
世界で3番目に大きな島であるインドネシア・カリ
マンタン島（英語名ボルネオ島）、東部の沖合60キロ
に位置する〈サウスマハカム鉱区〉。天然ガス生産
用プラットフォーム３基の新規建設に加え、陸上ま
で全長約80キロのパイプラインを敷設するという
のが、プロジェクトの全容である。他の化石燃料
に比べて、環境性に優れる天然ガス。採掘後は湾
岸の〈ボンタンLNG基地〉で液化され、日本・台湾・
韓国などに輸出される。周辺域ガス田の枯渇とと
もに、年々減少する傾向にあった同基地の生産量
を増やすことにつながるプロジェクトは、輸出先の
エネルギーセキュリティを支えることにもなる。

鉱区の権益を持つTOTALインドネシア社にとっては
リーマンショック後の初の大型開発であり、このプロ
ジェクトに寄せる期待も大きかった。一方、新日鉄
住金エンジニアリングにとっても、大きな意味を
持っていた。全工程
における業務の連
携をより高めるため、
設立40年目となるイ
ンドネシア・ジャカ
ルタの現地子会社
NISCONI社に、自前
のエンジニアリング

部門を設置。外部のエンジニア
リング会社を使わずに、どこま
でできるのか。その成果が問
われる、初のプロジェクトにな
ったのである。NISCONI社
がEngineering（設計）と
Procurement（調達）、インド
ネシア・バタム島の現地法人NS-BATAM
社がConstruction（加工）、新日鉄住金エンジニア
リングのシンガポールオフィスがInstallation（施工）
を担当するという〈EPCI〉の布陣で臨んだ。

こうして、2010年8月にプロジェ
クトの幕は上がった。プロジェ
クトマネージャーの服部は、サハ
リンやタイなどのタフな現場を経
験してきたベテランで、インドネ
シアでの工事も初めてではない。
その服部にして、音を上げそうになるほどの局面が
あった。地上でプラットフォームを加工しながら、海上
作業船〈くろしお〉による海底敷設、浅瀬施工船によ
る浅海域敷設、陸上敷設と3か所のパイプライン工
事を同時進行。プラットフォーム加工後は、ジャケッ
トとデッキの海上据え付け、フックアップバージ2
隻による海上作業と単体試運転を実施した。つま

り、ピーク時には5か所の
施工が同時並行して動
いたのである。

加工を担ったN S -
BATAM社では、プラッ
トフォームを3基同時に
手がけることになった。

1つの大きさは脚部
にあたるジャケット
だけで約65メートル、
3基の総重量は約
9000トンにおよぶ。
同時加工が可能
だったのは、大きな
受注が重なってもい

いようにと、戦略的に加工ヤードを拡張しておいたか
らである。このプロジェクトでもピーク時には約
1000人の現地ワーカー
が作業にあたったが、イ
ンドネシアに雇用を創出
している企業として、競争
が厳しい中でも事業縮小
はできるだけ避けたい。
〈インドネシアで培ってき
た技術や人的な資源は枯
らさない〉との強い思いが
あるのだ。

入社15年目の山田は、プロジェ
クトの序盤からNS-BATAM
社に乗り込んだ。プロジェクト
マネージャーの服部がもっと
も大切だと考える、加工・
調達・設計のあいだでこぼ
れ落ちるものがないよう
な綿密なインターフェイス。そこを担うプロジェ
クトエンジニアを任されたのだ。山田はその役
割を果たせたのか。そして、〈EPCI〉の布陣は機
能したのか。その答えは、次の３つの事実が物
語っている。

1つは、22か月という短納
期にも関わらず、契約の期
日に竣工・引き渡しを果た
したこと。2つめは、加工・
施工を合わせて約2350
人が携わった工事を430
万時間無災害で、重大な
事故もなく安全に完遂で
きたこと。そして、3つめ
は、山田の誇りでもある、
海上へと運ぶ前段階での客先による検査結果だ。こ
の規模の加工の場合、検査項目は数万にものぼり、
「問題あり」との指摘が入る箇所は「1000」を超え
ることもめずらしくない。ところが、TOTAL社の担
当者が満足げな表情で告げた数字は「8」。山田と共
に品質向上を目指してきた多国籍の現地ワーカーた
ちにも、大きな自信をつけさせるものになった。

インドネシアを枯らさない。
現地デビュー40年目の決意！！！
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NS-BATAM社による、
現地の次世代育成
当社のエンジニアを専門学校に講師として派遣すると
同時に、学生の中からインターンの受け入れを実施。
まだスタートして3年目ですが、初年度に受け入れた
人材はすでに現場で活躍しています。加工現場で働く
ワーカーたちも、まだまだポテ
ンシャルを秘めています。適切
なトレーニングを通して、彼らの
スキルを底上げしていくことも、
インドネシアという国への貢献
につながると思うんです。

NS-BATAM社 志賀社長

NS-BATAM社のオフィス

バタムのローカルスタッフたちと
打ち合わせ

3基のジャケットを同時加工した広大なヤード

【天然ガスの環境性】

天然ガス生産施設の一括プロジェクト

TADASHI HA
TTORI

TOMOHIRO YAMADA

海の真ん中に誕生した天然ガス掘削
プラットフォーム。工期22か月、1000人
以上のチームワークの結晶である。

バージ船で現場へと輸送される巨大プラットフォーム

バイオマスコークスの製造・販売ビジネス

首都クアラルンプールの北
200キロ、マレーシア第3の
都市イポー。入社4年目の
西本薫を乗せたクルマは、
郊外の現場に向かって走って
いる。急に空が真っ黒になり、
大粒の雨が叩き付ける。毎日
のように工事を一時中断さ
せるやっかいなスコールだが、

このムシムシした気候が大きなヤシの木を生い茂ら
せている。世界で最も多く生産・消費されている食
用油はヤシから精製するパーム油で、マレーシアは
世界2位の生産国である。製油の際に出る絞りかす
〈空果房〉はパーム油と同量で、年間約1900万トン
に及ぶ「ごみ」を生み出している。野ざらしで廃棄す
るとメタンガスが、焼却処分するとばい煙が発生して
しまう。どちらもここではよく見る光景だ。現地の人
たちは最初、西本らをどう思ったことだろう。「いわば
世界第2位のごみを引き取り、現地加工したあと、
自国へ運搬しごみ処理施設のコークス代替として
使う」。そんな奇想天外なプランを持って、わざわざ
日本からやってきたのだから。

西本のクルマは提携したパーム製油工場の手前を折
れ、林の中へ分け入っていく。以前はなかった、彼らの
手によってつくられた道である。ぬかるんだ坂道の
先に、ヤシの林を切り拓いて
造成された、真っ平らな土
地が現れる。空果房から
コークス代替品をつくる、
生産工場の建設現場だ。
この場所を選んだのは、
パーム製油工場が至近

にあり、原料である空果房の入手に優位という理由
である。だが、元々はヤシの密林であるため、農地か
ら工業地への用途転換の手続きも欠かすことはでき
ない。現地のコンサルからサポートをあおいで役所と
の折衝を何度も重ね、工場建設の準備も並行して
進めてきた。工事監督には経験豊富なマレー人を
起用し、資材の9割を現地調達とした。機械類の製
作会社へも自らが足を運ぶことで、担当者だけでな
く幹部らとも関係をつくると同時に、相手の工場の
様子を見て、相互理解を深めていった。

植物由来のバイオ燃料は、〈カーボンニュートラル〉
と定義付けられている。原料の植物が成長すると
きにCO2を吸収する→バイオ燃料を
燃やすと吸収分のCO2は放
出される→そのCO2は次の
植物に吸収される……とい
う循環が成立するからだ。
これを石炭コークス
の代替にできれば、
CO2削減に寄与
できる。また、同じ
バイオ燃料の

原料であり、食用できるトウモロコシとは違い、絞りか
すの空果房は食糧
問題とも無関係で
ある。廃棄や焼却に
よる処分を減らすこ
とができるため、現
地の自然環境保護
にもつながることは
言うまでもない。

メリットの多い仕組みだが、〈商用レベルでのバイオ
マスコークス生産〉はまだ誰も成しえていない、世界
初の試みである。試作をフレッシュな状態の原料で
行うため、西本ら開発陣は現地造成地の一角に小
規模プラントをつくり、約4か月をかけて実証試験
を実施。そのデータをもとにプロセスの見直しを重ね、
工場の詳細設計をしてきた。まずは年産3300トンの
パイロット事業としてスタートし、将来的に1万トン体
制に持っていけるよう、技術の確立を目指していく。

このプロジェクトにおける最大の特徴は、海
外で建設した工場を自らの手で操業・運営

するということである。生産
されたバイオマスコーク

スを日本まで輸送
し、かつて自分たち

が建設したごみ溶融施設のコークス代替にする。マ
レーシアと日本を結び、お互いの環境問題に貢献す
るプロジェクトなのである。この現地会社の名称は
「NIPPON STEEL & SUMIKIN BIOMASSCOKE (M) 
SDN.BHD.」。操業開始後、現地工場に携わる社員は
約40名。地元マレーシアのほか、ネパール、バングラ
ディシュなど文化の異なる国々から集まる社員をまと
めあげ、日本への供給責任を果たしていくことになる。

これは第一歩に過ぎない。油を絞
り出して、空果房からバイオマス
コークスをつくるように、『マレー
シアの抱える問題を絞り出し、知
恵を絞り出して解決策をつくり
たい』と、西本は未来を見つめた。

マレーシアのごみで、
日本のごみ問題を救う！！！ NSBM工場
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この周囲にはたくさんの中小農園が点在しています。
ところが

搾油工場は遠方にしかなかったため、ヤシの出荷にコス
トがかさ

むことが共通の悩みでした。そこで、15年前に設立さ
れたのが

当社SKDです。多くの中小農園と取引することで彼
らから喜

ばれ、安定的な生産量も見込めるのが強みです。そ
の一方で、

大量に発生する空果房の処理は、年々課題になって
いました。

埋め立てや焼却といった処分方法では、環境に悪影響
を及ぼす

ことが考えられます。そんな私たちにとって、〈廃棄物
を商品に

する〉という新日鉄住金エンジニアリングからの提案は
、とても

ありがたいものでした。仕事の

進め方の違いに戸惑うこともあ

りますが（笑）、頼もしいパート

ナーとして信頼しています。廃

棄物処理の問題を抱えた搾油

工場は、私たちSKDだけには

留まりません。この事業を足

かがりに、バイオマスコークス

の技術がマレーシア全体に波

及していってほしいですね。

●パートナーの声

この日も突然のスコール

現地の工事監督と打ち合わせ

KAORU NISHIMOTO

ヤシ林に囲まれた造成地で、コークス代替品の工場建設が進む

パーム製油工場内のパーム原料

搾油工場SKD社

タン工場長

2011年の秋、入社2年目の金ヶ江
剛史は上司から打診を受けた。
「CDQの建設を経験できるチャ
ンスがあるけど、インドに行く気
はあるか？」。営業活動で短期出
張こそしていたが、現場となれば

長期の赴任になる。だが、金ヶ江は躊躇なく即答し
た。「ぜひ、行かせてください！」。じつは就職活動の
際、先輩社員から聴かされたインドでのプロジェクト
体験談に、強く興味を持っていたのだ。赴任地である
JSWスチールのビジャナガール製鉄所は、バンガ
ロールから車で６～７時間。バンガロール市内では
地下鉄の延伸工事が続いていて、テレビを点けると
自動車のCMが目を引く。インドの鉄鋼需要が高まっ
ているのは、金ヶ江の実感としても明らかだった。

赴いた製鉄所構内のコークス炉は、ダストを含んだ
白い蒸気を勢いよく吐き出していた。この光景も
また経済成長の象徴でもあるが、一方では環境破
壊とエネルギー消費の象徴でもある。その解決策
として、CDQを設置することこそが、金ヶ江らプロ
ジェクトメンバーの任務に他ならない。CDQ（コー
クス乾式消火設備）は従来の湿式型と比べ、コーク

スの粉じんを約1/100以下に低減。さらには冷却
時の蒸気でタービンを回し発電も行い、大幅な省エ
ネとCO2削減を実現できる環境調和型設備だ。新日
鉄住金エンジでは、2003年に中国企業との現地合
弁企業「北京中日聯節能環保工程技術有限公司（以
下、BE3）」を北京に設立。中国国内で36基のCDQを
受注・建設してきた。その実績を武器に、新たなマー
ケットとして踏み出した地が、ここインドなのである。

新日鉄住金エンジにとって、JSW スチールはインド
で2件目のCDQ受注となる。1件目は、日本の経産
省の協力のもと、NEDO（新エネルギー・産業技術
総合開発機構）の『日印コークス乾式消火設備モデ
ル事業』としてタタ・スチールに建設したCDQである。
しかし、BE3にとっては初の海外プロジェクトにな
るため、新日鉄住金エンジも現地に張り付いて実行
に参加することとなった。図面のやりとりや設計変
更など、現場での動きを的確に関連部署につなぐ
のが金ヶ江の役割だ。設計・製作を行う中国人と
工事を進めるインド人たちとの緊密なリレーション
が求められる。

中国人技術者たちは、高
い意気込みを持つ一方
で、不安を抱えているこ
とは金ヶ江にも伝わって
きた。中国内ならフルターンキーという形で受注し、
気心も知れ融通も利く業者を使うことができる。
だが、インドでは客先に出入りしている工事業者が
相手だ。設計に不備があれば、そのたびに手続きや
コストも発生する。ドキュメントをあまり残さない
商習慣の中国と、契約社会のインドのバランスをどう
とるか。技術の理解度は高い中国と、役割分担を
徹底させるインドといった、それぞれの強みをどう生
かすか。客先に対しても、わるいことは「わるい」と
はっきり指摘するリーダーシップが、結果として事態
をいい方向に向かわせることも、上司の姿に学んだ。

約1年の駐在を経験して、金ヶ江は日本へと還って
きた。自分はどんな貢献ができたのかと、ふと考え
ることがある。現地赴任する前、インドの学会で
CDQをプレゼンした。現地の製鉄メーカーからの
質問は、環境性能ではなく経済性に関することに
集中していた。競争が熾烈になるこの巨大市場で

勝っていくためには、コスト面のPRはこれからも欠
かせないだろう。だが、インド側の意識も変わりつ
つある。プロジェクトの後半、発電タービン工事の遅
れを気にしていないように見える客先のスタッフに、
金ヶ江は尋ねた。「早く発電できるように急がない
と、コストがもったいないですよ。そもそもどうし
てCDQを建設しようと考えたのですか？」。すると、
彼らはこう答えた。「すぐに発電できずコストがか
かるかもしれないけど、CDQで消火したコークスを
使えば高炉の調子は良くなるし、なにより粉じんが
なくなって環境にいいじゃないか」　

インドではこの2年で、2社5基のCDQを納品し、
新たな受注も決まった。CDQに続く第二、第三の
商品を売り込んでいく活動も始まっている。

インドにほとばしる熱気を
エネルギーに変える！！！

【アジア広域で環境保全・省エネに貢献するCDQ】
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休日にはバスケットで国際親善

インド、中国、日本という「違い」を乗り越えて

JSWスチール・ビジャナガール製鉄所

　インドでは、「地球温暖化に関する国家行動計画」の重要な柱
の一つである「国家エネルギー効率向上委員会」のもと、エネル
ギー効率向上に向けた革新的な施策PAT（Perform, Achieve 
and Trade＝省エネ達成認証計画）スキームに着手しました。
目的は、各企業のエネルギー消費の規制と省エネの奨励です。
インド政府は、「鉄鋼」を含む８産業部門の478事業者を対象に、
省エネ目標を提示しています。これらの目標は、各事業者が3年
以内（2014-2015年  迄）に達成することになっており、省エネ目
標未達の事業者は、省エネ達成認証の購入か罰金の支払が義務
付けられます。「PATスキーム」の発足で、産業界における広範な
省エネ努力に弾みがつき、急速に展開しております。
　省エネ目標を達成するために必要なことは、日本の製鉄所では、
すでに幅広く導入されている省エネ・環境保全技術を、インドでも
普及させることです。とりわけ、新日鉄住金エンジニアリング株式
会社のCDQ(Coke Dry Quenching) 技術は、 ①高い省エネ効果
②環境汚染の抑制　③高炉操業の改善̶の面で傑出しています。
タタ・スチール社で行われたNEDO省エネモデル事業で、CDQ
技術の効果が十分に実証されているので、他の鉄鋼メーカーも
当該技術の導入に関心を持つように勧告していきます。

　日本の優秀な技術がこれからも引き続
きインドの省エネ・環境保全に貢献す
ることを希望します。

インド鉄鋼省　技術顧問
A.C.R. Das氏
Industrial Adviser,Ministry of Steel, Government of India

●お客様の声

鉄鋼業における省エネ・環境技術の海外
展開

TSUYOSHI KANA
GAE

海外プロジェクトリポート
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これまで以上に活躍の場を広げ、グローバルで「社会に貢献し続ける必須の存在」たる
企業へと脱皮を図っていきたいー。私たち新日鉄住金エンジニアリングは、2015年に
海外比率40％とする数値目標を掲げました。「その国、地域や顧客が困っていることは何
なのか？」を知るためには、彼らのそばにいることは欠かせません。従来の海外拠点に
加え、昨年はベトナム支店・欧州事務所を開設するなど、海外展開のフィールドを広げ
ています。本紙では、この数年に取り組んだプロジェクトの中から、私たちの技術が省エネ
ルギー・環境改善・エネルギー資源開発に貢献している事例より３つを紹介します。設備
を引き渡しておしまいではなく、それぞれのマーケットに根付いた活動を継続的に。現地
のパートナーと共に歩んでいくという視点で。私たちは海外での挑戦を続けていきます。
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