隔のボルト接合によって一体化させた

もので、いたってシンプルな構成です。

　厚さ16～28mm程度の鋼板を採用し、

すっきりさと軽さを実現すると同時に、

鉄特有の強さも発揮し、接合部の力の伝

達もスムースとなり、クリープ現象も発

生しません。鋼板には、下敷きを両手に

挟んで押すとペコンとたわむように、圧

縮による座屈現象が発生する弱さがあ

りますが、それを防ぐ役割を挟み込んで

いる木材が果たします。つまり、お互い

の短所を長所で補い合いながら、木の質

感を持つ構造部材をつくる、という開発

コンセプトです。

　もっとも苦労したのは、鋼板と木材と

を容易かつ、がたつきを少なく一体化さ

せることでした。

　開発当初は、シアリング方式（下図❶）

を試してみました。ところが、鋼管を輪

切りにしたシアリングの溶接による鋼

板の歪みで、無視できない精度誤差が生

じ、その誤差を吸収するクリアランス

（隙間）を設けざるをえません。シアリ

ングと集成材の間の応力は支圧によっ

て伝達されるため、複合効果を低減させ

てしまいます。これを考慮した設計耐

力評価を行う必要がありました。その

解決手段としてエンジニアは考えました。

 「鉄骨構造では一般的な、高力ボルト摩

擦接合を応用できないだろうか」　

　この方法では、直径50mmの丸鋼に孔

明け加工をしたコネクタを、集成材の孔

に挿入します（下図❷）。その後、コネ

クタ部を高力ボルトで摩擦接合し、鋼板

と集成材を一体化させます。

　コネクタは集成材に隙間なく圧入さ

れているため、この部分でガタによる変

形が生じることはありません。また、コ

ネクタおよび鋼板のボルト孔径は、ボル

ト径＋２mm としているため、この部分

で精度誤差を吸収しながら、摩擦によっ

て滑りのない接合が可能となります。

このように、鋼板と集成材の接合部での

変形を小さくし、その一体性を高めるこ

とによって優れた複合効果を得ること

ができる方法を私たちは考案しました。

鉄のエンジニアたちが挑む
有機的な「木」という素材

　製品化に向けて、自社の研究所や東工

大実験施設で得られた実験データを検

証して、鉄ではなく木材の計算規準に則

る耐力評価式を考案し、各案件の設計に

適用してきました。というのも、木材の

設計規準には湿潤状態や燃え代の設定

など、鉄にはないパラメーターが数多く

あります。その分だけ、さまざまな使用

環境に対する設計適応性が高いと考え

たのです。

　木材の部分は、スギ・マツの集成材を

用いて、品質のばらつきという弱点を補

うと同時に、剛性や耐力を効果的に確保

しました。

　開発担当の富本はこう語ります。

「今回の開発は、新

商品による事業拡大

という“社業”貢献に

“社会”貢献を加えた、

大きなやりがいが感

じられるミッションでした」

　2010年に、「公共建築物等における木

材の利用の促進に関する法律」が施行さ

れて以降、学校や運動施設における木材

利用がいっそう後押しされています。

私たちが木・鋼ハイブリッド部材の供

給や施工を手がけた案件は、既に14件

になりました。秋葉山公園県民水泳場

（10ページ写真①）においては、60m級

という大空間構造を実現しています。

　今後においては、集成材の製作にあた

って、森林認証制度※に準拠する木材の

採用が考えられます。本制度に則れば、

消費者は認証ラベルの貼られた木材・

木材製品の購買を通じて、生物多様性の

保全や持続可能な森林経営を支援する

ことになります。

　この新しい部材の誕生によって、木材

独特の質感を表現しつつ、安定した強

度・剛性を確保することが可能となり、

設計の自由度が広がりました。同時に、

国産木材の地産地消の取り組みや環境

問題への配慮など、社会的な課題にも応

えることができます。未来へ向けた新

しい構造材としての大きな可能性を秘

めた木・鋼ハイブリッドの技術を、私た

ちはより広めていきたいと考えてます。

※持続可能な森林経営が行われていることを第三者機関が認証する制度

木の端からはみ出した鉄骨部でボルト接合することにより、従来の鉄骨と同様の施工が可能である

軸圧縮実験

等曲げ実験 要素実験

軸圧縮実験

等曲げ実験 要素実験

さまざまな実験により、接合方式の違
いによる複合効果の差が明らかになっ
ていった
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多くの自然災害に見舞われた2018年。
地震や水害の被災地が、
より早く元の生活を取り戻すために。
災害ごみを安全・確実に処理する技術

地震や台風や豪雨など、自然災害は後を絶ちません。毎年のように全国各地で、家屋や道路の倒壊

や半壊や浸水などの被害が報告されています。復興のために欠かせないのは電気・ガス・水道といった

ライフラインの速やかな復旧ですが、「ごみ処理」の施設もインフラとして非常に重要です。私たち日鉄

エンジでは、製鉄の技術を生かしたシャフト炉式ガス化溶融炉を用いて、ごみを燃やすのでなく溶かし

て処理するプロセスを確立し、全国約40箇所のごみ処理施設を建設してきました。シャフト炉式ガス化

溶融炉は、木材、プラ、金物などあらゆる材質の廃棄物が土や泥に混ざった災害ごみを安全・確実に

処理できるため、災害復興には欠かせない存在です。被災した状況のなかで、一度に大量に発生した

ごみを、いかに速やかに収集して処理していくのか。2018年の大阪北部地震における茨木市と、同年

の西日本豪雨における福岡県飯塚市の２つのケースで、その現場での取り組みを紹介していきましょう。

❶仮置場に運び込まれ
た災害ごみ。木材、プラ、
金物などあらゆる材質の
ごみが土や泥に混ざった
状態で運び込まれる
❷茨木市環境衛生セン
ター中央制御室とNSES
の垰本所長
❸飯塚市クリーンセンタ
ーのごみピットに運び込
まれる災害ごみ
❹飯塚市クリーンセンタ
ーNSESの池永所長

❶

❷ ❸ ❹
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C u s t o m e r ' s  V o i c e

　飯塚市では、過去に何度も大きな豪雨災害
を経験しています。これを受けて市は、河川
整備計画を進めてきました。今回の西日本
豪雨において、飯塚市の被害が比較的抑えら
れたのは、そうした過去の教訓から学んだこ

とも1つの要因だと思います。また、飯塚市
クリーンセンターでは、熊本地震の際にも災
害ごみを受け入れています。その経験も、今
回のごみ処理に生かされました。
　これはクリーセンターの力だけでできた
ことではありません。西日本豪雨の際、飯塚
市の災害ごみの約７割は民間業者の協力に
よって集められました。また、仮置場の設置
にあたっても、駐車場と公園を囲む住宅地
10地区の自治会長さんたち全員が快く使用
を了承してくださいました。こうした地域
社会との繋がりがあってこそ、いざというと
きに強い力となることを、あらためて感じさ

せられました。
　「1日でも早く生活を立て直していただく
ため、市内の災害ごみは仮置場にとにかく一
旦集めていく。処理はあとからどうにでも
なる」。こうしたスタンスを貫けたのは、ど
んなごみでも溶かすことのできるシャフト
炉式ガス化溶融炉への信頼があってこその
ことです。これからも運営を任せている
NSESさんと共に、ごみ処理という市民生活
の基盤を守り続けていきたいと考えます。

飯塚市役所市民環境部環境対策課
鐘ヶ江孝二様

過去の教訓を生かしながら、地域社会やNSESとの連携を強めて

飯塚市市民環境部の皆さん。左から２番目が鐘ヶ江様

磁選機
5mm篩
整粒機

スラグ

水砕処理設備

ごみクレーン

排ガス処置
エネルギー
回収プロセス

再資源化

埋立処分場へ

● 稲作用肥料
● アスファルト原料
● グラウンド排水改善
…など

クリーンセンター■災害ごみ処理プロセス図（飯塚市）

被災地から災害ごみ
が持ち込まれる

メタル

シ
ャ
フ
ト
炉
式

ガ
ス
化
溶
融
炉

トラックスケール（計量器）
収集されてきたごみを、入場時に自動
的に計量・記録し、集計管理します

災害ごみは仮置場で大まか
な分別や破砕を行ったあと、
クリーンセンターに運ばれる

ごみクレーン運転室

ごみはいった
ん貯留され、ご
みクレーンによ
り撹拌処理し、
炉内に投入

プラットフォーム
計量されたごみはごみ
ピットに投入

ごみピット

シャフト炉式ガス化
溶融炉
炉内に投入されたごみは
溶融炉内で高温溶融処理
され、ガスは燃焼室へ。
不燃物は炉底部で溶融物
となって出湯口より定期
的に出滓します

集じん灰無害化処理を
施し埋立処分へ

災害ごみ仮置場

茨木市と飯塚市での自然災害。
まずは速やかにごみを集める
 

　大阪北部地震が発生したのは、2018

年６月18日のことです。人的被害のほか、

一部損壊も含めた住宅被害は55,000棟

以上におよびました。震度６弱を観測

した大阪府茨木市では、神社の門が倒壊

したり住宅の外壁や瓦が落下したりし

て、道路が塞がれます。

　西日本豪雨が発生したのは、翌７月の

ことです。福岡県内では６日の17時に

特別警報が発令され、飯塚市では市内を

横切る遠賀川が危険水域に達した18時

に、市長からの避難を促すメッセージが

発信されます。８日になって注意報が

解除されると、浸水した家電品やタンス

や畳などが市内のあちらこちらに置か

れるようになりました。

　このような時、行政は一刻も早く市民

生活を平常へと戻さなくてはなりませ

ん。そのためには、災害ごみを速やかに

市内から撤去する必要があります。交

通の妨げにもなり、臭いや埃を発生して

衛生的な問題も生じる上、いつまでも放

置されている災害ごみは、被災者の気持

ちを滅入らせてしまいます。とはいえ、

一斉に発生した膨大な量のごみは一体

どうしたらよいのでしょう。

　数多くの自治体がガレキ処理に困る

中で、茨木市と飯塚市では、災害ごみの

仮置場の設置にいち早く動きました。

この判断の背景には、共にシャフト炉式

ガス化溶融炉を所有しているアドバン

テージがありました。

「うちの施設は、多種多様なごみを処理

できる。とにかく仮置場にどんどん集

めていこう。あとは、操業を任せている

日鉄環境プラントソリューションズ

（NSES）と連携しながら、計画的に溶融

処理していけばいい」

災害ごみ独特のトラブルを
いかに乗り越えるか
〈茨木市〉

　茨木市環境衛生センターが被災した

のは、朝７時58分のことです。地震に

よる損傷はないか。入念な点検を行っ

た結果、溶融炉や付随設備に問題はあり

ません。夜11時には設備を立ち上げ、

溶融処理を始めました。ところが３日

目の朝、ごみ処理が進まなくなり、運転

を停止せざるを得なくなります。

　センターでは３基の溶融炉を所有し

ていますが、１基は定期点検中でした。

残る２基のうち１基が使えないとなる

と、災害ごみの処理は大幅に遅れること

になります。急遽、NSESは他事業所か

らの応援を要請して、20人のスタッフ

で復旧にあたりました。北九州のNSES

本社とはテレビ会議でアイデアを練り、

市の職員とは夜中まで激論を交わしな

がら、対応策を検討していきます。

「災害に強い溶融炉と言っているのに、

ここでごみを溢れさせる訳にはいかな

い。できることを全てやり、早急に炉を

立ち上げる必要がある」

　停止の原因は、処理するごみの質が急

激に極端に変わったことでした。シャ

フト炉式ガス化溶融炉は、炉の底部から

ごみ中の灰分が溶けた状態で排出され

ますが、この主成分のケイ素（Si）とカル

シウム（Ca）の比率が偏ると流動性が悪

くなり炉底からきれいに排出できなく

なります。地震後に出された一般の家

庭ごみには、割れたガラスや茶碗などケ

イ素でできているごみが大量に混ざって

いました。それらが一気に集中して投入さ

れたため、溶融物の流動性が悪くなり、ご

み処理が一時的に滞ってしまったのです。

　市職員からの檄にも奮い立たされ、丸

２日間泊まり込みの体制で、なんとか再

稼働にこぎつけました。

　その後は災害ごみの傾向を注視しつ

つ、温度を左右するコークス比率や、溶

融後に排出されるスラグの特性などを

分析しながら、最適な制御方法により災

害ごみを含めて安定したごみ処理を行

っていきます。

　地震による災害ごみが少なくなって

きた９月の初め、茨木市は再び天災に見

舞われました。関西空港の連絡橋にタ

ンカーが衝突するなど、大きな被害をも

たらした台風21号です。センターにお

いても、停電により施設が休止し、スタ

ッフは臨機応変なオペレーションを行

いました。

　２つの災害による茨木市内のごみは

約6200トン。こうした数々の困難に直

面しながらも、操業をしっかりと継続さ

せ、地震発生から４か月で処理を完了さ

せました。

民間との連携で、
速やかな収集を実行する
〈飯塚市〉

　注意報が解除された７月８日の土曜

日、飯塚市クリーンセンターの職員たち

は、基地局の浸水によって電話が不通に

なるなどの混乱の中、市内を巡回したり

市の災害対策本部に出向いたりしなが

ら、状況の把握に努めました。

　ごみの収集については、市の収集車だ

けでは到底追いつきません。そこで飯

塚市は、民間の産廃業者や解体業者から

なる協会と結んでいる、ごみ収集の連携

協定を発動しました。行政と民間が一

体となってあらかじめ準備し、合意して

おいたものです。

　地震発生後に発生するガレキとは異

なり、最大で２m40cmにも達する浸水

によって発生したごみには、特徴があり

ます。タンスやベッドなどの家具、畳と

いった大型のものが多いのです。家具

や畳はそのままのサイズでは溶融炉に

入りません。そのため、仮置場へまずは

搬入し、破砕してから、センターへと搬入

されました。これは、以前の豪雨災害時

の経験から考案された手順です。

　センターでは、ピットと呼ばれる空間

にごみが貯められます。災害ごみ処理

時にも安定したごみ処理を行えるよう

にある程度ピット内のごみを均一にす

るため、NSESのスタッフがクレーンを

操作して、ごみをまんべんなく攪拌して

いきます。ピット内は、１番地から64番

地までエリアを細分化して管理されてい

ますが、ごみの種類を認識するのはクレ

ーン運転士の目と耳です。集中力を要す

る地道な作業で混ぜ合わせながら、シャ

フト炉式ガス化溶融炉にごみを投入し

ていきます。

　こうして飯塚市では、１日30トンを

目安に災害ごみの溶融処理を続け、9月

10日に仮置場を閉めるまで、約1400ト

ンの災害ごみを処理しました。

長期にわたる操業との一体化体制。
蓄積したノウハウで災害に備える

　私たちが災害ごみの処理に取り組ん

だのは今回が初めてではありません。

シャフト炉式ガス化溶融炉の特徴を活

かし、これまでにも全国各地での実績を

重ねてきました。

　2011年の東日本大震災の際には、岩

手県釜石市において周辺自治体からの

受け入れも含む約４万トンの災害ごみ

を処理した他、福島県広野町では仮設炉

を建設して、放射性物質を含む廃棄物を

処理しました。

　他の焼却炉では対応できない処理の

難しいごみに対応できるのは、シャフト

炉式ガス化溶融炉のプロセス的な特徴

に加えて、設備対応（ハード）と操業技

術（ソフト）が一体となって取り組んで

いるという背景があります。

　それでも、いざ災害が起こると、想定

していない事態が起こります。いかな

る状況やトラブルに遭遇しても、迅速か

つ的確な対応で被災地復興のサポート

ができるように̶。日鉄エンジおよ

び全国のNSESにおいて、各地で積み上

げたノウハウの共有を進めています。
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S u s t a i n a b i l i t y   P r o j e c t   R e p o r t   0 3  │  シャフト炉式ガス化溶融炉による災害ごみ処理

C u s t o m e r ' s  V o i c e

　飯塚市では、過去に何度も大きな豪雨災害
を経験しています。これを受けて市は、河川
整備計画を進めてきました。今回の西日本
豪雨において、飯塚市の被害が比較的抑えら
れたのは、そうした過去の教訓から学んだこ

とも1つの要因だと思います。また、飯塚市
クリーンセンターでは、熊本地震の際にも災
害ごみを受け入れています。その経験も、今
回のごみ処理に生かされました。
　これはクリーセンターの力だけでできた
ことではありません。西日本豪雨の際、飯塚
市の災害ごみの約７割は民間業者の協力に
よって集められました。また、仮置場の設置
にあたっても、駐車場と公園を囲む住宅地
10地区の自治会長さんたち全員が快く使用
を了承してくださいました。こうした地域
社会との繋がりがあってこそ、いざというと
きに強い力となることを、あらためて感じさ

せられました。
　「1日でも早く生活を立て直していただく
ため、市内の災害ごみは仮置場にとにかく一
旦集めていく。処理はあとからどうにでも
なる」。こうしたスタンスを貫けたのは、ど
んなごみでも溶かすことのできるシャフト
炉式ガス化溶融炉への信頼があってこその
ことです。これからも運営を任せている
NSESさんと共に、ごみ処理という市民生活
の基盤を守り続けていきたいと考えます。

飯塚市役所市民環境部環境対策課
鐘ヶ江孝二様

過去の教訓を生かしながら、地域社会やNSESとの連携を強めて

飯塚市市民環境部の皆さん。左から２番目が鐘ヶ江様

磁選機
5mm篩
整粒機

スラグ

水砕処理設備

ごみクレーン

排ガス処置
エネルギー
回収プロセス

再資源化

埋立処分場へ

● 稲作用肥料
● アスファルト原料
● グラウンド排水改善
…など

クリーンセンター■災害ごみ処理プロセス図（飯塚市）

被災地から災害ごみ
が持ち込まれる

メタル
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ト
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融
炉

トラックスケール（計量器）
収集されてきたごみを、入場時に自動
的に計量・記録し、集計管理します

災害ごみは仮置場で大まか
な分別や破砕を行ったあと、
クリーンセンターに運ばれる

ごみクレーン運転室

ごみはいった
ん貯留され、ご
みクレーンによ
り撹拌処理し、
炉内に投入

プラットフォーム
計量されたごみはごみ
ピットに投入

ごみピット

シャフト炉式ガス化
溶融炉
炉内に投入されたごみは
溶融炉内で高温溶融処理
され、ガスは燃焼室へ。
不燃物は炉底部で溶融物
となって出湯口より定期
的に出滓します

集じん灰無害化処理を
施し埋立処分へ

災害ごみ仮置場

茨木市と飯塚市での自然災害。
まずは速やかにごみを集める
 

　大阪北部地震が発生したのは、2018

年６月18日のことです。人的被害のほか、

一部損壊も含めた住宅被害は55,000棟

以上におよびました。震度６弱を観測

した大阪府茨木市では、神社の門が倒壊

したり住宅の外壁や瓦が落下したりし

て、道路が塞がれます。

　西日本豪雨が発生したのは、翌７月の

ことです。福岡県内では６日の17時に

特別警報が発令され、飯塚市では市内を

横切る遠賀川が危険水域に達した18時

に、市長からの避難を促すメッセージが

発信されます。８日になって注意報が

解除されると、浸水した家電品やタンス

や畳などが市内のあちらこちらに置か

れるようになりました。

　このような時、行政は一刻も早く市民

生活を平常へと戻さなくてはなりませ

ん。そのためには、災害ごみを速やかに

市内から撤去する必要があります。交

通の妨げにもなり、臭いや埃を発生して

衛生的な問題も生じる上、いつまでも放

置されている災害ごみは、被災者の気持

ちを滅入らせてしまいます。とはいえ、

一斉に発生した膨大な量のごみは一体

どうしたらよいのでしょう。

　数多くの自治体がガレキ処理に困る

中で、茨木市と飯塚市では、災害ごみの

仮置場の設置にいち早く動きました。

この判断の背景には、共にシャフト炉式

ガス化溶融炉を所有しているアドバン

テージがありました。

「うちの施設は、多種多様なごみを処理

できる。とにかく仮置場にどんどん集

めていこう。あとは、操業を任せている

日鉄環境プラントソリューションズ

（NSES）と連携しながら、計画的に溶融

処理していけばいい」

災害ごみ独特のトラブルを
いかに乗り越えるか
〈茨木市〉

　茨木市環境衛生センターが被災した

のは、朝７時58分のことです。地震に

よる損傷はないか。入念な点検を行っ

た結果、溶融炉や付随設備に問題はあり

ません。夜11時には設備を立ち上げ、

溶融処理を始めました。ところが３日

目の朝、ごみ処理が進まなくなり、運転

を停止せざるを得なくなります。

　センターでは３基の溶融炉を所有し

ていますが、１基は定期点検中でした。

残る２基のうち１基が使えないとなる

と、災害ごみの処理は大幅に遅れること

になります。急遽、NSESは他事業所か

らの応援を要請して、20人のスタッフ

で復旧にあたりました。北九州のNSES

本社とはテレビ会議でアイデアを練り、

市の職員とは夜中まで激論を交わしな

がら、対応策を検討していきます。

「災害に強い溶融炉と言っているのに、

ここでごみを溢れさせる訳にはいかな

い。できることを全てやり、早急に炉を

立ち上げる必要がある」

　停止の原因は、処理するごみの質が急

激に極端に変わったことでした。シャ

フト炉式ガス化溶融炉は、炉の底部から

ごみ中の灰分が溶けた状態で排出され

ますが、この主成分のケイ素（Si）とカル

シウム（Ca）の比率が偏ると流動性が悪

くなり炉底からきれいに排出できなく

なります。地震後に出された一般の家

庭ごみには、割れたガラスや茶碗などケ

イ素でできているごみが大量に混ざって

いました。それらが一気に集中して投入さ

れたため、溶融物の流動性が悪くなり、ご

み処理が一時的に滞ってしまったのです。

　市職員からの檄にも奮い立たされ、丸

２日間泊まり込みの体制で、なんとか再

稼働にこぎつけました。

　その後は災害ごみの傾向を注視しつ

つ、温度を左右するコークス比率や、溶

融後に排出されるスラグの特性などを

分析しながら、最適な制御方法により災

害ごみを含めて安定したごみ処理を行

っていきます。

　地震による災害ごみが少なくなって

きた９月の初め、茨木市は再び天災に見

舞われました。関西空港の連絡橋にタ

ンカーが衝突するなど、大きな被害をも

たらした台風21号です。センターにお

いても、停電により施設が休止し、スタ

ッフは臨機応変なオペレーションを行

いました。

　２つの災害による茨木市内のごみは

約6200トン。こうした数々の困難に直

面しながらも、操業をしっかりと継続さ

せ、地震発生から４か月で処理を完了さ

せました。

民間との連携で、
速やかな収集を実行する
〈飯塚市〉

　注意報が解除された７月８日の土曜

日、飯塚市クリーンセンターの職員たち

は、基地局の浸水によって電話が不通に

なるなどの混乱の中、市内を巡回したり

市の災害対策本部に出向いたりしなが

ら、状況の把握に努めました。

　ごみの収集については、市の収集車だ

けでは到底追いつきません。そこで飯

塚市は、民間の産廃業者や解体業者から

なる協会と結んでいる、ごみ収集の連携

協定を発動しました。行政と民間が一

体となってあらかじめ準備し、合意して

おいたものです。

　地震発生後に発生するガレキとは異

なり、最大で２m40cmにも達する浸水

によって発生したごみには、特徴があり

ます。タンスやベッドなどの家具、畳と

いった大型のものが多いのです。家具

や畳はそのままのサイズでは溶融炉に

入りません。そのため、仮置場へまずは

搬入し、破砕してから、センターへと搬入

されました。これは、以前の豪雨災害時

の経験から考案された手順です。

　センターでは、ピットと呼ばれる空間

にごみが貯められます。災害ごみ処理

時にも安定したごみ処理を行えるよう

にある程度ピット内のごみを均一にす

るため、NSESのスタッフがクレーンを

操作して、ごみをまんべんなく攪拌して

いきます。ピット内は、１番地から64番

地までエリアを細分化して管理されてい

ますが、ごみの種類を認識するのはクレ

ーン運転士の目と耳です。集中力を要す

る地道な作業で混ぜ合わせながら、シャ

フト炉式ガス化溶融炉にごみを投入し

ていきます。

　こうして飯塚市では、１日30トンを

目安に災害ごみの溶融処理を続け、9月

10日に仮置場を閉めるまで、約1400ト

ンの災害ごみを処理しました。

長期にわたる操業との一体化体制。
蓄積したノウハウで災害に備える

　私たちが災害ごみの処理に取り組ん

だのは今回が初めてではありません。

シャフト炉式ガス化溶融炉の特徴を活

かし、これまでにも全国各地での実績を

重ねてきました。

　2011年の東日本大震災の際には、岩

手県釜石市において周辺自治体からの

受け入れも含む約４万トンの災害ごみ

を処理した他、福島県広野町では仮設炉

を建設して、放射性物質を含む廃棄物を

処理しました。

　他の焼却炉では対応できない処理の

難しいごみに対応できるのは、シャフト

炉式ガス化溶融炉のプロセス的な特徴

に加えて、設備対応（ハード）と操業技

術（ソフト）が一体となって取り組んで

いるという背景があります。

　それでも、いざ災害が起こると、想定

していない事態が起こります。いかな

る状況やトラブルに遭遇しても、迅速か

つ的確な対応で被災地復興のサポート

ができるように̶。日鉄エンジおよ

び全国のNSESにおいて、各地で積み上

げたノウハウの共有を進めています。
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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。

安全衛生 ｢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。

ヘルスケアの実施

労働災害の防止

●

●

● 毎年1回、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（2018
年度は91.7％が受検）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。特に、転入者及び入社３年目までの社員については、保健
師面談を実施するなど、定期的な働きかけを行っています。
楽しみながら健康増進を図ることを意図して、2017年より、歩数を競う
「ウォーキングイベント」を実施しています。2018年度は209名が参加し
ました。

日々の安全指導、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。特に、被災しやすい新規入構者・未熟練者への指導を徹底すると共に、重大災害につながるリ
スクの高い墜落については、重点的に防止対策を行っています。

※1　度数率＝(死傷者数<休業1日以上>/延実労働時間数)ｘ1,000,000
※2　国内グループ３社及びTNS（THAI NIPPON STEEL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION, LTD.）を含む

衛生週間に開催した健康セミナーの様子

2016

2017

2018

単　独 連　結※2

8.48

8.19

8.97

延実労働時間
（百万時間）

死亡災害
（件）

休業災害
（件）

度数率※１ 延実労働時間
（百万時間）

死亡災害
（件）

休業災害
（件）

度数率※１

0

0

0

0

0

0

7

4

5

2

0

1

0.24

0

0.11

0.38

0.21

0.24

18.50

19.15

20.60

安全衛生管理は「建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）」に準拠して行っており、前年度の実績をもとに当年度の安全衛生計
画を策定するというPDCAサイクルを取っています。

CSR基本方針

● 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

企業理念

CSR基本方針

各種業務規定

価値規準
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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、日鉄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。

コンプライアンス 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。

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。

品質 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－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。

●

●

課題抽出力・原因分析向上のための講座

毎年、専門講座と事例検討会を開催し、品質・技術上の課題抽出及
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しています。
2018年度は、専門講座を59名（累計173名）が受講、事例検討会は4
回開催しました。

2018年度は、品質に関わる技術基礎講座を２回開催しました。本講
座は、ほぼ全社員が受講しています。また、品質月間の11月には、外
部講師を招いて品質講演会を開催し、約220名が出席しました。

●

●

●

●

３年に１回、コンプラアンスに関する社員意識調査をグル－プ各社を含めて実施し、当社グループの内部統制活
動・施策に活かしています。
内部通報・相談窓口を社内外に設置し、当社グループの社員、取引先などからの通報相談を受け付け、事故や法
令違反、ハラスメントの未然防止、業務改善に役立てています。2018年度の通報相談件数は12件でした。

品質・技術上の
課題抽出と対策

プロジェクトの応札前、受注後の実行計画策定時、実行時、完工時には、技術・品質上のリスクアセスメント
を行い、対応策が着実に行われているか確認します。また、品質に関わる情報(トラブル・改良点等)をデータ
として蓄積し、共有化を図っています。

法令・社会規範の遵守
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。2018年度は法令に抵触する重大な違反はありませんでした。

階層別研修や法令遵守マニュアル説明会において、コンプライアンスやハラスメント等に関する教育を実施
しています。独禁法違反と贈収賄の防止徹底については、トップ自らメッセージを発信するとともに、年１回、
社外有識者を招いて講演会を開催しており、2018年度は566名が受講しました。また、各種eラーニングに
よる啓発活動も行っており、2018年度は、コンプライアンス、情報セキュリティ、建設業法、下請法を実施し
ました。（8,368名受講）

ステークホルダーの
期待・要請への対応

教育・啓発活動

品質教育・啓発活動

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）

ー

JICQA

ー

国内：JICQA
海外：ABSQE

JICQA

認証機関

お客様にご満足いただける商品やサービスを提供するために、「品質マネジメント」のしくみ（QMS）をつくり運用しています。

内部統制基本規程に、内部統制のPDCAサイクルを定めると共に、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
行っています。

QMSの充実・改善を図るために、定期的に外部・内部監査を実施しています。
社内外の講座を受講した内部監査員の数は、昨年度までに349人に達しました。 品質保証

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

（当社は、電力・原子力、運輸、医療、プラント等の産業分野において数多くの実績・
分析経験を有する、日本ヒューマンファクター研究所が提唱するJ-RCAを採用）
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❶事業活動のすべての面において、環境関連の法律、条例、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 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。

●

●

環境負荷低減や工期短縮など、取引先からのＶＥ／ＣＤ（バリューエンジ
ニアリング/コストダウン）提案を積極的に受け付けています。
サプライヤー表彰制度を設け、各社の技術・品質・コスト・納期などの
指標で、貢献度の高いお取引先を隔年で表彰しています。2018年度（対
象期間は2016～2017年度の２年間）は、総合建築分野で貢献度の高か
った向井建設株式会社を表彰いたしました。

●

●

2014年度より隔年で、お取引先向けの法令遵守説明会を開催しています。2018年度は、東京、大阪、北九
州にて計３回開催しました。
隔年で実施しているお取引先業態調査と合わせて、人権保護や社会保険加入など、社会的要請を織り込ん
だCSRアンケートを実施し、注意喚起を図っています（2018年度は非実施年）。

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。

人財
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。

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。

調達 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。

商品・技術力の向上

法令・社会規範の遵守

各現場・事務所に対する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。

※1　対象範囲は、大崎本社、北九州技術センター、支社・支店他継続事業所
※2　受注工事内容によって変動
※3　主な事業所（大崎本社と北九州技術センター）の合計量

2016

2017

2018

1,882 ㎘

1,736 ㎘

1,691 ㎘

4,400 トン

3,724 トン

3,473 トン

エネルギー使用量※１

（原油換算）

21,984 ㎥

22,339 ㎥

22,496 ㎥

水の使用量※3温室効果ガス排出量※１

3.3%

4.5%

16.5%

産廃排出量に占める直接最終処分比率※2
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ナショナルスタッフ研修風景

人財

●

●

独自の人財開発体系を軸に、階層別・職種別の研修やeラーニング、社外講師を招いた啓発・交流活動「EN
カレッジ」など、数多くの成長の機会を提供しています。
社員の自発的なキャリア形成を支援するため、上司部下対話やメンター制度を充実させると共に、海外留学
や社内公募なども積極的に運用しています。

能力開発・キャリア開発

● 年休取得奨励日の設定（年15日程度）やインターバル休暇の取得促進など、労使間で継続的な対話を行い、
エンジニアリング業に適したワークライフバランス施策を推進しています。2018年度秋からは、在宅勤務制
度を導入し、2019年度からは、シェアオフィスの本格的な運用を始めました。

●

●

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・職域の拡大などの諸施策を実施しています。2018年度は、
東洋エンジニアリング他と共同で女性エンパワーメント研修を実施しました。

毎年１回、海外拠点・グループ会社のナショナルスタッフの中から次世代
リーダーを日本に集め、グローバル研修を開催しています。2018年度はドイ
ツ・タイ・中国・インドから、14名が参加し、当社幹部とも交流を深めました。

ダイバーシティ推進

ワーク・ライフ・バランス

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～）

雇用状況
社員数

ー男性

ー女性

女性管理職（課長級以上）

女性管理職（係長級）

障がい者雇用

再雇用者数

臨時雇用者数

ー障がい者雇用率

中途採用者数

入社３年後就業継続率

離職者数（率）

復職率

新規採用者数（男／女）

平均年齢

平均勤続年数

総労働時間

労働時間及び休暇・休業

能力開発・キャリア開発

配偶者出産休暇

育児休業（カッコ内は男性）

介護休業

研修受講者（eラーニング受講者含む）

インターバル休暇（カッコ内は取得日数）

有給休暇日数（平均）

PMP資格保有者数※

※PMP：Prpject Management Professional（米国プロジェクトマネジメント協会の認定資格）

2017

1,173名

994名

179名

3名

16名

25名

27名

2.0％

18名

100％

100％

30名（22/8）

43.4歳

19.4年

2,067

2017

2017

19名

24名（13名）

1名

853名

166名

9名（1％）

92名（539日）

14日

65名

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

19名

35名（21名）

0名

1,064名

160名

15名（1％）

68名（492日）

12.7日

20名

2018

1,186名

1,007名

941名

179名

182名

3名

18名

25名

34名

2.0％

30名

97％

100％

39名（31/8）

22名（2％）

43.2歳

18.6年

2,106

2018

2018

22名

28名（13名）

92名（560日）

1名

15.6日

75名

※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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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。

●学校への出張授業・職場訪問受け入れ
大崎本社では、企業訪問を希望する中学・高校を受け入れ、働くことの
意義や、エンジニアリングについて若手社員が話をしています。
（2018年度/11校、累計/58校）
北九州地区では、当社・日鉄プラント設計㈱社員が学校へ出向き、小学
校ではレゴブロックを使った設計体験、大学や高専では機械・設計・制
御等の「技術講座」においてわかりやすく伝えています。また、2018年度
は高校生の訪問研修も受入れました。（2018年度/15校、累計/59校）

次世代育成

●

●

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、近隣の児童館や保育園、NPO法人里山を考える会、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：㈱オージス総研の「はじまるくん※」というプログ
ラムに賛同し、北九州市内のNPO法人等にリユースパソコンを寄贈してい
ます。 （2018年度/50台、累計/298台）

●

●

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。2018年
度は２回の実施で延べ362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。

●北九州市／わっしょい百万踊り：当社グループ社員・家族などでチーム
を作り、2013年から毎年参加しています。2018年度は98名が参加し、
２度目の「グランプリ」を受賞しました。

2018年７月に発生した西日本豪雨災害に際し、会社として中央共同募金会等へ500万円の義援金を拠出すると
共に、当社グループ社員による募金活動を行い、公益社団法人Civic Forceに約270万円を寄付いたしました。

●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
のイベントに、地域交流と社員親睦を兼ねて2012年度より参加しています。

地域共生型ガーデン『エンジ村』

平日就業後のボランティア活動

お花いっぱい大崎

わっしょい百万踊り

コミュニティー発展

地球環境保全

●アフターファイブボランティア：2014年より平日の就業後や昼休みを利
用し、短時間で行えるボランティア活動を大崎本社・北九州技術センタ
ーで行っています。2018年度の活動で製作したおもちゃや外貨コインの
仕分けで得られたお金は、西日本豪雨被災地や国内の家庭に恵まれない
子どもたちへお贈りしました。（2018年度/104名、累計/415名が参加）

社員へのボランティア
参加機会の提供

災害・復興支援

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。

小学校への出前授業

※「はじまるくん」＝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。

「情熱・先端Mission-E」
は右ページ参照

写真/朝日新聞掲載記事より
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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、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」手法で課題をチームで解決する。
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。
４年目となる2018年度、関東地区では新プログラムへの挑戦となりました。

2018年度は首都圏の４校が挑戦。巨大空間建築物である冬
季五輪競技場の設計コンセプトをつくり、実際の大きさの
1/100の構造模型の製作に取り組みました。最終コンテストで
は、積雪を想定した耐荷重試験の他、競技場の後活用や環境
配慮のアイデアなどのプレゼンテーションが行われて、各チー
ムが成果を競いました。

「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＠九州地区

「2030年冬季五輪競技場を建設せよ」
スペースアーキテクチャープロジェクト＠関東地区Mission

Mission

2018年度は、福岡県の５校が挑戦。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―。日本製鉄㈱八
幡製鉄所見学や中間イベントを経て、最終コンテストでは、各
チームの熱戦が繰り広げられました。

総合優勝／東京都立国分寺高等学校
技術賞／東京都立国分寺高等学校
プレゼンテーション賞／聖光学院中学・高等学校
審査員特別賞／東京成徳大学高等学校
Mission-E 修了校／郁文館高等学校
　　　　　　

総合優勝／福岡舞鶴高等学校
技術賞／福岡舞鶴高等学校
プレゼンテーション賞／九州国際大学付属高等学校
審査員特別賞／西南女学院高等学校
Mission-E 修了校／福岡県立東筑高等学校
　　　　　　　　　 福岡県立戸畑高等学校
　　　　　　

答えのないものを創造し、

仲間と協力してつくり出すことに、

とても魅力を感じた。 

初めて、将来こんな

仕事をしたいと思えた

プロジェクトに参加した生徒（先生）たちの声

思うようにいくことは少なく、

たくさんの失敗の中で

少しずつ結果が出ることを

身をもって実感できた

他校と実践で競うことは

したことがなかったので

とても楽しかった
学校では学べない体験 を
生徒たちにさせてあげる事が

できました

未知の課題に
取り組むとても
良い機会であった

条件設定が現実に即しており、
かつ、高校生でも勉強すれば
理解して問題解決に取り組める

課題であるので、
生徒は意欲的に

本プロジェクトに参加していた

エンジニアから

専門的な話が聞けた

自分の意見に自信があっても、

人のアイデアから学ぶことは多いし、

人の意見を取り入れること、

協調性の大切さを学べました

生徒
先生
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西日本支社

日鉄エネルギーサービス㈱

本社

日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱

東北支店

中部支社

北海道支店
北九州技術センター

九州支社

㈱エヌエスウインドパワーひびき

日鉄鋼構造㈱

日鉄プラント設計㈱

日鉄環境プラントソリューションズ㈱

技術開発研究所

シンガポール支店
シンガポール事務所

NS-OG  ENERGY  SOLUTIONS
（THAILAND） LTD.（バンコク）

THAI NIPPON STEEL ENGINEERING &
CONSTRUCTION CORPORATION, LTD.（バンコク）

ベトナム支店（ホーチミン）

タイ支店

【ベトナム】

インドネシア支店（ジャカルタ）

北京中日聯節能環保工程技術有限公司
【中国】

重慶新聯鋼鉄設備技術有限公司

日鉄設備工程（上海）有限公司
馬鞍山中日資源再生工程技術有限公司

PT. NIPPON  STEEL  CONSTRUCTION  INDONESIA（ジャカルタ）
PT. NIPPON  STEEL  BATAM  OFFSHORE  SERVICE（バタム島）

上海力岱結構工程技術有限公司

PNS CONSTRUCTION,INC. （マニラ）

PNS  Advanced  Steel  Technology, Inc.（マニラ）

Philippine  NSE  Design  Services, Inc.（マニラ）

Steinmüller Babcock Environment GmbH（グーマスバッハ） NIPPON  STEEL  ENGINEERING  USA, INC.（カリフォルニア）
【アメリカ】

Nippon  Steel  Engineering  India  Pvt.  Ltd.（デリー）
【インド】

NIPPON  STEEL  CONSTRUCTION  
MALAYSIA  SDN. BHD.（クアラルンプール）

【シンガポール】

【ドイツ】

【北九州市戸畑区】
【札幌市】

【仙台市】

【東京都品川区大崎】

【名古屋市】

【大阪市】

【北九州市若松区】

【福岡市】

【タイ】

【フィリピン】

【インドネシア】

【マレーシア】

日鉄オフショアコンストラクション㈱

●国内拠点

●海外拠点

会社概要

日鉄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（日本製鉄㈱［当時：新日本製鐵㈱］のエンジニアリング部門が分社独立）

単独：1,186名／連結：4,616名（2019年３月31日現在）

150億円

●財務情報
　（2018年度／連結）

●社名

●本社所在地

●設立

●社員数

●資本金

3,522

2,768

4,020

2016 2017

単位：億円

海外

国内

受注高
2018

単位：億円売上高

68
91 94

2016 2017 2018

単位：億円

※

事業利益※

2,675
2,942

3,567

2016 2017 2018

2017年度まで経常利益
2018年度よりIFRS（国
際会計基準）適用により
事業利益

海外

国内
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第三者意見
　この１年は、サステナビリティが企

業経営の中核に入り込み始めたことを

実感する年でした。ESG投資はもちろ

んのこと、特に気候変動においては

TCFD （Taskforce on Climate-related 

Financial Disclosure ／気候変動関

連財務情報開示タスクフォース）を支

持する日本企業が160社を超えるなど、

CSRに関する取組みが企業価値に大

きな影響を与える時代になりました。

　かねてより日鉄エンジニアリングは、

気候変動やエネルギー問題など、

SDGsへの貢献を意識した経営の実

践や企業文化の形成に力を入れていま

す。そうした中、本レポートの特集で

取り上げている「地熱発電」や「国産

材を活用した新構造部材の開発」、「災

害ごみの処理技術」などの記事は、同

社に社会課題解決に貢献する能力が

あることを示しています。地熱発電は、

火山大国のアイスランドが地熱発電を

中心に国内のエネルギーを全て再エネ

で賄うなどの成功例もあり、同じ火山

大国日本の将来のエネルギー源として

期待されています。国産材の活用は、

一部で問題となった海外からの木材

調達における環境破壊や人権侵害へ

の加担リスクを低減します。また、災

害ごみ処理は、顕在化した気候変動

の物理的リスク（自然災害等）への対

応としても注目されます。いずれも興

味深い内容で、同社の持つ技術の高

さやステークホルダーとの信頼関係、

技術を通じて社会課題に挑戦しようと

する企業文化を象徴しています。

　ただ、前述の通り、CSRを経営の中

核に据えて長期的に企業価値を向上

させるとすれば、経営が地熱発電や

新部材の開発といった社会課題解決

型事業の今後の市場性をどう見ており、

どのように市場を開拓していくかとい

った経営戦略も気になります。技術

は社会に活用されてこそ価値を生みま

す。同時にそのことは、日鉄エンジニ

アリングに経済価値をもたらします。

つまり、同社の優れた技術が広く活用

されてこそ、その貢献はスケールを持

ち、同社の経営は持続可能になります。

経営の健全性は財務情報やCSR基

本方針に表れますが、長期的な成長

性はSDGsへの貢献に戦略的な裏付

けが加わると、より説得力を持ちます。

　一方、CSR基本方針においても安

全衛生はもとより、環境に水使用量が

加わるなど、関心の高い領域において

透明性を向上させようとしている姿勢

がうかがえます。今後、こうしたデー

タの傾向や、計画通りか否かなどの自

社評価を記載していけば、より分かり

やすく伝わると思います。

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。

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　● 風力発電事業　● バイオマス発電プラント
● 地熱発電関連プラント（地熱蒸気生産設備、バイナリー発電システム）
● 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
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日鉄エンジニアリング株式会社
マネジメントサポートセンターCSR・広報部 CSR室
〒141-8604　東京都品川区大崎１-５-１
TEL.03-6665-2366　FAX.03-6665-4816
URL https://www.eng.nipponsteel.com
2019年７月発行

本報告書に関するお問い合わせ

※このサステナビリティ・レポートは、2018年４月１日～2019年３月31日（2018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FSC®認証林およびその他の管理された供給源からの原材料で作られた紙。
※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。


