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件名 参画会社 開発技術の内容

環境調和型
プロセス技術開発
（COURSE50）

日本製鉄（株）
JFEスチール（株）
（株）神戸製鋼所
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄日新製鋼（株）

1   コークス製造時に発生する高温のコークス炉ガス（COG）に含まれる水素濃度を高め、
コークスの一部代替として用いて鉄鉱石を還元する水素還元技術。

2   製鉄所内の未利用排熱を活用した、高炉ガス（BFG）からのCO2分離回収技術。

フェロコークス活用
プロセス技術開発

JFEスチール（株）
（株）神戸製鋼所
日本製鉄（株）

一般炭と低品位鉄鉱石の混合成型・乾留により生成されたフェロコークス中に含まれる金
属鉄の触媒作用を活用して、高炉内の還元効率を飛躍的に高めることで、従来よりも高炉内
に入れるコークス量を削減できる省エネルギー技術。

環境経営・CO2削減

経営に重要な影響を与え得るCO2削減関係の重要事項については、

経営審議会で審議決定し、取締役会にて監督する体制としています。

2019年度からは経営審議会の諮問機関であるCSR委員会のもと

に、CO2削減への対応を検討する「CO2削減推進部会」を、同じく経

営審議会の機関である研究開発委員会のもとにCO2削減に関する技

術的な検討を行う「CO2削減技術検討ワーキンググループ（WG）」を

設置し、全社横断的に活動できる体制としました。

気候変動リスクの識別および管理プロセス
当社グループはCO2削減推進部会を中心に、下図のフローで気候関

連リスクおよび機会の両面の検討を進めています。

　これらの検討結果はCSR委員会に報告審議され、経営審議会で

決定します。

研究開発
当社グループは社会全体のCO2削減に貢献するため、「生産プロセス

におけるCO2削減」と「技術・製品・サービスによるCO2排出削減貢

献」に関する革新的な技術開発に取り組んでいます。

　生産プロセスにおけるCO2削減に関しては、我が国の製鉄技術はす

でに世界最先端の水準にありますが、高炉製鉄法におけるさらなる

CO2削減を実現するため国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）が推進する2件の事業（下表参照）に鉄鋼他社

とともに参画し、実用化に向けて技術開発を推進しています。さらに還

元および溶融工程におけるエネルギー効率の向上を目指して、技術開

発に取り組んでいます。

　技術・製品・サービスによるCO2排出削減貢献に関しては、すでに

上市している水素ステーション用圧縮機の改良に加え、産業排熱や地

熱を利用したバイナリー発電システム、圧縮空気を活用したエネルギー

貯蔵システムなどの開発に取り組んでいます。また、当社はGlobal CCS 

Institute の会員となり、CCU/S（Carbon Capture Utilization/

Storage） に関する最新情報を積極的に取得し、将来の実用化に向

けてCO2の分離・回収、リサイクル、固定化に関する技術開発や調査に

取り組んでいきます。

シナリオ分析
今後当社の中長期的な戦略を検討した上で、シナリオ分析を実施します。

当社グループのCO2排出量*の90%以上は鉄鋼事業部門が占め、製
鉄プロセスのCO2排出量削減は重要な課題です。
　中長期的な将来において、CO2等の排出に関連して新たな規制等
が導入された場合には、鉄鋼を中心に当社グループの事業活動が制
約を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
　しかしながら、このような規制強化は「リスク」である一方で、事業活
動を通じてCO2削減に貢献することが「機会」にもなると考えています。
　具体的には、当社グループが保有するMIDREX®等の新製鉄プラン
ト技術、省エネルギーに寄与する高機能材や産業 /建設機械は、使用
段階でのCO2排出削減に貢献しており、これらを「技術・製品・サー
ビスによるCO2排出削減貢献」と称しています。（  P103 参照）

*  発電事業については環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver4.3.2）  
（平成30年6月）」に準拠して算定しており、発電所から送電した電力に相当するCO2排出
量（約6.2百万トン）は含んでいません。

　また、電力事業に関しては、国が定めた「現時点で利用可能な最良

の技術標準（BAT）」に準拠した高効率のガスおよび石炭火力発電所

を建設し、国全体での火力発電設備の高効率化に貢献するとともに、

改正された省エネ法（国の目標を達成するための発電効率基準：

2030年度44.3%以上）に照らして、確実にその発電効率基準を遵守

可能な計画です。これにより我が国の目標水準である2030年度に温

室効果ガス26.0%削減（2013年度比）の達成と電力の安定供給に

寄与できるものと考えています。

取締役会

代表取締役社長

経営審議会
諮問・報告

連携

CSR委員会 研究開発委員会

CO2削減推進部会 CO2削減技術検討WG

CO2削減への取り組み

ガバナンスとリスク管理

戦略

法令・規制動向、社会的要請
を踏まえたリスクと機会の把握

事業戦略における
前提・目標の設定

CO2削減へ向けた
技術的方策の検討

アクションプランの 
設計と実行

取締役会 経営に重要な影響を与える
CO2削減関係の施策の監督 都度

（CO2削減担当取締役：取締役専務執行役員 勝川 四志彦）

経営審議会 CO2削減対応に関する重要事項の
審議決定 年1回以上

CSR委員会 CO2削減に関する重要事項の審議 年1回以上

研究開発委員会 CO2削減に向けた新製品・新技術
の開発計画や戦略の審議 年1回以上

神戸製鋼グループはCO2削減への取り組みは経営上の最重要課題であると認識しています。2015年にパリ協定が締結され、2019年
に我が国において「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が策定される中で、企業の事業活動を通じた脱炭素社会に向けての
貢献はますます重要になると考えています。
　当社グループはこれからも環境経営基本方針のもと、あらゆる面で環境に配慮したものづくりを徹底するとともに、技術・製品・サー
ビスの提供を通じてCO2排出削減に貢献していきます。

水電解式高純度水素発生装置「HHOG」に新機種
 「H2BOX-Ⅱ」を新たに追加

（株）神鋼環境ソリューションの水電解式高純度水素発生装置
「HHOG」は再生可能エネルギーを利用して水素を製造すること
ができます。新機種となる「H2BOX-Ⅱ」は従来機に対して設置面
積比約33%減、容積比約15%減の小型化
を実現、本装置を利用する設備（筐体、局舎）
への組み込みやすさも向上しました。
　再エネ水素を利用した燃料電池車への供
給向けにご利用いただくなど、これからもたゆ
まぬ研究開発で水素社会の実現に貢献して
いきます。

高い省エネ性の給油式圧縮機   
「KOBELION（コベライアン）」の販売を開始

神戸製鋼所は1963年に国内初となる汎用スクリュ空気圧縮機
を製造・販売して以来、スクリュ技術を追究し、産業界の省エネ
ルギー化を牽引してきました。新世代コベライアンは心臓部であ
るスクリュ本体を一から最適設計するとともに、超高効率 IPM（永
久磁石）モータの搭載、独自の「省エネロジック」などにより、従
来機に比べ最大約5%の省エネ性能となるクラス最高の比エネル
ギー*性能を実現しました。

*  比エネルギーとは、圧縮機で消費する電力
÷作り出す圧縮空気量で求められ、1m3/
min の圧縮空気を作る際にどの程度電力を
消費するかを表す指標。数値が低いほど省
エネ性能に優れる。

製品TOPICS
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環境経営・CO2削減

CO2削減への取り組み

指標と目標

CO2排出量の推移 
（Scope1、Scope2の合計）（（株）神戸製鋼所）
（百万トン）

2018年度2017年度2016年度2015年度2010年度2005年度

16.5

17.9

17.5

18.1
18.0

18.1

15

16

17

18

19

鉄鋼 93.5%

アルミ・銅 3.8%

電力 1.9%

溶接 0.3%

機械 0.2%

その他 0.3%

2018年度 *2

総CO2排出量

17.4百万 t

CO2排出量
（Scope1、Scope2の合計、一部を除く*1）（国内海外グループ会社含む）

CO2排出削減貢献量2  CO2排出量の実績
当社グループは2018年度、グループ全体で17.4百万トンのCO2を排

出しました。そのうち、約94%が鉄鋼関連事業、約4%がアルミ・銅

関連事業、約2%が電力事業で排出されています。

　日本の鉄鋼業はオイルショックを契機として1970年代以降1990

年代までに、工程の連続化や工程省略などによる省エネルギーや排

熱回収設備の設置によるエネルギーの有効利用を進めてきました。

1990年代以降も排熱回収設備の増強や設備の高効率化を進め、廃

棄物資源の有効利用の対策にも取り組み、近年では高効率ガスター

ビン発電設備の導入などを行ってきました。

　その結果、神戸製鋼所のCO2排出量は鉄鋼事業部門の上工程集

約の効果などもあり2018年度16.5百万トンとなり、2005年度と比

較すると約1.6百万トン減少しました。

　当社グループでは、こうした取り組みに加え、素材系事業の鉄鋼事

業部門と機械系事業のエンジニアリング事業部門が協働することに

よって、将来的な低CO2発生型の製鉄業の構築・実現に取り組んで

います。

*1  発電事業については環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver4.3.2） 
（平成30年6月）に準拠して算定しており、発電所から送電した電力に相当するCO2  

排出量（約6.2百万 t）は上記グラフに含んでいません。
*2  2018年度の購入電力の排出係数は未公表のため、2017年度の排出係数を使用

技術・製品・サービス 削減貢献量 
（万 t/年） 削減のコンセプト

製鉄プラント分野 MIDREX® 2,274 CO2排出量の少ない天然ガスを使用し
た直接還元製鉄

自動車 / 
輸送機分野

自動車向け超ハイテン 409 高強度の部材を用いることによる
自動車の軽量化を通じた燃費改善効果懸架ばね用線材 21

合計 2,704

CO2削減推進部会において承認された当社グループの技術・製品・サービスによるCO2排出削減
貢献量は2,704万トンと推計しています。

* 今後、お客様への提供を予定している製品・サービス

その他に、以下の技術・製品・サービスについても順次CO2排出削減貢献量の算定を進め、順次Webサイトに掲載します。

CO2排出削減に貢献している主な技術・製品・サービス（貢献量は今後算定予定）
技術・製品・サービス 削減のコンセプト

自動車 /輸送機分野 自動車用弁ばね用線材、アルミパネル材、アルミ鍛造サスペンション、
鉄道車両用アルミ形材、船舶用クランクシャフト、航空機用チタン

自動車 /輸送機の軽量化による燃費改善効果
次世代自動車のガソリン車からの置き換え効果

空調機器分野 エアコン向け溝付き銅管 高効率化による使用電力削減効果

産業 /建設機械分野
ヒートポンプ、汎用圧縮機、スクリュ圧縮機、蒸気圧縮機、圧縮熱回収
蒸気駆動式コンプレッサー（SDC）、LNG船用圧縮機、エコセントリ、
スチームスター、汎用冷凍機、マイクロバイナリー、バイナリー発電、
省エネ建設機械、船舶用バイナリー*

高効率化や未利用エネルギーの利用による
省エネ効果

水素利活用分野 水電解式高純度水素発生装置（HHOG）、燃料電池セパレータ素材、
水素ステーション用圧縮機 水素活用による化石資源使用量削減効果

燃料製造分野 有機廃棄物や汚泥から発生する消化ガスからの都市ガス
（メタンガス）製造 廃棄物の燃料化による化石資源使用量削減効果

発電 /蓄電分野
廃棄物発電・木質バイオマス発電事業、
下水汚泥の燃料化と石炭火力発電所での活用 *（  P21 参照）、
圧縮空気エネルギー貯蔵システム*

カーボンニュートラルの資源活用による化石資源使
用量削減効果
余剰電力の活用

その他 高炉セメント、鉄鋼スラグ リサイクル原料を活用することによるセメント
製造エネルギー削減効果など

2  CO2排出削減貢献の実績

指標 B   技術・製品・サービスによるCO2排出削減貢献
1  目標
当社グループは、独自の技術・製品・サービスを通じて、社会のさま

ざまな分野でCO2排出削減に貢献しています。排出削減に貢献する

技術・製品・サービスについては、排出削減貢献量を社内認定する

制度を設け、2019年度より運用を開始しました。

　なお、認定における計算式については、国立研究開発法人産業技

術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 田原聖隆ラボ長にご

指導いただいています。

　当社グループの中長期CO2排出削減貢献目標については、現在策

定中であり、決定次第適宜開示していきます。

認定の流れ

事業部門 認定事務局 CO2削減推進部会

承認照査申請

第三者

CO2排出削減貢献量計算式の指導

製鉄プラント 
分野

84%

自動車 /
輸送機分野

16% 2018年度
総CO2排出 
削減貢献量

27.0百万 t

指標
神戸製鋼グループでは、CO2削減活動の具体的な指標として、生産プロセスにおけるCO2削減 指標 A  と 技術・製品・サービスによるCO2 

排出削減貢献 指標 B  を設定し、今後管理していきます。

指標 A  生産プロセスにおけるCO2削減
1  目標
生産プロセスにおける省エネルギーとCO2削減の推進により、所属す

る業界団体の低炭素社会実行計画の目標達成に貢献していきます。

さらに当社グループの中長期CO2削減目標については、現在策定中

であり、決定次第適宜開示していきます。

所属する業界団体
低炭素社会実行計画に記載の生産プロセスにおけるCO2削減業界目標値

2020年度目標 2030年度目標
一般社団法人日本鉄鋼連盟 エコプロセス: BAU*1比で300万 t＋α削減 *2 エコプロセス: BAU比で900万 t

一般社団法人日本アルミニウム協会 2005年度BAU比で、圧延量当たりの
エネルギー原単位を1.0GJ/t削減

2005年度BAU比で、圧延量当たりの
エネルギー原単位を1.2GJ/t削減（努力目標）

一般社団法人日本伸銅協会 生産活動量38万トン時の
BAUエネルギー原単位から4%削減

生産活動量38万トン時の
BAUエネルギー原単位から6%削減

一般社団法人日本産業機械工業会 エネルギー消費原単位（kL/億円）を年平均1%以上改善 CO2排出量を2013年度比10%削減

*1 BAU： Business As Usual、追加的な対策を講じなかった場合の温室効果ガスの排出量、または排出原単位
*2 省エネルギー等の自助努力に基づく300万 t-CO2削減の達成に傾注しつつ、廃プラスチック等については2005年度に対して集荷量を増やすことができた分のみを削減実績としてカウントする。
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