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環境への取組み
Environmental Initiatives14

Overseas Business
海外事業

インド   India

ムンバイ〜アーメダバード間高速鉄道に関する
・  国交省/JICAを通じた開業に向けた支援
・  詳細設計・入札支援、および人材育成等の実施
・施工段階の土木設計に関するアドバイザリー業務の実施
Regarding high-speed railway operation between Mumbai and 
Ahmedabad:
•  Supporting for opening through the Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism and JICA
•  Supporting for creating a detailed design study and the 

bidding process; developing human resources
•  Supporting for design related advisory services for the  

construction stage

▪JR東日本グループの海外事業の主な取り組み
JR East Group’s major overseas initiatives 

出典：外務省ホームページ   Source: The Ministry of Foreign Affairs website

高速鉄道関連
High-speed railway projects

都市鉄道関連
Urban railway projects

鉄道車両製造関連
Railcar manufacturing operations

生活サービス　Lifestyle services
インバウンド　Inbound英国

UK

・自動販売機事業
Vending machine business

シンガポール   Singapore

・東南アジア営業センター ・JAPAN RAIL CAFE
 Southeast Asia marketing center  JAPAN RAIL CAFE

・LUMINE SINGAPORE ・One & Co Singapore
 LUMINE SINGAPORE  One & Co Singapore

・トムソン・イーストコースト線駅構内商業区画開発・運営 他
  Development and operation of a commercial zones 

within the Thomson-East Coast Line stations, etc.

台湾   Taiwan

・Breeze atre 南山 
Breeze atre Nanshan 

・JAPAN RAIL CAFE
JAPAN RAIL CAFE

・ホテルメトロポリタンプレミア台北 ・One & Co Taipei
Hotel Metropolitan Premier Taipei  One & Co Taipei

・訪日旅行者向け鉄道パス、旅行商品の販売促進
Sales promotion of railway passes and travel products for visitors to Japan

ミャンマー   Myanmar

・ヤンゴン〜マンダレー鉄道整備事業 フェーズⅠ・Ⅱ施工監理
Construction management of Yangon-Mandalay Railway Improvement 
Project Phases I and II

・鉄道車両維持管理･サービス向上プロジェクト
Project on Improvement of Railway Service and Rolling Stock Maintenance

・ヤンゴン環状鉄道改修事業施工監理
Construction management of Yangon Circular Railway Line Upgrade Project

タイ  Thailand

・パープルラインの車両製造および現地メンテナンス事業
Manufacturing of Purple Line railcars and local maintenance  
business

パリ事務所
Paris Office

ロンドン事務所
London Office

シンガポール事務所
Singapore Office

ロサンゼルス事務所（2022年3月開設）
Los Angeles Office (Established in Mar. 2022)

▪JR東日本およびグループ会社のCO2排出量と削減目標
 CO2 emissions volume and reduction target for JR East and JR East Group companies

▪CO2実質ゼロに向けた主な取組み
 Major efforts toward net zero CO2

▪TCFD提言への取組み
 Initiatives based on TCFD recommendations

・「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同
    Support for the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

・ 激甚化する自然災害と隣り合わせである輸送サービス事業について、客観的なデータに基づくシナリオを用いた、将来の
気候変動による財務的影響の定量評価を実施

    Utilize scenarios based on objective data to conduct quantitative evaluation of the financial impact on the transporta-
tion service business arising from future climate change and the increasingly severe natural disasters it brings.

・ 東北エリアの電車運行に使用する電力に「非化石
証書」を利用

    Using non-fossil fuel certificates for electricity 
used to operate trains in the Tohoku area

・ 2030年度までに東北エリアの電車運行に係るCO2

排出量実質ゼロをめざす
    Aiming to achieve Net zero CO2 emissions from 

operating trains in the Tohoku area by FY2031.3

水素ハイブリッド電車（HYBARI）の実証試験開始
（2022年3月～）
Commencing field test of hydrogen hybrid train 
(HYBARI) in Mar. 2022

省エネ車両*の導入
Introduction of energy-saving trains*

蓄電池車両（ACCUM）の導入
Introduction of accumulator railcars  
(ACCUM)

省エネルギーに配慮した駅
Energy-saving stations

CO2排出量削減につながる設備投資を促進
Facilitate capital expenditures that lead to CO2 emission reduction

◦ 水素社会の実現
 Realization of a hydrogen society

◦ JR東日本における使用電力量内訳（2021年度）
  JR East breakdown of electricity consumption 

(FY2022.3)

◦ 省エネルギーの取組み   Efforts toward energy saving

◦ 輸送量当たりのCO2排出量（旅客）（2020年度）
  Volume of CO2 emissions per mode of transportation 

(FY2021.3 passengers)

◦インターナルカーボンプライシング（ICP）の採用 
 Adoption of internal carbon pricing (ICP)

◦ 再生エネルギーの活用   Utilization of renewable energy

太陽光や風力等再生可能エネルギー電源の開発推進・導入
Advancement of the development and introduction of solar, wind, and 
other renewable energy

再生可能エネルギー発電能力：約13.1万kW（2022年3月末現在）
Renewable energy power generation capacity: Approx. 131 thousand kW 
(as of the end of Mar. 2022)

2030年度目標：70万kW　FY2031.3 target: 700 thousand kW

2050年度目標：100万kW　FY2051.3 target: 1 million kW

注：端数処理のため数値の合計が100%にならない場合があります。
Note: The figures do not always total 100% due to rounding.

*省エネ車両に搭載されている機器
*Equipment installed in energy-saving trains

 回生ブレーキ：減速時の運動エネルギーを電気エネルギーに変換
 Regenerative brake: Converts kinetic energy during deceleration into electrical energy

 VVVFインバーター：効率的なモーター制御を実現
 Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) inverters: Increases efficient motor control

*環境・社会的問題双方の解決に資するプロジェクトを資金使途とする債券
*The proceeds from sustainability bonds are used to finance projects that contribute to solving both environmental and social problems.

▪サステナビリティボンド*の発行  Issuance of sustainability bonds*
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発行日
Issue date

年限
Issue terms

発行総額
Issue amount

クーポン
Coupon

主な資金使途
Main uses of funds

第1回
1st issuance

2020/1/27
Jan. 27, 2020

10年
10 years

300億円
30 billion yen 0.220%

E235系車両（横須賀・総武快速線）
E235 Series trains (Yokosuka Line / Sobu Line (Rapid))

交流蓄電池電車EV-E801系（男鹿線）
EV-E801 Series (Oga Line) driven by an AC storage battery

第2回
2nd issuance

2021/1/25
Jan. 25, 2021

10年
10 years

300億円
30 billion yen 0.205%

再生可能エネルギー（太陽光発電所・風力発電所）
Renewable energy (solar power plants, wind power plants)

E235系車両（横須賀・総武快速線）
E235 Series trains (Yokosuka Line / Sobu Line (Rapid))

第3回
3rd issuance

2022/1/21
Jan. 21, 2022

10年
10 years

300億円
30 billion yen 0.264%

JR東京総合病院の病棟等の建替え
Rebuilding JR Tokyo General Hospital, etc.

KAWASAKI DELTA（カワサキデルタ）
KAWASAKI DELTA

ムンバイ
Mumbai

アーメダバード
Ahmedabad

インドネシア   Indonesia

・現地鉄道事業者への中古車両譲渡及び技術支援
Transfer of used rolling stock and technical support to local railroad operators

・ジャカルタMRT南北線運営維持管理コンサル
Operation and maintenance consulting for Jakarta MRT North-South Line

・ジャカルタMRT南北線施工監理フェーズ2
Construction management of Jakarta MRT North-South Line Phase II

・鉄道資材販売 等
Sales of railroad materials, etc.

・LUMINE JAKARTA
LUMINE JAKARTA

フィリピン   Philippines

・南北通勤鉄道向け鉄道車両納入プロジェクト
Railcar supply project for North-South Commuter Railway

・マニラ地下鉄向け鉄道車両納入プロジェクト
Railcar supply project for Metro Manila Subway

・南北通勤鉄道の延伸事業向け鉄道車両納入プロジェクト
Railcar supply project for North-South Commuter Railway Extension

デリー
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（万t-CO2）(10,000 tons-CO2)

0

50

100

150

200

250

300
グループ会社

JR東日本

(FY)51.3
（目標）(Target)

31.3
（目標）(Target)

22.314.3
（基準年）(Baseline year)

実質ゼロ
Net zero108

183*215

50%削減 
50% reduction
（2013年度比）

(Compared to FY2014.3)

25

41*

50

* 速報値   preliminary figures

資料：国土交通省
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism


