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私たち新日鉄エンジは、社会インフラをつくっています。便利になる。安全になる。

距離が縮まる。きれいになる。地域が元気になる。働く場が生まれる。それらがずっと

先まで続いていく……。ひとつ仕事を重ねるたび、暮らしと環境にかならず貢献します

黒子のごとく社会を支える仕事に光を当て、広く知らせることが、私たちにとっての

CSR報告書だと考えました。どこにいても、《社会に必須の存在》でありたい。フワ

リとしたイメージではなく、シャンとした数字ベースで、いまとこれからを紹介します
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中国における省エネ・環境設備建設事業

経済成長はそのままに、環境負荷を抑え込むーー。

GDP世界2位に躍り出た超大国での合弁ビジネス

五輪効果で生まれ変わった北京から、クルマで東へ3時間。河北省唐山市郊外にそびえ

立つJ製鉄所で2010年 6月、2号機となる高炉から真っ赤な銑鉄が湧き出しました。

年間約1千万トンの粗鋼生産を誇る、世界でも最大規模となる巨大製鉄所がフル稼働

した瞬間です。その生産を支えるのが、大幅な省エネとCO2削減を図るCDQ（コークス

乾式消火）プラント。工業化が急速に進むなか、環境負荷の少ない経済成長を目指す

中国政府の「5カ年計画」へいかに応えるか？ そこには、新日鉄エンジと中国企業に

よる現地合弁企業『BE3※』の、長きにわたる取り組みがありました。
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『BE3』が設立されたのは2003年。もともと

1985年に上海の宝山製鉄所に第1号を設置し

て以来、中国に数多くのCDQを納入してきた新日

鉄エンジ（当時は新日鉄）と、「北京首鋼設計院」

との合弁企業として誕生しました。それまでの日本

対中国の国策事業から脱却し、民間企業として中

国企業との熾烈な競争のなかで力を磨き、わずか

6年で29基のプラントを建設。5人からスタートし

たスタッフも100人を超えるまでに成長しています。

29基

鉄はあらゆる産業に欠かせないもの。急速
な発展を続ける中国では、次々と製鉄所が
建設されてきました。その一方で全世界で
は地球環境問題への意識が高まり、CO2
削減目標を無視すれば国際社会で生き残
ることはできません。産業の勢いを止めるこ
となく、環境への負荷を抑える。そんな二律
背反するニーズへの解決策として『BE3』が
提案しているのが、CDQプラントです。従
来の湿式型に比べ、コークスの粉じんを約
1/100以下に低減。冷却時の蒸気でター
ビンを回して発電をおこなうことで省エネに
つながり、火力発電所から排出されるCO2
の削減効果も併せ持ちます。さらには、冷や
したコークスを送り出す高炉にも、省エネと
CO2削減をもたらすのです（下図）。

CO2=0（フリー）

 

格差15倍

      

この合弁会社で私は、電気設備の設計
～調達～工事管理～代金回収までの
全てを担当し、中国全土を飛び回って
います。カラダはいつも疲れ気味ですが、
ココロは疲れていません。なぜなら、生ま
れ育った国は違えども、プロジェクトへの
思いは中国も日本も同じ。お互いの信
頼関係のなか、仕事を任されているから
です。クレーン制御をケーブル式から無
線化するなど、従来の技術も私なりに
改善しました。中国では職業間の所得
格差が15倍とも言われていますが、そ
れ以上に貧しい地域がまだたくさんあり、
人々の関心は環境保護よりも生活向上
です。豊かさを叶える
製鉄業の発展を支え
続けながら、省エネ・環
境問題に貢献してい
くのが私たちの使命
になります。
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J製鉄所で稼働しているのは、処理能力が280ト

ン/時という世界最大のCDQプラント。従来機

の２基分相当の能力を持ち、大幅なコストダウン

と省エネ効果を発揮しています。200トン/時が

限度とされるなか、開発にあたっては、過去の技

術資料を徹底的に洗い直し、小型模型で仮説検

証を繰り返しました。そして、高さ30メートルにお

よぶ実物大の実験

プラントを北九州

に建設。担当者の

目の前で実証試験

を成功させ、シビア

な目を持つ中国顧

客のエンジニアた

ちからの信頼を勝

ち取ったのです。

1/1実物大モデル

1/1カットモデル試験装置

製鉄所における
コークスの流れ

CDQ

※CDQとは、「Coke Dry Quenching」の略称です。

※BE3とは、北京中日聯節能環保工程技術有限公司 「Beijing JC Energy & Environment Engineering Co., Ltd.」の略称です。

日本では海沿いに立つ製鉄所も、国土の
広い中国では多くが内陸部に点在し、標高
1800メートルの山あいや、年間の寒暖差
が80℃という地区にさえあります。日本で
の実績をそのまま持ち込むのではなく、土地
毎の状況に合わせた対応が欠かせません。
そうした日本との違いが新たなニーズを生み、
ビジネスの芽にもなります。たとえば、石炭
の水分量が高いことも中国の特徴で、石炭
をコークス炉に入れる前に乾燥させ、エネル
ギーと生産の効率を向上させる設備を、
『BE3』は拡充してきました。13億人という
国の省エネ・環境問題に取り組みながら、さ
らには第2の巨大市場インドへの展開もス
タートさせています。

標高1800m
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・ボイラーからの回収蒸気で発電
・乾式プロセスによる排出物減

省エネ・CO2 減

・水分低下により
  コークス使用量削減

北 京   

 

     

〈BE3 電気自動化技術部長 徐海如〉

※コークス消火プロセスにおける環境効果



Japan Haneda羽田
 

通称・羽田空港を正式名称・東京“国際”空港へ。

世界初のハイブリッド滑走路再拡張プロジェクト

2010年10月21日の早朝、香港からの到着1号機を関係者たちが出迎えます。国際線

ターミナルと新滑走路が運用開始されたこの日、羽田空港は大きく生まれ変わりました。

24時間空港として深夜・早朝の離発着が可能になり、国際線の定期便が32年ぶりに

就航（10/31より）。ニューヨークやパリ、シンガポールなどの世界18都市と結ばれ、

「東京国際空港」の正式名称に違わぬ、日本の玄関口となったのです。下図のとおり、

経済への波及効果も期待されています。
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羽田空港の拡張工事は、今回が初めてではありません。
離発着の過密状態や近隣への騒音問題を解決する
ため、A・B・Cの三本の滑走路や管制塔、旅客ターミ
ナルを沖合などに整備する事業が、1984年から20
年にわたって進められてきました。それでも、年間30
万回、ラッシュ時には2分間隔にまで離発着は過密し、
安全な運航もままなりません。そこで計画されたのが、
空港南側の多摩川河口付近に、第４のD滑走路を
再整備する事業です。川を堰き止めないための「桟
橋部」と、「埋立部」を組み合わせた世界初となる人
工島の滑走路をつくるーー。それが羽田空港再拡張
プロジェクトなのです。

桟橋ジャケット上部は、北九州の工
場で製作されたのち、千葉県富津
の工場へと輸送されます。脚部に
あたる鋼管はまず、兵庫県の播磨
工場で加工してから、富津工場で
ジャケット上部と一体化。完成した
ジャケットは台船で羽田へと輸送さ
れ、巨大な海上クレーンにより海底
の基礎杭へと据え付けられます。
238基のジャケットを海上輸送した
累計距離は、地球約2周分に相当
する累計77,400kmにおよびました。

２分毎

15社による共同企業体の中で新日鉄エンジが

担ったのは「桟橋部」「連絡誘導路部」のジャケッ

ト製作と、桟橋の施工です。設計に20か月、着工

準備に４か月、工事に41か月、トータル65か月に

わたる長期工事において、いかに工程どおりにマ

ネジメントしていくか。鋼材の調達や熟練溶接工

の確保など、部門を超えた会社の総力を結集して

挑み、数々の難題を乗り越えてゴールまでひた走

り続けました。

65か月

地球2周分

長期にわたる安定的な運用のため、
滑走路には100年という耐久性能が
課せられました。その実現のために発揮
されたのが、「耐疲労」「防食」の２つの
技術です。耐疲労は、最大400トンの
航空機が年間10万回離発着する負荷
に耐えなければなりません。構造面での
工夫とともに溶接の高品質化を徹底し
て図りました。防食は、従来の塗装では
なく、0.4mmの薄いステンレスを脚部に
巻き付ける方式や、チタン性のカバープ
レートで上部を覆い、海水への防食性を
高めました。また、長期
のメンテナンスにも配
慮し、滑走路直下の空
間に50台の除湿器を
設置して湿気を除去し
ているんですよ。

〈海洋事業部 関口太郎〉

新日鉄エンジではこれまでにも、本四架橋や
東京湾横断道路、東南アジアにおける石油
採掘ジャケット建設などを手がけてきました
が、本プロジェクトであらためて、海の工事で
の強みを証明することにもなりました。今後は
従来の水深3桁を超え、4桁の大水深での海
底資源開発も視野に。さらには海上風力発
電の実用化など、見直しが叫ばれるエネル
ギー分野での更なる貢献を目指していきます。
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富津工場

陽を受けてきらめくステンレス巻きの脚は、土木建造物の
印象を一変させました

      

  

        

低頭起重機船でジャケットを据付ける様子
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Kamaishi釜石
 

被災地の暮らしを支える《火》を灯し続けていくーー。

有害物質や処分場をミニマム化する《溶融炉》技術

古くから鉄の町として栄えた釜石市で、製鉄の技術を活かしたごみ処理施設が誕生した

のは31年前のことです。ごみを燃やすのではなく、高温で溶かしてしまうため、最終処分

場がミニマム化でき、ダイオキシンなどの有害物質もほぼゼロに近く、回収した熱による

「ごみ発電」もできる。そんな利点を持つ《溶融炉》の日本第1号機でした。スペックや

オペレーションの改善を重ねながら、地域の環境問題と向き合ってきた施設も、寿命には

勝てません。新技術を折り込んだ施設に更新することになり、この春には竣工を迎える

ことになっていました。ところが3月11日、巨大な地震と津波が、ここ釜石を襲ったのです

周辺が甚大な被害を受けたなかにあって、
新施設である岩手沿岸南部クリーンセン
ター（以下センター）は、施設も人員全員も
奇跡的に無事でした。外構部にこそフェン
スの倒壊などの被害がありましたが、津波
対策として約1mの盛土を施してあったこと
が奏功し、建屋内への水の流入を防げたの
です。とはいえ、電気・水道・ガスといったラ
イフラインはすべて寸断という、きわめて厳
しい状況で予断は許しません。重油による
非常用電源で施設の保安運転を慎重に実
施しながら、早期の操業を目指しました。

北九州の拠点など各
地からの救援物資
にも助けられなが
ら、建設関係者と
操業担当の日鉄
環境プラントソリュ

ーションズ（株）が籠
城状態で尽力。震災後

20日目に電気の供給を受け、その後4月
7日には、ごみ処理再開にこぎつけました。

前日までに、多くの避難所から受け入れて
いた「一般ごみ」の総量は、ピットの設計計
画値を2割上回る1200トンに達していまし
た。そのごみをようやく処理できるとホッとし
たのも束の間、震度6弱の余震がセンター
を襲います。停電の瞬間、あまりの落胆と
悔しさで、スタッフたちの心も真っ暗になり
ました。しかし、立ち止まってはいられません。
懸命に対応作業を進め、9日朝の電気復
旧を受け、震災から１か月にあたる11日から、
再度ごみ処理をスタートしました。頻発する
余震のなかでスタッフを支えていたのは、復
興に欠かせない施設であるという使命感と、
初代機が31年灯してきた火をリレー（※）し
ているのだという愛着に他なりません。

 

ごみ処理施設は一般的に、周辺住民から歓
迎される類いのものではありません。ところ
が今回のセンター再開に際して、「ライフラ
インと同様に被災地の衛生環境を守るため
に必要なのだ」という意識の変化を、地域
の方からの支援を通じて感じることができま
した。ガレキと呼ばれる災害ごみの処理に
ついては、国や自治体の調整待ちで（5月
現在）、どこまでお役に立てるかわかりませ
ん。4月末で受け入れたのは147トンにとど
まっています。ただ、従来から処理してきた
一般ごみが増えていくことこそ、人々の生活
が復興していく証です。まずはそれを滞りな
く処理することが、センターのいちばんの役
割だとスタッフたちは考えています。

（※）H22年12月20日、旧・釜石清掃工場から新・岩手
沿岸南部クリーンセンターの溶融炉へと火をリレーする、
《火の継承式》がおこなわれました。

147トン

      

  

        

岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業Kamaishi

  
  

  釜 石

4.11

［溶融炉とは？］正式名称は「シャフト炉
式ガス化溶融炉」。釜石市に1号機を納
入して以来、現在までに全国で建設した
30施設が稼働中で、6施設が建設中で
す。1800℃の高温でごみを融かす新日
鉄エンジのシャフト炉は、「可燃ごみ」
はもちろん、資源リサイクル後の「不燃
残渣」や工場の「焼却灰」の他、「汚泥」
「フロン」「アスベスト」など処理困難物
の一括溶融処理が可能です。

近年では、建設にかかる資金を調達し、
関連会社が15年から20年におよぶ運
営・維持管理までを担う長期的なビジ
ネスモデルを展開し、自治体のごみ行政
に貢献しています。

昭和52年4月、新清掃工場の技術要員
として、私は釜石市役所に新卒採用され
ました。施設が誕生したのは2年半後の
ことです。減量リサイクルの発想などない
時代にあって、完璧にごみ処理をおこなう
溶融炉はとても頼もしい施設でした。1号
機というチャレンジゆえの険しい道のり、
技術面やコスト面の課題もありましたが、
多くのかたの努力によって徐々に解決さ
れ順調な操業を続けて参りました。平成
に入り、ダイオキシン問題がクローズアッ
プされるやいなや、全国から視察団が押し
寄せるようになりました。「金食い虫」から
「環境対策万全施設」へと、市民の評価
も180度変わったのです。そして今春、新
設された設備もまた、震災という険しいス
タートとなりました。しかし、奇跡的にも設
備は健全さを保持し、多くのスタッフの努
力により現在順調な操
業を続けています。この
ような大災害の時こそ本
領を発揮するであろうと、
私は強く思っています。

日本第1号機3.11

〈岩手沿岸南部広域環境組合事業課長 北野和敏氏〉

5.3
年間処理能力

万トン 25
ごみ発電効率

最
大 % 100

再利用
%

産出するスラグ・メタル

 写真左から ●ベル式パケットの原型 ●水砕スラグ水切り用水砕ケージ ●31年もの間、水漏れもなく耐えた温水ボイラ 

  

※いずれも1号機

〈お客様からの声〉

。


