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レスポンシブル・スチールに加盟すると、気候変

動や人権など、私たちにとって重要で差し迫った

グローバルな課題に取り組む機会を得られます。

真に責任ある鉄鋼の発展を共に加速させるべく、

同業の仲間や顧客企業、競合他社の加盟を期

待します。

レンドリース
サステナビリティ＆レンドリース基金グループ長

ケイト・ハリス

“

鉄を通じて持続可能な社会の実現に最大

限貢献し、責任ある鉄の原料調達、生産、

使用、リサイクルを推進しようとするレスポ

ンシブル・スチールのビジョンは、当社の

目指すところでもあります。”

アングロ・アメリカン

バルク・コモディティ部門CEO
シーマス・フレンチ

“鉄鋼セクターを後押しして生産の低炭素化を加

速させるには、さらなる資金が必要だと考えてい

ます。レスポンシブル・スチールの取り組みが、

低炭素化に向けた仕組みを作り、促進し、奨励す

るものと大いに期待しています。買い手企業には

責任ある鉄を求めて声を上げることを、鉄鋼メー

カーにはその声を聞くことを求めます。”
HSBC

サステナビリティ シニアアドバイザー

フランシス・サリヴァン

“

マイティ・アースは、鉄の脱炭素化に向け

た意義ある道のりを確実に進むための、こ

の画期的な取り組みに参加できることを嬉

しく思います。10年以内に産業部門の温

室効果ガス排出を半減させるには一人ひ

とりの力が必要です。”

マイティ・アース

“レスポンシブル・
スチールとは
レスポンシブル・スチールは、

責任ある鉄の原料調達と生産に関する

初の世界的枠組みです。
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2011～2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015年8月
アルセロール・ミタ

ルとブルースコー

プがメインサポー

ターに決定

2016年1月
SSC Ltd設立、

ロス・デイビスが
初代会長に就任

2016年3月
シドニーで対面に

よる初のSSC会合

を開催

2016年10月
シドニーで第2回
SSC会合開催

2017年2月
レスポンシブル・スチー
ル基準の素案第1版を
作成

2018年10月
ベルリンで第1回
フォーラム開催

2019年2月
レスポンシブル・スチール

基準の素案第3版完成、

2度目となる60日間レ

ビューを実施

2019年6月
ロンドンで会員会合、
素案第4版完成

2019年11月
会員の投票によ
り、素案第5版承
認

2019年12月
豪州ウロンゴング

で第2回フォーラ

ム開催

—
レスポンシブル・ス

チール工場基準

が始動

2020年2月
初の工場監査
開始

2021年4月
レスポンシブル・ス
チール会員により
新規約を承認

工場監査再開

2021年7月
初の工場認証発表

2021年12月
鉄鋼基準の会員

投票を実施予定

2020年3月
新型コロナウイル
ス感染拡大を受け、
全工場で監査を
一時中止

2020年4月
原材料とGHG排出に関する
追加要件の検討を開始

2020年12月
レスポンシブル・ス

チール初代CEO
にアン＝クレア・ホ

ワードを任命

—
The Climate Group
と共にSteelZeroを
発足

2018年6月
レスポンシブル・ス

チール基準の素案

第2版完成、

60日間の公開レ

ビューを実施

—

2017年9月
エグゼクティブ・ディレ
クターにマシュー・
ウェンバン＝スミスを
任命

レスポンシブル・スチールの歩み

責任ある鉄の原料調達と生産に関する初の世界的枠組みの進化
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2022年
鉄鋼製品の認証基準

を始動予定

2022

2011～2015年
ISEAL指針に基づき、

豪州にて構想を採択・構築



鉄鋼セクターは産業部門
で最も多くのCO2を排出
しています。2019年には
世界全体の排出量の7％
以上を占めました。”

“ ビジョン――
鉄鋼セクターとして
持続可能な社会の
実現に最大限
貢献する
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世界経済における最大の素材産

業に数えられる鉄鋼のサプライ

チェーンは複雑で、原材料の採掘

や鉄鋼生産、製造のみならず幅

広い事業にまたがっています。こ

れほどまでに多大な影響力を持

つ業界であるにもかかわらず、責

任ある鉄の原料調達と生産を実

現するためのマルチステークホル

ダー型の世界的な制度や取り組

みはこれまでありませんでした。

辺りを見回してみてください。私た

ちの意識とは関係なく、身の回り

には鉄があふれています。鉄は、

発電や送電に不可欠なものとし

て世界で最も広く利用されている

素材の一つであると同時に、地

球上で最もリサイクル率の高い

素材でもあります。建物やインフ

ラ、鉄道、道路、車両、家電など

を作る上でも欠かせません。

鉄は、これまでもこれからも私たち

の身の回りの世界を形作るもので

す。しかし、これまでのやり方を変え

るチャンスも残されています。責任

ある鉄の原料調達、生産、使用にお

いて適切な手段を講じることで、私

たちが及ぼす影響を抑えるのです。

鉄鋼業界は、人や環境にさまざま

な影響を及ぼします。CO2の排出

量は産業部門として世界最大で、

鉄鋼生産を脱炭素化する技術があ

るにもかかわらず、求められる速さ

で変革を進めるよう鉄鋼メーカーを

促すインセンティブはいまだ不十分

です。また、リサイクル鉄の生産も、

高まり続ける需要に追い付けてい

ないのが現状です。

消費者は、自分たちが買う製品の

製造元である企業に対し、持続可

能な方法で調達した原材料を選ん

で製品を作ることをこれまで以上に

期待しています。自動車メーカーで

あろうと橋の建設業者であろうと、

あらゆるセクターで責任ある調達の

必要性が高まっています。そしてこ

れは、鉄鋼業界では実現が難しい

ニーズの一つです。

レスポンシブル・スチールは、

独立した世界的枠組みとし

て、今後の発展のために必

要な変革を推し進める鉄鋼

セクターを支援するべく活動

していきます。



私たちの使命は、
責任ある鉄の原料
調達、生産、使用、
リサイクルを推進
することです。”

今、歴史が
変わる

鉄鋼セクターは、持続可能性が鉄

鋼業界とそれを取り巻く世界にどの

ような影響をもたらすのかを真剣に

考える必要があると認識しています。

レスポンシブル・スチールは、マ

ルチステークホルダーからなる非

営利組織です。企業や市民組織、

鉄の下流ユーザーを結集し、鉄

の世界的な基準・認証制度を立

ち上げることを目的に設立されま

した。

私たちは、採掘、鉄鋼生産、金

属スクラップのサプライチェーン、

温室効果ガスの排出、水使用

による影響や、労働者の権利、

地域社会、生物多様性への影

響なども含め、鉄の持続可能性

についての共通認識の形成に

取り組んでいます。

レスポンシブル・スチールは、責

任ある鉄の原料調達と生産に関

する初の世界的枠組みです。

レスポンシブル・スチールの信頼で

きる基準と確かな監査は、国際社

会環境認定表示連合（ISEAL）が定

める「優良規範（ Codes of Good 
Practice ）」に基づいており、サプラ

イチェーンの各段階におけるベスト

プラクティスを認証することで、鉄鋼

業界の変革を後押しします。この認

証制度は、すでに高い基準に沿っ

て事業を行っている生産・製造業者

にメリットがあるだけでなく、そうで

ない事業者に改善を促すことにもつ

ながります。

私たちの野心的な基準は、ステー

クホルダーエンゲージメントと社会

変革に向けた明確な道筋の実現

を通じて、企業や市民組織も含め

た多様なステークホルダーとの協

働により、さらなる進化を続けてい

ます。この基準を通じて、鉄鋼業

界が改革の担い手となるよう支援

するとともに、競争優位を実現して

市場シェアを確保するためにも、

未来世代により健全な環境を残す

ためにも、鉄鋼業界の改革が不可

欠であるとの認識を促していきま

す。

私たちの使命は、責任ある鉄の

原料調達、生産、使用、リサイク

ルを推進することです。

力を合わせれば、
世界に持続的な
影響をもたらせる

使命を実現するには、パート

ナーの協力と支援が必要です。

大きな影響力を持つ業界内外の

組織と連携することで、私たちは

現在からこの先の未来にわたり、

レスポンシブル・スチールを広め、

活用を促し、共に改革を推進し

続けていきます。

私たちの成功は、すべての人
にメリットがあります。
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サプライチェーン全体で
の協働

鉱業に関するESGプログラムに対する
レスポンシブル・スチール認定

レスポンシブル・スチールは、鉄鋼サプライチェーン全体で責任ある原料

調達が実現されることを目指し、信頼できる第三者機関の鉱業保証制度

と提携しています。提携先には、責任ある鉱業保証イニシアチブ

（IRMA：Initiative for Responsible Mining Assurance）、持続可能な鉱

業に向けたイニシアチブ（TSM：Towards Sustainable Mining）の他、鉱

業セクターのさまざまな認証基準イニシアチブが含まれます。これにより、

原材料の責任ある調達を実現するべく採掘の慣行と労働条件が綿密に

調査されると同時に、採掘地域に住む人々や地域社会への配慮もなさ

れます。

鉄鋼生産工場に対する
レスポンシブル・スチール認証

レスポンシブル・スチールは、資格を有する認証機関や監査機関と提携し、
鉄鋼生産工場における責任ある事業慣行の評価と認証を行っています。
評価項目にはESGの主要原則も含まれます。

鉄鋼製品に対する

レスポンシブル・スチール認証

責任ある鉱業として認定されたプログラムの該当原材料を

使って、レスポンシブル・スチール認証を取得した鉄鋼生

産工場で作られる低炭素鉄鋼製品について、認証を行うこ

とで、その需要を拡大させます。製造、自動車、建設、エネ

ルギー供給、インフラ、容器包装業界など、鉄鋼サプライ

チェーンの下流に存在する企業が、レスポンシブル・ス

チール認証を取得した鉄鋼の使用を指定するようになると

期待されます。

課題とビジョン

顧客企業、ステークホルダー、

消費者からは、企業に対して、

事業活動が社会や環境に及

ぼす影響の責任を取るよう期

待する声がますます高まって

います。

鉄鋼サプライチェーン内外のマルチ

ステークホルダーの協力が得られ

れば、鉄鋼業界は持続可能性目標

の達成にプラスの影響をもたらすこ

とができます。

レスポンシブル・スチールの戦略的

なアプローチでは、企業や市民組

織だけでなく、資金調達先や政策立

案者とも連携します。それにより、

共通の持続可能性目標の早急な実

現と、効果の最大化に向けたあら

ゆるパートナーとの間における共通

認識の形成を目指します。

機会

鉄は、問題の主要因ではあり

ますが、問題解決に大きく貢献

することもできます。

鉄鋼は世界経済における最大の

素材産業の一つで、その生産工

程では、世界のマンガン生産量

の85％、ニッケル・亜鉛の60％を

はじめ、大量の原材料が使用さ

れています。また世界の石炭の

10％は鉄鋼生産に利用されてお

り、鉄鋼の生産と加工に由来する

温室効果ガスの排出は世界全体

の排出量の7～9％を占めていま

す。

一方で鉄は、品質を損なうことなく繰

り返しリサイクルできる素材として、

持続可能な循環型社会で中心的な

役割を担うことができます。

しかし、世界全体で高まるリサイ

クル鉄のニーズを十分に満たせ

るようになるのは2070年以降と

なる見込みです。そのため、需給

のギャップを埋めつつ、パリ協定

が定める世界の排出削減目標を

達成するためには、鉄の生産や

供給における現在の持続可能性

課題に対処しなければなりませ

ん。

鉄鋼セクターの規模と世界に及ぼす

影響を考えれば、鉄には、持続可能

な未来に貢献できる大きな可能性が

あります。

行動計画

責任ある鉄の原料調達に関す

る事業計画を策定します。

レスポンシブル・スチールの役割

は、共通の持続可能性目標を軸

にして、鉄鋼サプライチェーンの

事業計画を明確化することです。

レスポンシブル・スチールは、責

任ある慣行を実現するための3つ
の重要な柱を定義し、その推進に

取り組んでいます。

1. 持続可能性に関する顧客企業

のニーズに生産業者が応えられる

ようにする。

2. 鉄鋼サプライチェーンにおいて、

責任ある原料調達を推進してリス

クを軽減し、労働者と地域社会を

守る。

3. 大手生産業者が、責任ある調

達による素材として鉄を訴求でき

るようにする。

国際的に認められているレスポンシ

ブル・スチール基準は、鉄鋼業界に

おける責任ある慣行を定義すること

により、鉄鋼生産の脱炭素化を促し、

持続可能性に関する共通認識を示し

ます。

この基準は以下を実現します。

• 大気、水、生物多様性への

影響の確実な管理の推進

• 温室効果ガス排出量削減

に向けた戦略の要求と段階

的な削減の義務付け

• 労働者の権利やその他の人

権尊重の要求

• 労働者の健康や地域社会に

とって安全な働き口の提供

• 責任ある生産・消費の実現

レスポンシブル・スチール基準は、鉄

鋼生産によって影響を受ける環境・社

会・ガバナンス（ESG）の重要課題を

網羅する12の原則で構成されていま

す。

レスポンシブル・スチールの戦略は、

レスポンシブル・スチール基準を世界

中に広め、受け入れられるよう強く働

きかけることです。そうすることで、持

続可能な調達による鉄の事業計画の

さらなる強化につなげ、サプライチェー

ンにおいて同基準にコミットし実践して

いる事業者のために価値を生み出し

ます。

鉄鋼の生産・加工工場の監査を実施し、

信頼できる第三者機関による鉱業保証

制度と提携することで、健全な慣行が

第三者認証を通じて評価されます。そ

の結果、会員の皆様に自信を持ってレ

スポンシブル・スチール基準を実践して

いただけるようになるとともに、ゆくゆく

はレスポンシブル・スチールの認証を取

得した製品への需要を押し上げること

につながります。

こうした目標が達成できれば、企業

や人、環境に良い影響を及ぼし、ま

すます厳しい目にさらされる市場で

事業の優位性を発揮できるようにな

ります。

持続可能な未来に向けた
グローバルな連携
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会員とのパートナーシップ

鉄鋼セクターは、持続可能な未来に向けてすでに動き出している

幅広くステークホルダーと連携して力を合わせ、責任ある鉄の原料調達、生産、使用、

リサイクルを推進するという使命を前進させていきます。

レスポンシブル・スチールは、会員の皆様に対して、このイニシアチブへの賛同を公表

するよう求めています。具体的には、活動を推進するツールとしてのレスポンシブル・

スチール基準の活用や、レスポンシブル・スチールのブランド戦略や広報素材の利用

を奨励しています。また会員の皆様には、鉄鋼セクターが抱える大きな課題への対処

に向けた取り組みについて、積極的な発信をお願いしています。

レスポンシブル・スチールとして監査機関を精査し、情報開示の透明性を確保した上で、

独立した第三者機関による認証を行うことで、信頼性を実現しています。

正会員と準会員

レスポンシブル・スチールは、マルチステークホルダーからなる国際組織です。鉄鋼サプラ

イチェーンの各段階の企業、市民組織、各種団体など、責任ある鉄鋼業界に利害を有する

組織をはじめ、世界中から新規会員を受け入れています。正会員の資格を満たしていなく

ても、レスポンシブル・スチールへの賛同を表明し、今後の活動について情報提供を希望

される組織は、準会員として加盟いただけます。

会員の区分

• 企業（正会員）：鉄鋼メーカー、原材料のサプライヤー、下流ユーザー

• 市民組織、社会・環境団体（正会員）：社会・環境課題に取り組む団体、労働組合

• 準会員：政府機関、業界団体、基準策定団体、適合性評価機関、学術機関

“

1 2

自社の工場は基準

を満たしていると

主張するなら、

それが事実である

ことを誰もが確信

できなければ

なりません。”

会員になるメリット

正会員

• 最新版や改訂版を含むレスポンシブル・スチール基準採

択時の投票権

• 鉄鋼サプライチェーンの各段階に関わる組織、市民組織、

提携団体などマルチステークホルダーによるグローバル

な対話への参加

• 独立機関による認証と確かな保証

• ロゴ・表示指針（Logo and Claims Guidelines）に基づいた、

レスポンシブル・スチールの会員であることを示す

「MEMBER」ロゴの使用とコミュニケーション支援（レスポ

ンシブル・スチールの工場認証を取得した鉄鋼メーカー

における「CERTIFIED SITE」ロゴの使用を含む）

• レスポンシブル・スチールのウェブサイト、ニュースレター、

ソーシャルメディアへの組織名掲載

• レスポンシブル・スチールのプログラム策定に向けた講

習会やウェビナーなどの会合への積極的な参加

• レスポンシブル・スチールの会員会合とフォーラムへの

招待

• 責任ある鉄鋼に関するグローバルな対話への参加

準会員

• 鉄鋼サプライチェーンの各段階に関わる組織、市民組織、

提携団体などマルチステークホルダーによるグローバル

な対話への参加

• ロゴ・表示指針（Logo and Claims Guidelines）に基づいた、

レスポンシブル・スチールの準会員であることを示す

「ASSOCIATE」ロゴの使用とコミュニケーション支援

• レスポンシブル・スチールのウェブサイト、ニュースレター、

ソーシャルメディアへの組織名掲載

• レスポンシブル・スチールのプログラム策定に向けた講

習会やウェビナーなどの会合への積極的な参加

• レスポンシブル・スチールの会員会合とフォーラムへの

招待

• 責任ある鉄鋼に関するグローバルな対話への参加
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レスポンシブル・スチールが
もたらしうる影響

現状

私たちの今の暮らしは持続可能では

ありません。

気候危機は今や、主流のニュース

報道や政策課題として頻繁に取り上

げられるようになりました。企業は、

気候変動や持続可能性を意思決定

の主軸としつつあり、市民組織は、

ビジネスと地球環境の変化との関係

を問題視しています。しかし、そうし

た声や関心の高まりをよそに、世界

のCO2排出量は過去最高を記録し、

今も増え続けています。

経済的、構造的、政治的な障壁に

阻まれ、気候の緊急事態を回避す

るために必要なペースで投資や政

策、市場革新を推し進めることがで

きていません。

現在の消費ペースに基づくと、2019
年に15億トンだった世界の鉄鋼需

要は、2050年までに21億トンを超え

ると見込まれています。

鉄鋼業界の主要企業は、すでに自

ら持続可能性目標を設定し、その実

現に取り組んでいます。しかし、今

後拡大する需要を満たしながら鉄

鋼生産に伴う排出を削減するには、

企業と市民組織が力を合わせて取

り組む以外に道はありません。

私たちにできること

レスポンシブル・スチールは、鉄鋼業

界内外の多様なステークホルダーと連

携していますが、責任ある慣行を行き

渡らせ、世界の排出削減目標を達成

するには、さらなる協力が必要です。

私たちには、成し遂げるべき重大

な任務が待っています。

基準を進化させる

レスポンシブル・スチールは、業界

全体に適用される基準を策定しま

した。しかし、世界の変化に見合う

ペースで基準を更新する作業には

ほとんど手がつけられていません。

• 3～5年ごとに策定、改訂、更新す

る必要がある。

• 継続して行われる国際会合、プレ

ゼンテーション、会議、合意の各

場面でステークホルダーの承認

を得る必要がある。

• 報告のためのグローバルプラット

フォームを構築する必要がある。

-影響について報告するとともに、

基準が世界全体で事業の持

続可能性と利益にもたらす貢

献を測定するため。

-さまざまなセクター、地域、鉄

鋼サプライチェーンの各段階

が対象。

世界の方針を変える

• 各国政府や政策立案者、調達部門

に対して関係の構築、認知度の向

上、ソーシャルキャピタルの整備を

働きかけ、より良い方針への転換

を促すべく、引き続き主要なキャン

ペーン組織やロビー団体の協力が

必要です。

• 主要な調達に関する基準として世

界的に認知されれば、環境負荷低

減に取り組む建設会社、自動車

メーカー、再生可能エネルギー企

業など、持続可能な素材の使用に

関心のある主要セクターが、レスポ

ンシブル・スチールの使用を指定す

るようになります。世界的な木材調

達においては、すでに各国・国際レ

ベルでそれが実現されています。

世界規模のネットワークを構築する

真にマルチステークホルダー型の

基準を策定し、運用を続けていくの

は簡単ではありません。世界各地

でやり遂げなければならない課題

のほんの一例をご紹介します。

• 市民組織に働きかけて必要な

支援を確立する。

• 大きな変革を起こすために各

国・国際レベルの政策立案者に

訴える。

• データを管理し、影響のモニタ

リングと報告を行って成果を評

価する一方、今後の課題につ

いても明確に伝える。

• 各組織の主張を監視して、レス

ポンシブル・スチールの名にお

いて虚偽の主張がされないよう

にする。

• 中国、北米、南米、アフリカ、ロ

シア、中東に必要な大変革を起

こすべく、レスポンシブル・ス

チールの認知度を世界的に高

める。

レスポンシブル・スチールの規模

を拡大する

レスポンシブル・スチールの組織として

の規模を早急に拡大して、スケールメ

リットを生かせるようにすることが重要

です。中国は、世界の粗鋼生産量と鉄

鋼消費量の半分を占めており、リソー

スを増やせば大きな影響をもたらせる

地域の一例と言えます。

レスポンシブル・スチールが求め

る水準のエンゲージメント、支援、

技術面での連携を実現するには、

組織として大きく成長する必要が

あります。既存の会員やステーク

ホルダーの皆様との機会を最大化

させつつ、新たな会員の皆様との

関係も構築すべく、計画を進めて

います。

レスポンシブル・スチール

は、鉄鋼セクターの使命

達成のため、投資水準を

引き上げていきます。”

“
1 4

2021年7月20日、アルセロール・ミタルがベルギー、ドイツ、ルクセンブルグに
有する鉄鋼生産工場が世界で初めて認証を取得したことが発表された
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パリ協定の目標達成

には、鉄鋼セクターの

早急な脱炭素化が

不可欠

エネルギー移行委員会（ETC）による

と、鉄鋼業界の改革には、2050年ま

での間、毎年およそ800億米ドルの資

金が必要です。この規模の任務をや

り遂げるには、民間投資にも公共投

資にも頼らざるを得ません。

ETCは、鉄鋼生産の脱炭素化は

技術的に可能との見解を示してい

ます。課題としては、以下が考えら

れます。

• 低炭素化の実現には複数の方

法があり、業界の構造やシステ

ム、技術的解決策、各国の政策

の違いが障壁となる可能性があ

る。

• 鉄鋼生産における炭素排出ゼ

ロを実現できる技術はいくつか

存在するが、実用化に向けたさ

まざまな段階にあり、大半はま

だ試験的段階にある。

鉄鋼サプライチェーンの各企業は、競

争が激しい国際的なセクターに身を

置いて利益率が圧迫されているため、

先行投資のためのコストを負担する

のは困難だと考えるでしょう。しかし、

さまざまな方法でエネルギー効率を

改善すれば、十分な収益率を出すこ

とは理論上は可能です。特に、低炭

素製品を調達しようとする大規模な市

場（自動車や建設業界など）で鉄鋼へ

の需要が高まればなおさらです。

ETCは、最終消費者に転嫁されるコ

ストは微々たるもので、一般的な自動

車1台に対して価格の1％程度の増加

で済むと見込んでいます。そのため、

消費者需要にマイナスの影響は出な

いものと想定しています。

レスポンシブル・スチールは、パート

ナーと協力して、非常に複雑な現状

を可能な限りシンプルで分かりやす

くしていきます。

レスポンシブル・スチール基準の要

件を満たしている企業や工場は、将

来的な気候政策への適応、リスクへ

の対処、企業としての評判の管理、

責任ある低炭素鉄鋼市場への対応

を優位に進めることができます。そ

の結果、レスポンシブル・スチール

基準に適合していない企業よりも、

優良な投資先とみなされるようにな

るでしょう。

投資を後押しするために、レスポ

ンシブル・スチールは以下を行い

ます。

• 投資家が鉄鋼企業を区別しやす

いように、健全な慣行に関する

ベンチマークを設定する。

• 認証によって、調達資金が責任

ある鉄の生産と原料調達の支援

に活用されていることへの確信

が得られるようにする。

これまで成し遂げられな

かったことに挑む

責任ある鉄の生産と原料調達に関

する国際的に合意された基準を作り

ます。

レスポンシブル・スチールは、市場

ベースの評価を通じて低炭素化を促す

枠組みに、世界の需要と供給、資金調

達といったあらゆる重要な要素を組み

込みます。

レスポンシブル・スチール基準へ

の適合が世界中で事業慣行の常

識となるよう力を貸してください。

鉄鋼業界が大きく変わ

らなければ、2050年ま

でに排出実質ゼロという

世界目標の達成は不可

能でしょう。”

1 6 1 7

“
より持続可能な鉄鋼業界を実

現し、2050年までに炭素排出ゼ

ロを達成するために必要な変革

を、力を合わせて共に加速させ

ていきましょう。



レスポンシブル・スチールTM

755 Hunter Street  
Newcastle West  NSW 
2303, Australia

www.responsiblesteel.org

世界的イニシアチブであるレスポンシブ

ル・スチールについて詳しく知りたい方や

加盟を希望される方は、

info@responsiblesteel.org
までご連絡ください。

本書の作成を支えてく

ださった協力者と会員

の皆様に御礼申し上

げます。

エネルギー移行委員会、HSBC、ア

ルセロール・ミタルのサステナビリ

ティレポートに掲載されている排出

量および生産量のデータを参照し

ました。

会員の皆様の声を一部引用しまし

た。HSBC、アングロ・アメリカン、レ

ンドリース、マイティ・アースのご担

当者様、ご協力ありがとうございま

した。

レスポンシブル・スチールに

加盟して、今後の発展にご

協力ください。成長を続ける

マルチステークホルダー型

の当組織へのご参加をお

待ちしております。

mailto:info@responsiblesteel.org
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