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日鉄エンジニアリングとSDGs
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。
国連が2030年に向けて掲げている持続可能な開発目標「SDGs」の17のゴールには、
エンジニアリング会社が貢献できるものが数多く含まれています。

▼

ここでは、私たちの事業および取り組みとSDGsの関連性について紹介いたします。

■

環境に優しく災害に強い、持続可能なまちづくりに貢献しています。

災害廃棄物処理施設の建設・運営

■

木・鋼ハイブリッドの建築構造

■

耐震・免制震技術

当社のシャフト炉式ガス化溶融炉は、地 木の温かさと鉄の強靭さを組み合わせ 2014年の販売開始以来、納入実績が累
震 や 台風で 発 生する災害ごみに 加え、 たハイブリッドな新構造部材で、スポー 積2600台 を 超 え る 鉄 の 免 震 装 置
®
を始め、
高性能な耐震・制振・
除染廃棄物の減容化処理にも貢献して ツスタジアムや武道 館、鉄 道駅等の大 「NS-SSB 」
免震構造部材で地震国ニッポンの建物
空間建築を支えています。
います。➡詳細はP8に
と人命を守ります。

▼

福島県双葉町減容化施設

■

高輪ゲートウェイ駅（協力：JR東日本）

ごみから肥料をつくり、循環型社会を構築します。

溶融スラグの肥料化

一般ごみを溶融処理することでつくられるスラグを、稲などの作物に効果のある
肥料として利用しています。

一般廃棄物溶融スラグの肥料化

酒米収穫の様子

免震装置〈NS-SSB ®〉

▼
高知県での森林保全活動に当社
グループとして参加しています。
➡詳細はP22に

「日鉄エンジの森」活動

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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▼
アフリカ、アジアの発展途上国の
子供たちの給食運営に資金提供
を行うTABLE FOR TWOのプログ
ラムに2010年から参加しています。

TABLE FOR TWOのランチメニュー

▼
「エンジニアリング」手法で自ら課題解
決する体 験を高校 生に提 供する「情
熱・先端Mission-E」
を実施しています。
➡詳細はP23に

▼
女性活躍推進の取組状況等が優良
な企業に与えられる認定マーク
「える
ぼし
（3段階目）
」
を2017年度より取
得しています。➡詳細はP20に

情熱・先端Mission-E

▼

今後ますます需要拡大が見込まれる再生可能エネルギー施設等の
開発・建設を担います。
水素ステーション
➡詳細はP11に

■

■

大規模地熱発電所建設

1980年代より建設実績を積み重ねてお
り、2019年度には 秋田県で 発電出力４
万6199kWの大 規 模 地 熱 発電 所を完 工
しました。
■

バイオマス発電所

木質 燃料 等を利用したバイオマス発電
所の建設を福岡県、兵庫県、静岡県で実
行中です。
■

東京大井水素ステーション

次世代風力発電機の共同技術検討

チャレナジー社が開発した、台風などの
強風下でも安定的に発電できる『垂直軸
型マグナス式風力発電機』の技術検討を
共同で実施しています。

▼

山葵沢地熱発電所

■

コークス乾式消火設備
（CDQ）

製鉄所のコークス生産過程で発生す
る高熱を回収し蒸気で発電させる設
備で、国内外の鉄鋼メーカーに数多
く納入しています。
■

垂直軸型マグナス式風力発電機
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苅田バイオマス発電所

コージェネ大賞2年連続
理事長賞受賞

一 般 財 団 法 人コージェネレーショ
ン・エネルギー高度利用センターよ
り、産業用部門最高位である「理事
長賞」
を２年連続受賞しました。

▼
■

災害に強い強靭
（レジリエント）
な社会・産業インフラを建設しています。

沈埋工法による海底トンネル

■

大型物流施設

■

東京港の交通渋滞を緩和するために計画 建物自体はもとより働く人や商品の安全
された海底トンネル建設に、当社の技術・ 性も考慮した最先端の物流施設を建設
ノウハウが活かされています。
しています。

➡詳細はP14に

東京港臨港道路南北線（東京港海の森トンネル）沈埋函

松伏ロジスティクスセンター

石油・天然ガス開発施設

専用作業船を保有するマリンコントラク
ターとして、東南アジア海域の石油・天
然ガス掘削・輸送施設を建設しています。

タイ湾アーティット鉱区/海洋天然ガス生産設備新設

日本の漁業の課題解決
に取り組んでいます。

▼

省エネ・CO2排出削減に資する技術を開発・提供しています。
➡詳細はP19
（環境基本方針）
に
■

大規模沖合養殖システム

自動給餌設備と大型浮沈式生簀により、沖合域での
養殖を可能にするシステムを開発しています。

コークス乾式消火設備
（CDQ）

コージェネ大賞受賞式

自動給餌設備システム（鳥取県境港市）
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To p M e s s a g e

直面する課題に果敢に立ち向かい、
持続可能な社会・産業インフラを構築する。
そんなプロフェッショナル集団であり続けます

代表取締役社長

石倭 行人
Representative Director
and President

Yukito Ishiwa

2020年４月に社長に就任いたしました
石倭です。新型コロナウイルスの蔓延
が世界中の人びとの健康ばかりか経済
にも暗い影を落としている中、当社グ

題に対して何ができるか真剣に考え、 ニケーションの活性化や社外ネットワー
取り組んでいく所存です。
■

当社は2006年に新日本製鉄（当時）

でしっかりと振り返りを行うつもりです。
その上で、次なる事業の方向性を明

ループの経営の舵取りを任され、スタ

のエンジニアリング部門が分社して生ま

確化していく検討を進めていきますが、

ートを切りました。常日頃、お世話に

れた会社で、今年で設立15年目を迎え

それに先立ち、より大きな視野と広い

なっているステークホルダーの皆さまに、

ます。事業領域は、製鉄プラント、環

間口でしっかりとお客様や社会のニー

まずはこの場をお借りしてご挨拶申し

境プラント、バイオマス・風力・地熱

ズに取り組む決意の下、本年７月に大

上げます。

などの再生可能エネルギー関連施設、

幅な組織再編を行いました。具体的に

都市・社会インフラと幅広く、半世紀

は、これまで６つに分かれていた事業

以上にわたり国内外で多くのプロジェク

部を、環境・エネルギー、都市インフラ、

不確実性、複雑性、曖昧性）の時代を

トを実行し、実績を積み重ねてきました。

製鉄プラントの３つの戦略セクターに

象徴するような１年となりました。気候

今年は、当社の中期経営計画「戦略

変動や自然災害、海洋汚染、感染症

目標2020」の最終年度にあたります。

の蔓延など、地球規模の社会課題が

2016年の計画策定当初に描いた「目指

術とアイデアで、お客様に最適なエン

次々と顕在化する一方、日本国内にお

す会社像」にどこまで近 づけたのか、

ジニアリングソリューションを提 供し、

ける少子高齢化、労働力不足や地域格

EPC事業に加えサービス提供型（Ｏ＆

グローバルな社会・産業の発展に貢献

■

2 019 年度はまさに、VUCA（変動性、

差などの問題も待ったなしの状況です。 Ｍ）事業等により、お客様や社会のニー
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クの拡充はできているか、客観的な目

大括り化いたしました。
当社の企業理念は「一歩先をいく技

します」です。困難な課題に対しても、

当社といたしましては、現在直面する

ズを満たすことで収益力の安定と成長

逃げることなく果敢に立ち向かい、最

新型コロナウイルス感染症への対応に

が図れているか、お客様から信頼され

適なソリューションを提供してお客様に

も細心の注意を払いつつ、こうした課

る企業体になれているか、社内コミュ

喜んでいただくこと、これこそが価値
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の創出であり、会社の成長、利益にも

和し人やモノの流れを円滑にする東京

つながります。

港臨港道路南北線（東京港海の森トン

事業の概況

昨年末に日本政府が公表した「ＳＤ

ネル）沈埋函の３つのプロジェクトを紹

2019年度の受 注高は、部門ごと

Ｇｓ実 施 指 針 改 定 版」や「SDGsアク

介しています。それぞれ、持続可能な

の浮き沈みはあるものの、全体とし

ションプラン2 0 2 0」には、８つの優先

社会・産業インフラを安全に社会に実

ては昨年と同水準の3,401億円とな

分野が示されていますが、その中には

装すべく、各地で奮闘しているプロフ

りました。売上は昨年よりやや減少

当社がエンジニアリング企業として貢

ェッショナルたちの等身大の物語です

献できること、実行すべきことが数多

ので、ぜひご高覧いただき、忌憚なきご

く含まれています。どれも決して簡単

意見をお寄せいただけますと幸いです。

ではない、達成するのが難しい社会課

また、C SRに関しては、安 全 衛生、

題ばかりですが、当社が保有する技

品質、コンプライアンス、環境、調達、

術・経験・ノウハウを最大限に活用す

人財、社会貢献の７つの基本方針に

ると共に、お客様や取引先の皆さま、

沿って実施しているさまざまな活動を

パートナー企業やNGO/NPOの皆さま

記載しています。今年は新しい試みと

と協力し合い、解決に向けて挑戦を続

して、当社が納入したプラント・施設

けてまいります。

がCO 2 排出削減にどれだけ寄与してい

ン）
推進の専任組織を設置。社内業

るかを定量的に集計・分析してグラフ

務の効率化を加速するとともに、プ

サステナビリティ・レポート2020で

化しました。労働災害防止における休

ラント操 業データの収 集・解 析基

は、昨年に続き当社グループの活動を

業災害件数など、遺憾ながら改善して

盤のシステム運用を開始し、データ

国連SDGsの枠組みで整理してわかり

いない数値もありますが、それぞれ

やすくお伝えすると共に、直近に竣工

K PIを設定し、地道に着実にPDCA

を迎えたプロジェクトの中から、①福

を回すことで、皆さまから信頼される

島県双葉町の除染廃棄物の減容化施

企業であり続けたいと考えています。

■

設 ②クリーンなエネルギーを提供す

これからも温かいご支援を賜ります

る水素ステーション ③交通渋滞を緩

よう、どうぞ宜しくお願いいたします。

して3,404億円でしたが、労務費や
資機材価格高騰等の影響を受けな
がらも着実にプロジェクト実行管理
を行い、事業利益は107億円となり
ました
（P24参照）
。
当社はここ数年、プロジェクトマ
ネジメント力や根 本 原 因 分析を始
めとする品 質 管 理の強 化に注 力し
てきました。さらに2019年４月には、
DX
（デジタルトランスフォーメーショ

の一元管理が可能となるなど、着実
に成果をあげてきています。
これからも東洋エンジニアリング
㈱をはじめとする外部との連携も更
に進め、お 客 様への新たな価 値 提
供に全力で取り組んでまいります。

日鉄エンジニアリンググループのCSR
企業理念

Our Mission

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。
価値規準

Our Values

Our Values

Our Vision

1. エンジニアリングソリューションプロバイダー

CSR基本方針

EPC × Solution

CSR Policy

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

各種業務規定

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。

Operating Rules

3. 機動力のある複合事業体

CSR基本方針

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。

●

安全衛生基本方針

●

環境基本方針

External × Internal Networking

Our Mission

価値規準

【大切にすべき価値】「現場」
「技術」「人財」「公正」

目指す会社像

企業理念

CSR Policy
●

●

品質基本方針

調達基本方針

●

●

コンプライアンス基本方針

人財基本方針

●

社会貢献基本方針
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Case 01 福島県双葉町減容化施設の設計施工および運営事業

除染廃棄物を安全に〈減容化〉する施設を
立ち入り規制下の現場において建設する。
震災復興をより加速化させていくために

双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）建設工事
当社プロジェクトメンバー

最大震度７の揺れを記録し、押し寄せた津波が沿岸部の町を呑み込んだ東日本大震災。
高さ15メートルの津波に襲われた福島第一原発では事故が発生し、近隣地区は放射性物質で汚染されました。
生活の場を奪われた人々が再び町に戻ってくるための鍵が、除染廃棄物と災害廃棄物の適切な処理作業です。
中間貯蔵施設で安全に保管するため、膨大な量におよぶ廃棄物をいかに減容化できるか̶ 。
いまなお帰還困難区域が残る双葉町での、廃棄物減容化事業について紹介しましょう。

目に見えない相手に挑む、
私たちのミッション

毎年３月11日前後になると特集が

性物質によって汚染された大量の除染

報じられるものの、被災の当事者以外

廃棄物です。廃棄物を安全に貯蔵する

の関心は年々薄れつつあるようにも見

ため、いかに容積を減らすことができ

東日本大震災の被災地では、どれだ

えます。しかし復興はまだまだ道半ば

るか ̶。その難しい施設の建設と操

̶。
け復興が進んでいるのでしょうか
桃内

に過ぎません。復興庁は昨年、当初掲

業が、福島県双葉町の地で私たちに課

げた2021年３月末までの〈復興・創生

せられたミッションでした。

浪江町
浪江IC

現場事務所

459

常
磐
自
動
車
道

浪江駅

6

避難指示解除地域
立ち入り規制
緩和区域

双葉IC

双葉町
建設場所
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磐線
JR常

双葉町の95%は今も 大野駅
帰還困難区域と中間
貯蔵施設エリア

年の延長を発表しました。
中でも長い道のりとされているのが、

東京電力福島第一
原子力発電所

大熊町

シャフト炉第１号機が、
引退前に残してくれた財産

原発事故の影響が大きい福島県です。
除染が進まなければ、人々の不安も消

双葉駅

288

期間〉を2031年３月末までとする、10

東日本大震災の復興事業に私たちが

えず、なかなか前向きにはなれない。

携わるのは、これが初めてではありま

福島沿岸部の被災地では、いまもそう

せん。震災直後から現地状況の調査を

した状況が続いたままなのです。

開始し、自治体や企業と連携してさま

復興の課題となっているのは、放射

ざまな取り組みを行ってきました。

ウハウを残して、地区内の災害廃棄物

岩手県では、オイルターミナルや防

を処理する任務を全うしました。

波堤の復旧工事、医療センターの新設
工事などを。宮城県では、ガス会社や

じつはこの旧施設は、シャフト炉の

製油所の設備復旧工事、市民病院の耐

第１号機にあたります。その後、昭和・

震補強工事などを。福島県では火力発

平成・令和と時代に合わせて、シャフ

電所の配管復旧工事などを。道路が寸

ト炉は進化し、全国各地の自治体で採

断されて資材の運搬もままならない中

用されてきました。そして今回、双葉

で、それぞれの担当者たちが、ガレキだ

町での放射性物質を含む廃棄物の処理

らけの被災地を奔走しました。

においても、再びその1号機が最後に残

「とにかく、目の前の状況をなんとか

した知見が生かされ、シャフト炉が活

したい」という共通の思い。それは困

躍することになったのです。

難を乗り越えるエネルギーにもなりま
す。膨大な量の災害廃棄物の処理をか
かえた釜石において、老朽化のため閉

除染廃棄物・災害廃棄物を処理する。
シャフト炉だからできること

上：コンテナのまま廃棄物を炉に投入できる
下：施設全体を監視・運転する制御室

という運搬容器を破袋し、攪拌後に炉

鎖した〈シャフト炉式ガス化溶融炉（シ
ャフト炉）
〉を再稼働させるという挑戦

福島県双葉町の減容化施設には、可

に投入する必要があり、作業環境を放

をしたのはその一例です。震災発生時

燃性の除染廃棄物や災害廃棄物などを

射性物質によって汚染してしまうリス

に完成した新設のシャフト炉の稼働に

処理する当社シャフト炉と、焼却灰や

クがあります。一方、当社のシャフト

加え、震災の翌年２月から旧施設を再

ばいじんを専門に処理するクボタ環境

炉であれば、破袋せずにそのまま炉に

稼働し、新旧２施設体制で、釜石市の他、

サービスの〈表面溶融炉〉が併設されて

投入できるのです。

大槌町・大船渡市・陸前高田市からの

います。さまざまな廃棄物を処理でき

また、シャフト炉に投入された廃棄物

災害廃棄物も受け入れて、広域の復興

るタフなシャフト炉と、灰を専門に処

は、溶融して、スラグという砂状の物質

活動を支える体制を整えました。

理できる表面溶融炉との組み合わせに

となります。廃棄物中の放射性物質の

よって、最大限の減容化を狙ったシス

うち大半を占めるセシウムは、処理の

テムです。

過程でスラグから分離され安全性が確

震災当初に持ち込まれた災害廃棄物
は、水分を含み土砂にまみれた状態の
ため、カロリーが低いのですが、時が経

当社のシャフト炉は製鉄の炉を応用

保されるため、アスファルト合材の原

過するにつれて持ち込まれる廃棄物の

した技術で、可燃物はもちろん、金属や

料やコンクリート製品として利用が可

状態は変化していきます。そのため日

ガレキが混入していても処理すること

能となる他、中間貯蔵施設での汚染土

々仮置き場に出向き、その日搬入され

ができます。また投入間口が大きく、

壌保管施設の通水材、覆土材等にも活

る廃棄物を確認し、時には搬入スケジ

投入物を細かく砕く前処理が必要あり

用されるという、リサイクルを実現し

ュールを調整しながら廃棄物の状態に

ません。これらの強みは、双葉町の減

ます。

応じた処理を行っていきました。こう

容化施設においても、大きな利点をも

して再稼働してから３年、旧施設は試行

たらしました。一般的な焼却炉では、

背景には、福島県広野町での経験があ

錯誤の操業の中で得た貴重な数々のノ

廃棄物の入ったフレキシブルコンテナ

りました。2014年の福島県広野町にお

Q

➡灰は最終処分

約1800℃で溶かすのがシャフト炉

焼却対象物
除染廃棄物
災害廃棄物
受入分別施設・
発生残さ

資材として再利用
スラグ

約80 0℃で 燃やすのが焼却炉

減容化施設の全景と、廃棄物処理の流れ

メタル

A

シャフト炉式ガス化溶融炉と
焼却炉との違いは？

私たちがこうした提案を織り込めた

➡スラグを有効利用

ばいじん

表面溶融炉
（クボタ環境サービス）

コークス

シャフト炉（当社）

石灰石
熱分解ガス

中間貯蔵施設
予定地内廃棄物

灰処理された
ばいじん

分離・濃縮したセシウムが
閉じ込められ、中間貯蔵施設へ

生成物
（スラグ）

放射能物質
（セシウム等）
を
含んだ状態で運ばれてくる
災害廃棄物・
除染廃棄物など
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放射線量は人体への影響は及ぼさない
範囲でしたが、それでも不安は拭えま
せん。このことが、建設工事にさまざ
まな障壁をもたらしました。
まずは資材の調達です。
「帰還困難区
域に納品することはできません」と、調
達先からの辞退が相次ぎました。説得
を続けてどうにか引き受けてくれたケ

通勤用バス内の顔認証システム

ースもありましたが、それはごく一部

制約の多い現場での作業に挑み続けた

です。そこで、区域外に資材ヤードを

のです。
帰還困難区域という制約の多い現場

設け、現場とピストン輸送する体制を
つくって対応することにしました。

に加え、通常は３年以上かかるところ

工事にあたる作業員たちの管理にも、

を１年11か月で建設するという超短工

これまでにない工夫が求められます。

期でしたが、山積する課題を一つひと

ピーク時には約1500人におよぶ作業員

つ乗り越えていきます。そして、つい

ける仮設溶融炉のプロジェクトでは、

を、いかに円滑に現場へ送迎し、漏れの

に2020年２月末 、環境省主催による

当初、焼却灰や飛灰と同様に、スラグも

ない入退場管理を行うか。というのも、

火入れ式を迎えました。その１週間後

埋立処分する計画を立てていました。

帰宅困難区域内では、国のルールで個

には、新しい双葉駅のお披露目ととも

しかし、シャフト炉の操業条件を整

人別に時間管理を実施することが定め

にJR常磐線が全線復旧開通し、町内の

えることで、セシウムをスラグ中に残

られています。アナログな確認作業で

一部地域で避難指示が解除されました。

さず、排ガスに移行させることが可能

は途方もない手間が生じ、正確性にも

双葉町での復興は少しずつですが、着

であることに加え、その条件下で産出

課題が残ってしまう

されたスラグの安全性も、広野町の現

したのが、顔認証システムです。事前

試運転では、９年前から積み重ねて

場で確認され、実際にセメント原料と

登録した一人ひとりの顔の三次元デー

きたノウハウを活かして、１か月とい

して有効利用されました。こうした経

タを通勤用バスの乗車時に照合し、入

う短い期間の中で操業方法を確立し、

験を活かし、双葉町のプロジェクトで

退場を管理しました。

所定の性能を発揮することができまし

シャフト炉式ガス化溶融炉

は計画当初から、産出されたスラグの
有効利用を目指しています。

帰還困難区域の現場を支えた、
IoTとリモートの活用
双葉町には福島第一原発５・６号機が

―

。そこで採用

また、事務所と現場がクルマで約30
分の距離にあり、域内での作業時間も

実に歩を進めつつあります。

た。４月からは本格的な稼働をスター
トさせています。

限られる中で移動時間を有効活用する

復興に向けて膨大な除染廃棄物や災

ため、通勤用バスの車内モニターを介

害廃棄物の最終処分量をどれだけ減ら

して朝礼を行い、その日の作業内容や

せられるか。操業を担当する当社とそ

注意事項を共有し、安全管理を行うこ

のグループ会社のメンバーたちが役目

とにしました。

を終えるときに、一人でも多くの被災
者が町へと帰り、かつての暮らしを取

立地しています。着工時の2018年には

他にも、工事調整用のアプリによっ

町全体が避難区域とされ、立ち入り規

てスムーズに作業を進めるなど、IoTと

り戻せるように― 。いまこのときも、

制が敷かれている状態でした。現場の

リモートを最大限に活用することで、

シャフト炉の火は燃え続けています。

E n g in e e r ’s Vo i c e

折れそうな気持ちを支えたのは、被災地での経験の積み重ねでした
東北の地で東日本大震災の災害ごみ処理に携わって
９年。目の前のやらなくてはならないことを一つひと

み重ねがあったからだと思います。

つやり遂げる中で、ここまでやってきました。ノウハ

双葉町減容化施設の本格的な操業は2020年４月に

ウのない中で災害ごみを処理した釜石市での経験。仮

始まりました。
『できる会社と見込んだからこそ、お願

設溶融炉の建設、操業、そして解体までを請け負い、初

いしたんです』というお客様の言葉が心に残っていま

めて放射能管理を伴った広野町での経験。そうした実

す。お客様からの期待、住民の方からの信頼。それら

績の集大成となったのが双葉町です。未知の挑戦に心

を胸に地域の復興に尽力したいと思います。

が折れそうになったこともありましたが、諦めない気
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プロジェクトリーダー

越田 仁

Case 02 水素ステーション建設

排気ガスのないクルマで向かう未来。
独自の水素ステーション建設に見る、
クリーンエネルギー社会の可能性

日鉄パイプライン＆エンジニアリング
資源・エネルギー事業部

岡本隆志 プロジェクトマネジャー

同 澤邉恵一 所長

同 日高哲明 マネジャー

脱ガソリン・脱ディーゼルという世界的な動きの中で、地球温暖化抑制の効果が大きく期待される燃料電池自動車。
水素から発生させる電気でモーターを回すため、CO2がいっさい発生せず、水だけが排出される究極のエコカーです。
国も普及を推進していますが、電気自動車やハイブリッドカーに比べると、まだまだ限定的な存在に留まっています。
自動車やバスへの燃料充填に欠かせない、水素ステーションの整備をいかに加速させられるか ― 。
中部国際空港セントレアと、東京・大井における、日鉄P&E独自の水素事業への挑戦について紹介しましょう。
東京大井水素ステーション

クリーンな水素社会の実現に向け、
国をあげて取り組んでいく

ーです。その優位性にスポットがあた

がきられたのです。

り、水素エネルギーをとりまく状況が
転換する契機となったのが、2015年暮

海外パートナーと連携し、
独自の強みを最大限に発揮する

エネルギー資源の乏しい日本にとっ

れにパリで開催されたCOP21でした。

て、新たなエネルギー供給体制を確立

「CO2の排出量を2030年までに2013

していくことは、社会生活や経済活動

年度比26%削減」という明確な目標を

私たち日鉄エンジでは、製鉄やごみ

を持続する上でも欠かせません。日本

掲げるとともに、首脳会合でのスピー

処理のプロセスで発生する熱や蒸気を

は世界に先駆けて水素エネルギーの本

チにおいて「CO2フリー社会に向けた

発電という形で再利用するなど、省エ

格研究に取り組み、2000年代初頭から

水素の製造・貯蔵・輸送の技術開発推進」

ネルギー型のプラントづくりに取り組

は自動車燃料としての実証試験も重ね

を日本政府は表明したのです。

んできました。世界がクリーンなエネ

てきました。2014年には、世界初の量

翌2016年には、
〈水素・燃料電池戦

ルギーを模索する中、最近では大型バ

産型燃料電池車（以下FCV）発売へと

略ロードマップ〉が経産省により改訂

イオマス発電設備の建設を進めている

こぎつけています。

され、その後も次々と水素エネルギー

他、風力・地熱・潮流といった自然エ

FCVは水素と酸素の化学反応によっ

を推進する計画が示されます。これま

ネルギー発電の開発もいち早く手がけ

て発生させた電気でモーターを回して

でに蓄積してきた知見を生かし、各国

ています。

走行します。CO2の発生はゼロ、排出

との連携を図りながらも、技術立国と

さらに水素と酸素の化学反応から電

されるのは水だけという究極のエコカ

しての競争力を維持していく方向へ舵

力を作り出す水素エネルギーの分野に
11

FCV
高圧圧縮機

中間蓄圧器
水素製造装置

高圧蓄圧器

低圧圧縮機

装置構成（東京大井水素ステーション）

FC バス
出荷用設備

移動式ステーション

出荷用設備

汎用トレーラー

各地の水素ステーション

も、私たちのグループ会社である日鉄

技術と、日鉄P&Eのエンジニアリング

ンクを切り替えていきます。その際、1

P&Eは、FCV へ水素を製造・供給する

の知見を大胆に組み合わせたのが、環

台のFCVへの充填を終える度に全ての

水素ステーションの設計・建設という

境省の地域連携・低炭素水素技術実証

バンクで圧力を最大に戻すための復圧

役割で参画しています。

事業である北海道鹿追町の〈しかおい

というプロセスが蓄圧器の寿命を短く

天候に左右される自然エネルギー発

水素ファーム 〉です。酪農業で発生す

し、早期交換が必要となるなどの運用

電には、安定供給の面で課題がありま

るバイオメタンガスを原料に、水素の

コストが高くなる懸念がありました。

したが、水素であれば安定的な電力供

製造から輸送、供給までの一連サプラ

このような課題の中で、いかにして

給が実現でき、さらにその電気を水素

イチェーンを構築する日本初の試みと

優位性を出すことができるか ̶。検

に変えて貯蔵しておけば、再び電気へ

なりました。水素燃料充填のみならず、

討を重ねる中で日鉄P&Eは、米エアー

と戻せます。自然エネルギーの弱点を

燃料電池の形でもエネルギー供給ので

プロダクツ社から、ある提案を引き出

解決する力も、水素は秘めているのです。

きる水素ステーションとして、2017年

しました。１台ごとに復圧するのでは

に稼働を始めています。

なく、残っている圧力に応じて各バン

水素ステーション事業における独自

®

クの出番を自動制御する特許技術〈バ

の強みは、耐久性が要求される蓄圧器
や、超高圧に耐える強度が求められる
主要な設備の配管に、日本製鉄の高性

既存型の常識にとらわれず、
大幅な経済性と耐久性を両立

ンクローテーション〉の活用です。
これにより、耐久性を重視した従来
型の高価な蓄圧器ではなく、価格が約

能素材を使えることです。耐久性やメ
ンテナンス性の高さは、長期スパンに

続いて手がけたのは、中部国際空港

半分となる、鋼製の本体胴部に樹脂を

おいてのコストダウンにも繋がり、競

島内にある〈セントレア水素ステーシ

巻き付けた複合型の蓄圧器の採用が可

争力が高まります。

ョン〉です。入札にあたって提示され

能となりました。厳しい入札の結果、

さらに、自社製の設備を採用せざる

た要件は、都市ガスを原料とする水素

初期投資額を大幅に抑え、かつ製品ラ

を得ないメーカー系他社とは違い、ニ

製造設備を持つオンサイト型の設備と

イフサイクルが長いことで運用コスト

ーズに応じた最適な設備を柔軟にアレ

して、燃料電池バス（FCバス）にも燃料

も安価となる提案が高く評価され、日

ンジできることも大きな利点です。水

充填できること。そしてメンテナンス

鉄P&Eの受注へとつながりました。

素事業の推進にあたって日鉄P&Eは、

や機器の交換も含めたコストを抑える

米国・欧州他20か国以上での実績を持

ことでした。

しかし、設計・建設においても数々
の課題が待っていました。中でも困難

つ世界的な産業ガス会社である、米エ

圧力の高低差を利用して車載容器へ

を極めたのが、制御システムの設計で

アープロダクツ社とのパートナーシッ

水素を充填するため、水素ステーショ

す。米エアープロダクツ社と日鉄P&E

プを実現しました。

ンでは製造した水素を圧縮し、高圧の

のシステムを組み合わせる統合開発に

自動車メーカーとの長年の共同開発

状態で蓄圧器に一時貯蔵します。国内

おいては、互換性の問題のみならず、設

の蓄積に基づく同社の優れた水素供給

では耐久サイクル数に優れた鋼製蓄圧

計思想の違いも浮き彫りになりました。

セントレア水素ステーション／東邦ガス株式会社

器が一般的でしたが、

数々の課題の解消に向け、エンジニア

コストが高くなるのが

を米国に派遣して学びながら融合を図

問題でした。

っていきます。約１年におよぶ協働作

また、水素ステーシ
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業を経てパッケージ化にこぎつけ、今

ョンでは、充填の際に

後の提案にも生かせる形になりました。

高圧を保つために、蓄

そして2019年３月、セントレア水素

圧 器 を 束 ね た〈バ ン

ステーションは開所を迎えます。同年

ク〉を３つ用意し、充

６月からは、空港の対岸にある商業施

填中にA からBへ 、そ

設とのFCシャトルバスの運行もスター

してC へと送り出すバ

トしました。見学展示コーナーなども

備え、水素社会の普及啓発の場として
の役割も果たしています。

次代を担う若手たちが夢を抱いてい

11

るという事実は、水素社会を実現する
大きな推進力にもなるはずです。

水素の出荷や可動式にも対応できる、
大規模ステーション建設

大勢の作業員たちへの新型コロナウ
イルス感染症対策に万全を期しながら
最終調整を行い、
〈東京大井水素ステー

次なる挑戦の場となったのが、
〈東京

ション〉はこの８月に開所する予定です。

大井水素ステーション〉です。トレー

東京オリンピック・パラリンピックという

ラー輸送による他の水素ステーション

舞台は延期となりましたが、来たるべ

への出荷設備があること、将来のベー

き需要増に万全の体制で備えています。

ス基地となることを見据え、大規模で

国内の水素ステーションは131か所

安定した供給が担保できる２系統の水

（2020年５月現在）を数え、これから

素製造装置を持つことが、大きな特徴

ますます拡大していくことでしょう。

となります。

その普及に貢献しながらも、水素ステ

最大の難関は工期の短さでした。東

ーションだけに留まることなく、さら

京オリンピック・パラリンピックとい

にその先の水素の可能性を模索してい

う晴れの舞台で、水素エネルギーへの

く ̶。日鉄P&Eの視点は、次なるフ

取り組みを世界に発信したい。そんな

ィールドへと向けられています。

バンクローテーションで制御される蓄圧器ユ
ニット。東京大井水素ステーションでは、中圧
段、高圧段と２段階に分けて圧力を高め、出
荷用トレーラーには中圧段で充填する。写真
は高圧段の蓄圧器ユニットで、２本×３バンク
×２系列からなる。

東京都の思いのもと、大会期間中には
選手たちの移動にも使用される約500
台のFCVとFCバスの24時間運行が計

Q

画されていました。近郊の水素ステー
ションへの供給元としての役割も担っ
ていたため、何としても大会までに間

原料

化石燃料

に合わせる必要があったのです。

工業プロセスの副産物
副生ガス

バイオマス
メタノールや
メタンガスなど

場管理にあたるなどの対応に追われま
した。そんな中で現場担当者たちの励

バイオマス→メタノールなど

みになったのは、入社したばかりの社

自然エネルギー

員からの言葉でした。
「未来を感じる水素に携わりたいと思

精製

（水素が多く含
まれているガス）

素

た他、夜間工事も含めた三交代制で現

コークス炉ガスなど

水

られた敷地で複数の工事を同時進行し

熱

触媒

（水蒸気改質法、部分酸化法、自己熱改質法など）

うようには集められません。資機材の
納品や人員の手配状況に合わせて、限

大きくは、この４つ。
製造プロセス

石油、石炭、
天然ガス

大会開催に向けた各競技場の建設ラ
ッシュもあり、作業員や資材、重機も思

A

水素はどんな原料から、
どうつくられるのか？

水
風力・太陽光→電気

熱
触媒

電気
水の電
気分解

い、この会社を選びました」
C u s t o m e r ’s Vo i c e

水素社会の実現に向けた取り組みに、今後も期待しています
当 社 グループの長期ビジョンでは、
「低炭素・循環

規模を２倍としている他、首都圏にある他の当社ステー

型社会」
「デジタル革命の進展」
「ライフスタイルの変

ションへのトレーラでの水素出荷機能も備えており、

化」に着目しており、再生可能エネルギー事業や水素

世界的にも大規模なステーションとなっています。

事業の推進は、
「低炭素・循環型社会」を目指す上で一
つの鍵になると考えています。
「東京大井水素ステーション」は首都圏の水素供給

持続的かつ安定的なクリーンエネルギーの一つと
して本事業を推進してこられた貴社には、今後もその
一翼を担っていただくことを期待すると共に、水素社

体制強化を目的として計画され、FCVのみならず、 会の実現に向けた取り組みを引き続きお願いしたい
都が導入を進めるFCバスの需要を取り込むため設備

と思います。

ENEOS株式会社
水素事業推進部
部長

辻 正寿 様
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Case 03 東京港臨港道路南北線（東京港海の森トンネル）沈埋函工事

掘らない？ 沈める？
陸上でつくった海底トンネルを
抜けた先に、物流の未来が広がる

海洋事業部プロジェクト部

松尾憲司

海洋事業部国内営業部

萩原政弘

貿易の要である東京港。その国際競争力を高めるために、着々と港湾整備が進められています。
取扱貨物量は堅調に伸びましたが、大型コンテナトレーラーなどによる交通渋滞という課題が新たに浮上してきました。
そこで、東京オリンピック・パラリンピック開催も控える中で計画されたのが、物流ルート増強のための海底トンネル建設です。
経験のない短工期。使用期限が限られた
〈沈埋函〉製作ドック。航路を確保しながらの海上施工。わずか60ミリの許容誤差……。
その困難なミッションを可能にした、
〈東京港臨港道路南北線 沈埋函工事〉
について紹介しましょう。
海面下12メートルに沈設された沈埋函

首都圏の物流を支える上で、
浮上してきた大きな社会課題

その要因は、物流量が際立って増加
している東アジア諸国の港湾の台頭で

東京港の周辺道路は整備が進んでい

す。大手海運企業が効率化のためコン

たものの、
〈有明・青海地区〉と〈中央

プロジェクトの舞台は東京港。首都

テナ船の大型化や寄港地の絞り込みを

防波堤地区〉を繋ぐのは東京港第二航

圏の市民生活と産業活動を支える重要

進める中、戦略的な港湾施策に遅れを

路トンネルのみ。中央防波堤地区では

な貿易港として、国内一の外貿コンテ

とった東京港は、国際基幹航路から外

新たなコンテナターミナルの整備が進

ナ取扱量を維持しています。しかし、

れていったのです。その結果、他国の

んでおり、コンテナ貨物量のさらなる

全世界のコンテナ貨物量の増加に対し

主要港でのトランスシップ（積み替え）

増加が見込まれます。

て日本の伸びは低調に留まり、国際的

という寄り道が生じ、コストの上昇や

な地位は低下しつつありました。

輸送時間の延長が生じていました。
そこで東京港では、コンテナ船の大

14

って生じる交通渋滞です。
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また、東京港エリアには東京オリン
ピック・パラリンピックの競技場も点
在するため、開催中には交通規制も実

型化や取扱貨物量の増大に対応すべく、

施され、一層の混雑は避けられません。

インフラ整備を進めています。コンテ

渋滞中の大型トレーラーの排気ガスが

ナ取扱量は堅調に伸びてきましたが、

地球温暖化の一因にもなること、一般

また新たな問題が浮上しました。コン

車両も走行する中で渋滞による時間ロ

テナを輸送するトレーラーの増加によ

スを取り戻そうとする運転によって事

故の危険性が高まること、地震や台風
などの災害時に物流機能が脆弱化する

当社参画JV担当

接続部

陸上部

接続部

陸上部

7号函 6号函 5号函 4号函 3号函 2号函 1号函

こと……。これらさまざまな課題を解

第二航路

水深12m

決すべく、国土交通省によって計画さ

有明地区

れたのが〈東京港臨港道路南北線〉です。

中央防波堤地区
海底トンネル長930m

東京港臨港道路南北線沈埋函断面図

７つの巨大な函（はこ）
を繋いで、
東京港の海底にトンネルを通す

歩行者・
自転車
用通路

鋼殻

エンジは沈埋函の設計・製
作におけるノウハウを培っ

鋼殻

こうかく

〈東京港臨港道路南北線〉は第二航

てきました。鋼殻と呼ばれ

路トンネルのルートと平行して計画さ

る外壁部分の鋼板を二重に

れましたが、陸上部に十分なスペース

使った構造とし、その間に

がないこと、建設期間中の航路制限が

コンクリートを流し込むサンドイッチ工

伴うことなどから、橋梁ではなくトン

法（右上図）
もその一つです。いまや各

沈埋函の製作が遅れると、沈設も含

ネル建設の方向で検討が進められまし

経済圏における不可欠な物流網となっ

めた全体工程が遅れてしまいます。
「直

た。通常、トンネルは巨大な掘削機で

た大阪・夢咲トンネルや北九州・若戸ト

ちにスタートダッシュしなくては」と、

掘り進んでいく施工法でつくられます

ンネルなどで約30年の実績を重ね、沈

受注が決まるやいなや担当者は現場に

が、今回は工期、周辺状況や安全性とい

埋函のエキスパートと自負しています。

入りました。まずは、４・５号函の製

サンドイッチ工法／函体外面・内面すべてを鋼板でつくり、鋼板
の間にコンクリートを打設して一体にする方式

度の高い函です。

作にあたります。造船所の修繕船用ド

ったさまざまな課題がありました。

全国各地で製作したブロックを
東京湾のドックで組み立てる

そこで採用されたのが、沈埋函トン
ネル工法です。陸上で製作した巨大な

ックの予定が詰まっており、利用でき
る期間はわずか７か月。とくに５号函
は曲線を描く設計であり、組み合わせ

長方体の函を海底に沈めて繋いでいく

るブロックが126個にも及んでいて、

ことで、前述の懸念がすべてクリアさ

そんな私たちにとっても、通常の約

れるだけでなく、工期の大幅な短縮も

半分、約２年という製作期間はかつて

その溶接の全てをドックで行うと、工

可能となります。東京オリンピック・

経験がありません。片側各２車線と中

期の大幅な遅延が生じることが想定さ

パラリンピック開催を控え、極めて短

央部の歩行者自転車路からなる海底ト

れました。

い工期での完成は現場に課せられた絶

ンネル部は全長約930メートル。134

対条件だったのです。

メートルの沈埋函７つで構成されます。

めに考案したのが、ブロック製作工場

では一体なぜ、製鉄会社を母体に持

日鉄エンジは五洋建設、東洋建設との

で、5個10個という単位での組立作業

つエンジニアリング会社が、海底トン

共同企業体（JV）に参画し、４・５・６号

までを連続して実施することです。そ

ネル建設に手を挙げたのでしょう。も

函の製作設置を担うことになりました。

のため、実績のある当社グループの日

ともと鉄を使った多くの海洋プロジェ

中でも最後に設置する６号函は、トン

鉄鋼構造をはじめとして、ブロックを

クトを手がけてきた中で、私たち日鉄

ネル全体の長さ調整を伴う非常に難易

短納期で確実に供給でき、かつ組立ま

晴海

8.3m

有明
お台場

品川

134m

荒川

渋谷

葛西

幕張

浮遊打設 5号函

浮遊打設 4・6号函

コンテナターミナル
（品川・大井・青海・中防外）

27.8m

そこでドック内での作業を減らすた

若洲
千葉

沈設場所

ドック内製作工（大組立工）

沈埋函仮置場所

本体コンクリート工 浮遊打設 /6号函（若洲）

曳航 路
沈埋函

沈埋函
製作ドック
6号函

羽田空港
川崎

多
摩

川

南北線沈埋函拡大図

箇

横浜ベイブリッジ

沈埋函
製作ドック
4・5号函

航
函曳
沈埋

所

青海CT
横浜

路

全国各地からブロック単位で
輸送したのち、造船所のドック
にて溶接によって組立される

東京港臨港道路南北線
当社参画JV担当
4・5・6号函

滞

基礎砕石工・埋戻し工（トレミー方式）

お台場

オリンピック・パラリンピック会場

有明
渋

東
京
湾
アク
ア
ラ
イン
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6
5
4

3

2

1

東京港第二航路
トンネル
東京港臨海トンネル

木更津

東京ゲート
ブリッジ

中央防波堤

中防外CT

とはいえ、最終の誤差は両端各60ミ

でを任せられる工場を慎重に選定して

コンクリート合成構造にしていけるか。

いきました。また、工場ごとの品質の

鋼殻変形のシミュレーションを何度も

リ以内に収めなくてはなりません。最

バラつきを抑えなければなりません。

繰り返して正確な寸法へと仕上げた

終の長さを決定する際は、五洋建設の

全国10か所の工場に足を運び、ときに

鋼殻に、１函あたり約24,000トンもの

シミュレーションの知見と、それを実現

は函の中に溜まった雨水に足を取られ

コンクリートが呑み込まれていきます。

する日鉄エンジの構造設計の経験値を

ながら、品質検査を何度も繰り返して

こうした製作作業の中でもクライマ

持ち寄り、検討に検討を重ねました。

ックスとなったのは、最終函となる６

そして2019年７月６日、６号函を沈

号函です。本来なら、正確なサイズを

設する日を迎えます。
「60ミリの誤差を

４・５号函の製作は同時進行です。ブロ

把握するために、両側の５・７号函の

超えたら、うまく接合できない」
「あれ

ック同士の組立を一部移管した工場は

沈設を終えてから製作に着手するのが

だけ検討したから大丈夫だ」

いきました。
こうして工期のメドは立ちましたが、

不安と自信が交錯する中で見守

全国各地に散っています。大量の
ブロックを毎月５〜６回の頻度で、
全国から横浜のドックへと海上輸

ること約８時間、海面下10メート

5号函

6号函

7号函

ルでの沈設作業は無事に完了とな

27.8m

134m

ります。ゴムによって吸収された

ません。その間、大型台風の接近

誤差は、わずか17ミリでした。

もあり、ドックへの受け入れタイ

8.3m

送する手段を確保しなくてはなり

７月11日には５号函と６号函を

ミングの微妙な調整にも神経を

隔てるハッチが撤去され、貫通式

伸縮性止水ゴム

キーエレメント工法

配り続けました。

が行われました。その後、関係する

さらにドックでの組立作業も容易で

望ましい手順となります。しかし今回

６つの共同企業体との綿密な調整を重

はありません。コンクリート打設部分

は短工期という制約のため、６号函の

ね、道路部分となるコンクリートの打設

は１函あたり1,000か所に分割されて

製作を先行させる必要がありました。

などが実施されていきました。2020

おり、その一つひとつの検査も必要と

そこで私たちは、６号函をあらかじ

年６月には「東京港海の森トンネル」と

なります。全長が134メートルともな

め長めに製作し、先行函の沈設後の長

して開通し、コンテナトレーラーの往来

ると、日射による温度変化で寸法が変

さに合わせてカットできる調整部分を

が始まっています。

動してしまうため、計測は夜明け前か

設けるとともに、
〈キーエレメント〉と

東京オリンピック・パラリンピックは

らの作業となりました。

いう工法（上図）を採用しました。こ

延期となりましたが、その原因である新

の工法により、従来の水圧接合方式に

型コロナウイルス感染症による混乱の

必要となる継ぎ手をかませる最終工程

中で、物流というライフラインの重要性

を省略でき、ジョイント部の伸縮性止水

が再認識されました。物資の流れを止

ゴムによってトンネル延長の誤差を吸

めない、滞らせない。トンネルを抜けた

収することが可能となります。

その先に、未来への道は続いていきます。

わずかなズレも許されない。
最終函で生きた知見と経験
製作過程における工夫により、１年
目には４・５号函、２年目には６号函
の鋼殻製作を工期通りに終え、次はコ
ンクリートの打設です。まずはドック

の作業において、いかに精度の高い鋼

A

函の両端を遮蔽壁で閉じると、
内部が空洞となるため、同じ
容積の海水より軽くなり……

沈埋函
沈埋函

函内のタンクに海水を注ぐと、
重さが増していき……

しずむ

す。洋上にゆらゆらと浮かんだ状態で

うかぶ

から仮置き場となる岸壁まで曳航しま

Q

沈埋函の沈設では、なぜ
浮かべたり沈めたりできるのか？

C u s t o m e r ’s Vo i c e

急ピッチが課せられた難事業に、技術力を発揮していただきました
貴社には、日本の物流を支える港湾インフラ整備にお

2020年夏に開催予定としていた東京オリパラまでの

いて、これまでもジャケット工法やハイブリッドケーソ

供用を目指したことから、現地着工から４年という急

ン工法などで、技術支援をいただいているところです。 ピッチの工期が課せられた難事業でした。沈埋函の製
今回、有明10号地と中央防波堤地区を結ぶ臨港道路（東

作から沈設そしてトンネル内の内部構築まで、大変厳し

京港海の森トンネル）では、最終函を含む４・５・６号

い工期の中で、その技術力を遺憾なく発揮していただき

函の製作・築造の担当として、五洋建設と東洋建設とと

ましたことに改めて感謝申し上げます。

もに JVを組んで施工に尽力していただきました。
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関東地方整備局
東京港湾事務所
所長

川﨑俊正 様

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

安全衛生基本方針

Safety & Health

｢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。
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。

●

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
とともに、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。
単 独
延実労働時間 死亡災害
（百万時間） （件）

労働災害の防止

連 結※2

休業災害
（件）

度数率※１

延実労働時間 死亡災害
（百万時間） （件）

休業災害
（件）

度数率※１

2017

8.19

0

0

0

19.15

0

4

0.21

2018

8.97

0

1

0.11

20.60

0

5

0.24

2019

9.12

0

3

0.33

18.60

0

6

0.32

※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社およびTNS
（THAI NIPPON STEEL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION, LTD.）
を含む
●

タイの現 地法 人であるTNS※では、2019年、溶 接、電気、
高所、吊りといった作業に関する安全等について体験型
で学ぶ『HSEトレーニングセンター
（HSE：健康・安全・
環境）
』
を開設しました。すでに延べ5千人以上が受講し
ています。常に新しい作業者や建設業経験の浅い人が
プロジェクトに従事する同社において、安全文化を構築
し災害ゼロを目指す拠点となります。

タイ／ HSEトレーニングセンター

※TNS＝THAI NIPPON STEEL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION, LTD.

●

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（2019年度は93.0％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
入者および入社３年目までの社員については、保健師面

ヘルスケアの実施

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。2019年度は春292名、秋305名が参加しました。

衛生週間に開催した健康セミナーの様子
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品質基本方針

Quality

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。
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。
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383名に達しました。
各事業分野におけるQMS

認証機関

製鉄プラント

独自のQMSを保有

ー

環境

ISO9001認証取得

JICQA

エネルギー

独自のQMSを保有

ー

海洋

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）

国内：JICQA
海外：ABSQE

建築・鋼構造

ISO9001認証取得（建築事業と鋼構造事業）

JICQA

●

品質
マネジメント
基本規程
品質保証
マネジメント規程
部門の品質マネジメント規程

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

品質・技術上の
課題抽出と対策

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。
●

2019年度は当社製の建築部材の一部に国土交通大臣認定の仕様に適合しない製品が含
まれていたことが判明し、速やかに適合化のための大臣認定の追加取得を行うとともに、
全社を挙げて対策に取り組みました。今後このような事態を二度と引き起こすことがない
よう、品質管理・法令遵守を徹底し再発防止に努めてまいります。

●

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
専門家を育成しています。2019年度は、専門講座を約150

品質教育・啓発活動

名
（累計約330名）
が受講、事例検討会は3回開催しました。
（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）
●

2019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

課題抽出力・原因分析向上のための講座

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320名が出席しました。

コンプライアンス基本方針

Compliance

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

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。2019年度は法令に
抵触する重大な違反はありませんでした。

●

ステークホルダーの
期待・要請への対応

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。2019年度
の通報相談件数は14件でした。
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コンプライアンス基本方針

●

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

教育・啓発活動

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、2019年
度は494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、2019
年度は、情報セキュリティ、建設業法、下請法を実施しました。
（6,496名受講）

環境基本方針

Environment

日鉄エンジニアリンググループは、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、環境に配慮した持続可能な社会の形成に貢献します。
●

当社はお客様に納入する環境貢献商品 ※1を通して、気候変動の原因となるCO2の排出を削
減し、持続可能な地球環境の実現に貢献しています。
環境貢献商品によるCO2排出削減効果 ※2

環境貢献商品構成（2019年度)※2
（単位：千tCO 2）

（単位：千tCO 2）

30,000
25,000

26,048（合計）

26,936（合計）

28,568（合計）

16(0.05%)
314(1.10%)
480(1.68%)

11(0.04%)

20,000

商品を通じた
環境貢献

8,352
(29.2%)

15,000
10,000

19,396
(67.9%)

5,000
0

CDQ

2017年度

2018 年度

廃棄物発電設備

2019 年度
地熱発電

コージェネ設備

ジェイコンビ®

風力発電設備

※1：環境貢献商品／製鉄プロセスにおけるコークス乾式消火設備（CDQ）、廃棄物発電設備、地熱発電設備、コージェネ設備、
下水汚泥固形燃料化システム
（ジェイコンビ®)、風力発電設備
※2：グラフの数値は、当社が2019年度までに国内外に建設した環境貢献商品が産出した電力量を国内電力の排出係数等を用
い、
それぞれの設備特性を踏まえた稼働率を前提とし、試算したCO2 削減効果の値

●

各現場・拠点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。

●

北九州技術センターでは、ペーパーレス化の推進や古紙
リサイクル活動の強化により2016年度より大幅に一般
ごみ排出量を削減しています。
（2019年度は対前年度
約20%、2016年度から累計約40%削減）

オフィス・建設現場
における活動

エネルギー使用量※１
温室効果ガス排出量※１
（原油換算）

古紙リサイクル活動のポスター

水の使用量※2

産廃排出量に占める
直接最終処分比率※3

2017

1,736 ㎘

3,724 トン

22,339 ㎥

4.5%

2018

1,691 ㎘

3,473 トン

22,496 ㎥

16.5%

2019

1,572 ㎘

3,172 トン

23,363 ㎥

19.5%

※1：対象範囲は、大崎本社、KTC
（北九州技術センター）、支社・支店他継続事業所
※2：大崎本社とKTCの合計値
（2019年度は研究所のKTC移転により増加）
※3：受注工事内容によって変動
（2019年度は既存設備の撤去・処分が含まれたため増加）

環境に関する教育活動

●

大成建設㈱から講師をお招きして環境講演会を開催。安全衛生環境委員会メンバーを中
心に約50名が参加して先進事例を学びました。
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調達基本方針

Procurement

お取引先との協働・連携を基礎として、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

環境負荷低減や工期短縮など、お取引先からの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。2014年度から2018年度まで、６社のお取引先
を表彰してまいりました。

●

2014年度より隔年で、お取引先向けの法令遵守説明会を、東京・大阪・北九州にて開催
しています。現在までに、延べ780社に参加いただきました。

法令・社会規範の遵守

●

2011年度より隔年で、お取引先の声をきめ細かく把握し当社の調達活動に反映させるべく、
人権保護や社会保険加入など、サステナビリティを構成する各種要素を織り込んだCSRア
ンケートを実施しており、延べ3,300社に回答いただきました。

人財基本方針

Human Resources

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。
●

能力開発・
キャリア開発

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、メンター制度、人事部門との
キャリア相談、海外留学、社内公募などを積極的に運用しています。

●

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。2019年度はドイツ・タイ・中国・イ
ンド・シンガポール・フィリピンから10名が参加しました。

●

女性活躍推進法に基づく行動計画に則り、女性社員数・
女性管理職数の増加、職種・職域の拡大などの諸施策
を実施しています。育児事由による在宅・短時間勤務
制度、職群転換制度、配偶者転勤に伴う国内拠点移動

ダイバーシティ推進

ナショナルスタッフ研修風景

申請制度、福利厚生における育児優遇施策など、ライフ
イベントを踏まえて就業を継続し、キャリア形成を支援
する制度を充実させています。

女性活躍推進法
「えるぼし（３段階目）」認定
（2017年〜）
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次世代育成支援対策推進法
「くるみん」認定
（2012年〜）

人財基本方針
●

ワークライフバランス
と多様な働き方の実現

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年度より育児・介護・傷病・看護等の勤務制約者を対象とする在宅勤務制度を導入
していましたが、2020年からは対象を全社員（一部例外あり）に拡げて試験運用を開始し
ました。2019年度からはシェアオフィスの本格的運用もスタート、社員が時間や場所に捉
われずに時間を最大限有効活用できる業務運営を目指しています。

雇用状況

2017

2018

2019

1,173名

1,186名

1,215名

男性

994名

1,007名

1,023名

女性

179名

179名

192名

166名

182名

202名

3名

3名

4名

女性管理職（係長級）

16名

18名

26名

障がい者雇用

25名

25名

36名

2.0％

1.9％

2.7％

27名

34名

32名

社員数
ー

ー

臨時雇用者数
女性管理職（課長級以上）

ー

障がい者雇用率

再雇用者数
新規採用者数（男／女）

30名（22/8）

中途採用者数

39名（31/8）

18名

離職者数（率）

9名（1％）

30名
22名（2％）

41名（28/13）
38名
20名（2％）

入社３年後就業継続率

100％

97％

100％

平均年齢

43.4歳

43.2歳

43.1歳

平均勤続年数

19.4年

18.6年

18.0年

2018

2019

※雇用状況の数値／当該年度末時点

障がい者雇用数・雇用率のみ／当該年度の翌６月１日時点

労働時間および休暇・休業

2017

育児休業
（男／女）

24名（13/11）

35名
（15/20）

37名（14/23）

復職率（男／女）

100％/100％

100％/95％

100％/100％

19名

22名

12名

1名

1名

1名

配偶者出産休暇
介護休業
インターバル休暇（カッコ内は取得日数）
総労働時間
有給休暇日数（平均）

能力開発・キャリア開発
研修受講者（eラーニング受講者含む）
PMP資格保有者数※

92名
（539日）

92名
（560日）

81名（538日）

2,067時間

2,106時間

2,082時間

14日

15.6日

15.6日

2017

2018

2019

853名

941名

1,016名

65名

75名

87名

※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）
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社会貢献基本方針

Social Contributions

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。

●

学校への出張授業・職場訪問受け入れ：大崎本社では、
中学・高
校の職場訪問を受け入れ、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。
（2019年度/10校、累計/68校）

次世代育成

北九州地区では、小学校へのレゴブロックを使った「設計体験」

「情熱・先端Mission-E」
は右ページ参照

出前授業、高校ではSSH
（スーパーサイエンスハイスクール）
へ
の協力授業、大学や高専では機械設計および電気・制御設計、
数値解析等の「技術講座」を通じてわかりやすく伝えています。

中高生の職場訪問

（2019年度/12校、累計/71校）

●

エンジ村：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：㈱オージス総研のプログラム「はじ
まるくん」に賛同し、当社での使 用期限を終えたパソコンを、 地域共生型ガーデン『エンジ村』
2014年度より６年間、北九州市内の市民活動団体・福祉団体
へ寄贈しました。パソコンの再生作業を福祉作業所（社）桑の実

コミュニティー発展

会桑の実工房に委託することにより障がい者の就労支援や I T
スキルの向上にも貢献しています。
寄贈実績：2019年度/41台 累計/339台
●

リユースPC寄贈式

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、2012年から毎年参加しています。2019年度は86
名が参加し、前年度グランプリチームとして模範演技を披露しました。

●

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。

●

わっしょい百万踊り

日鉄エンジの森：日鉄環境プラントソリューションズ
（NSES）
が
10年間行ってきた高知県四万十川流域の自然保護活動を当社
グループによる
「日鉄エンジの森」
として引継ぎました。2019年
度は全国各地から44名が参加し、檜の間伐を行いました。

地球環境保全

●

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

「日鉄エンジの森」パートナーズ協定締結

でいます。2019年度は２回の実施で延べ518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。

●

災害復興支援

募金活動：2019年秋に発生した台風15号・19号の災害に際し、会社として総額500万円の
義捐金を拠出するとともに、当社グループ社員による募金活動を行い、災害支援の（公社）
Civic Forceに約100万円を寄付いたしました。
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お花いっぱい大崎

情熱・先端 Mission-E

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３月下旬に開催予定だったコンテストは延期になっています。
※2020年8月に報告会開催予定

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。
学校訪問等を通して、当社のエンジニアから直に必要な知識や考え方を学びながら、
８カ月をかけて 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。

Mission エネルギーアイランドプロジェクト＠関東地区

「未来の浮体式洋上風力発電所を設計せよ」
2019年度の関東地区では、浮体式洋上風力発電をテーマと
したプログラムを実施しています。参加各校は、浮体の設計・
製作に加えて、地域社会／漁業従事者／自然環境などとの
共生も考慮しつつ、設置海域の選定まで行います。11月に行
われた中間イベントでは、東京海洋大学の本格的な造波装置
付き水路で実証試験を行いました。
参加校

●

岩瀬日本大学高等学校 ● かえつ有明中・高等学校
東京都立国分寺高等学校 ● 日本工業大学駒場高等学校

●

文教大学付属中学校・高等学校

●

Mission エコロジープラントプロジェクト＠北九州地区

「廃熱を使った、未来の工場を設計せよ」
2019年度は、福岡県の４校が挑戦。課されたMissionはパ
ソコンを工場に見たてて、パソコンの演算機能を維持したま
ま、廃熱を利用して車の走行・お湯の生産を成し遂げること
です。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、挑戦は続いています。
参加校

●
●

敬愛中学校・高等学校
福岡県立鞍手高等学校

●
●

西南学院高等学校
福岡舞鶴高等学校

●プロジェクトに参加した生徒・先生の声
参加した理由は？
●

●

これからの未来に必要な技術に
ついて自分で考えてみたくなった
から

●

チームメートとコミュニケーション
を取りながら積極的にディベート
をし、問題解決に取り組みたい

●

考えたアイデアを積極的に発表す
るようにし、考えを深めていくよう
にしたい

自分たちの実力がどのくらいある
のか知りたかったから

●

どのように取り組みたいか？

企画がとても面白そうだと思った
からです
（先生）

●

●

参加した感想は？
●

他校の理系のスペシャリストの
方々と交流できるのが良い経
験になります

●

見たこともなかったパソコンの
中身から熱を取り出して車を走
らせることができてよかった

●

こういう活動をとおして将来の
夢や、進路を決めていきたい

●

やってみると自分が思いつかな
かったことが次々と出てきた

●

とてもワクワクする企画で生徒
の成長を感じられました
（先生）

●

協力して目的に向かって取り組

生徒の様々なアイデアとチームワ
ークを大切にしたい
（先生）

める

アフターファイブボランティア：2014年より就業後や昼休み
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

ボランティア
参加機会の提供

州技術センター等で行っています。2019年度の活動でグル
ープ社員が作成したおもちゃやベンガル語の絵本は、東日本
大震災で被災した幼稚園や海外での教育支援にご活用いた
だきました。
（2019年度/108名、累計/523名が参加）

就業後のボランティア活動

23

会社概要

Company Profile

●社名

日鉄エンジニアリング株式会社

●本社所在地

〒141-8604

●設立

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）

●社員数

単独：1,215名／連結：4,737名（2020年３月31日現在）

●資本金

150億円

●財務情報
（2019年度／連結）

4,020
3,522

東京都品川区大崎１丁目５番１号

3,567

3,401

大崎センタービル

3,404

2,942

91

2017

2018

海外

海外

国内

国内

2019

受注高 単位：億円

2017

2018

2019

107

2017年度まで経常利益
2017

売上高 単位：億円

94

2018

2019

※

事業利益※ 単位：億円

2018年度よりI F R S（国
際会計基準）適用により
事業利益

●国内拠点

【札幌市】

【北九州市戸畑区】

北海道支店

北九州技術センター

【仙台市】

技術開発研究所

東北支店

日鉄プラント設計㈱

【茨城県神栖市】

日鉄環境プラントソリューションズ㈱

鹿島営業所
【東京都品川区大崎】

【北九州市若松区】

本社
関東支店
日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱

㈱エヌエスウインドパワーひびき
日鉄鋼構造㈱

日鉄エネルギーサービス㈱
日鉄オフショアコンストラクション㈱

【福岡市】

【名古屋市】

九州支社

中部支社
【大阪市】

西日本支社

●海外拠点
【ドイツ】
Steinmüller Babcock Environment GmbH（グーマスバッハ）
【中国】
北京中日聯節能環保工程技術有限公司
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

【インド】
Nippon Steel Engineering India Pvt. Ltd.
（デリー）
【タイ】
タイ支店
NS-OG ENERGY SOLUTIONS
（THAILAND）LTD.
（バンコク）
THAI NIPPON STEEL ENGINEERING &
CONSTRUCTION CORPORATION, LTD.
（バンコク）
【マレーシア】
NIPPON STEEL CONSTRUCTION
MALAYSIA SDN. BHD.
（クアラルンプール）
【シンガポール】
シンガポール支店
シンガポール事務所
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【フィリピン】
PNS CONSTRUCTION,INC.（マニラ）
PNS Advanced Steel Technology, Inc.
（マニラ）
Philippine NSE Design Services, Inc.
（マニラ）
【ベトナム】
ベトナム支店（ホーチミン）
【インドネシア】
インドネシア支店（ジャカルタ）
PT. NIPPON STEEL CONSTRUCTION INDONESIA
（ジャカルタ）
PT. NIPPON STEEL BATAM OFFSHORE SERVICE
（バタム島）

●事業・商品

製鉄プラントセクター
●

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・エネルギーセクター
●

廃棄物発電プラント

●

オンサイトエネルギー供給

●

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）

●

エネルギープラント（LNG・LPG・原油受払基地、貯蔵設備等）

●

石油・天然ガス生産設備（海洋プラットフォーム、海底パイプライン）

●

陸上パイプライン（天然ガス・石油・都市ガス等）

●

資源循環プラント
●

電力小売

●

下水汚泥固形燃料化システム（ジェイコンビⓇ）

●

風力発電

●

●

●

土壌・地下水浄化

バイオマス発電プラント
●

●

省エネ型二酸化炭素回収設備（ESCAP Ⓡ）

水素ステーション

●

洋上風力発電設備

水道施設（パイプインパイプ工法、馬蹄形トンネル、水管橋等）

都市インフラセクター
●

総合建築（工場、倉庫等）

●

海洋インフラ（港湾・空港整備、浮魚礁等）

●

システム建築

第三者意見

●

特殊鉄構（超高層・大空間鉄骨、木・鋼ハイブリッド構造）

●

免制震デバイス

●

橋梁商品

姿勢が見て取れます。

活動がどのように貴社の長期的な企

特集では災害廃棄物の減容化施

業価値の向上に寄与するか、という

設、水素ステーション、東京港臨港

ストーリーを示すことで、読み手は

本年はSDGsが目標としている2030

道路南北線沈理函について記載され

貴社の社会課題に対する価値観など

年まで10年となる年であり、メディア

ており、貴社の技術が様々なサステ

とともに、レポートに記載されてい

でもSDGsに関する情報を目にする

ナビリティに関する課題の解決に貢

る内容をより体系的に理解すること

機会が増えるなど、サステナビリテ

献できることを示しています。近年

ができるようになります。

ィに関する社会的認知度が 高まり、

話題になることが多くなった循環型

特集記事などからは、貴社の企

取り組みの裾野が広がっていることが

社会については、リサイクル関連技

業理念にも記載されている「技術とア

実感されます。

術に留まらず、例えば設備等の長寿

イデア」について誇りを持ち、それ

2020年１月に開催されたダボス会

命化や適切な管理による高パフォー

を継続的に改善していく姿勢が読み

議ではステークホルダー資本主義が

マンスの維持など、特集記事に記載

取れます。技術革新はサステナビリ

主要なテーマになり、企業が多様な

されていないビジネスや技術もこのよ

ティに関する課題を解決するために

ステークホルダーとの関係性を重視

うな社会課題の解決に寄与する可能

は不可欠なものであり、これを活用

し、長期的な企業価値の向上を目指

性があります。

した持続可能な経営の実現とより一

す方向に進むことに対する社会から

一方、よりよいステークホルダーと

の期待が明確に示されました。こう

の対話を促進するための改善点とし

した状況においては、企業と社会との

て、２点挙げさせていただきます。

コミュニケーションや適切な情報の

一つ目は定 量的な目標の充実で

開示が今まで以上に重要になります。

す。後半においては様々な実績を数

本レポートでも貴社の取り組みと

値で示されていますが、これを読み手

SDGsの関連を示されておりますが、

が適切に理解するためには実績と比

本業に関連する活動の記載を昨年よ

較可能な目標が提示されることが重

りも増やされたことについては貴社

要です。これは情報開示の透明性

内部でもSDGsへの理解が深まって

の向上にも貢献するものとなります。

いるものと理解され、好感を持ちま

二つ目は長期的企業価値とサステ

した。また、トップメッセージなど

ナビリティに貢献する活動の関係性

においては、達成しなかった目標や

の記載です。貴社はサステナビリテ

発生した問題などについても触れら

ィに貢献する様々な技術を有し、事

れており、透明性を確保するための

業を実施されておられますが、その

層のステークホルダーとの対話の継
続を期待いたします。

EY Japan

Climate Change and
Sustainability Services Leader

Principal

牛島 慶一

※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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本報告書に関するお問い合わせ
日鉄エンジニアリング株式会社
サステナビリティ・広報部
〒141-8604

サステナビリティ室

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
2020年７月発行
※このサステナビリティ・レポートは、2019年４月１日〜2020年３月31日
（2019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。

