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次の10年を見すえた技術開発に注力す
るとともに、世界有数のグローバル鉄鋼
サプライヤーとしての地位を確立してい
きます。

JFEスチールは、世界トップクラスの生産規模と

高い技術開発力を有し、増大する高級鋼の需要に

応えてきました。今後も次代を担う独自性や機能

性の高い商品の開発を積極的に推進し、国内の

お客様に安定的にお届けしていくとともに、海外

メーカーとの提携などにより高級鋼の製造・販売

ネットワークの構築を進め、世界各地へ優れた

商品を提供していきます。また、地球環境問題な

ど社会のさまざまなニーズにお応えするべく、

挑戦し続けてまいります。

西日本製鉄所（福山地区）製品出荷

西日本製鉄所（倉敷地区）高炉

小径シームレス鋼管

JFEスチール製造拠点大型高炉を保有する2つの大規模製鉄所

西日本製鉄所

東日本製鉄所

　東日本製鉄所の千葉地区は、戦後、わが国で初めて建設され

た銑鋼一貫の臨海製鉄所です。また、京浜地区は、川崎・横浜両

市にまたがる東京湾に浮かぶ約550万㎡に及ぶ人工島、扇島を

中心に立地しています。

　西日本製鉄所の福山地区・倉敷地区は、深い港湾があるなど優

れた立地条件にあり、敷地面積は両地区で東京ドームの約540

倍に相当します。両製鉄所とも世界最大級の大型高炉を持ち

効率的な生産体制

を構築しています。

　また、知多製造所

は、中京工業地帯に

立地し、油井管やラ

インパイプをはじ

め、各種鋼管の品揃

えが世界一の鋼管

専門工場です。

お客様満足度の徹底追求による
JFEブランドの確立
　お客様に選ばれる「JFEブランド」の確立に向けて、商談、商

品設計から製造・デリバリー・品質保証までの一貫したサービ

ス・サポート体制の強化に取り組み、お客様満足度の徹底追求

を図っています。

福山地区

千葉地区

京浜地区

倉敷地区

鉄鋼事業の概況と特徴

知多製造所

知多製造所
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原料荷役設備（福山地区）コークス炉設備（倉敷地区）

米国
 CSI
 AK Steel
 Benoit Holding

韓国
 東国製鋼
 現代Hysco
 東部製鉄
 Union Steel
 現代製鐡

カザフスタン
 KSP Steel

台湾
 統一実業
ベトナム
 J-Spiral Steel Pipe
 Maruichi SUNSCO

インドネシア
 JSGI
 Sermani Steel

マレーシア
 Perstima
 Mycron Steel

中国
 広州JFE鋼板
 渤海能克鑚杆
 PYP
 福建中日達金属
 海南海宇錫板工業
 福建福欣特殊鋼
 福建統一馬口鉄
 江蘇統一馬口鉄

インド
 JSW Steel

パキスタン
 International Steels

タイ
 JSGT
 TCS
 TCR
 TTP
 SSI

ドイツ
 ThyssenKrupp Steel Europe
 Georgsmarienhuette

ギリシャ
 CORINTH PIPEWORKS

コロンビア
  HOLASA

調達

石炭

鉄鉱石
石灰石

コークス炉

高炉 銑鉄 転炉 連続鋳造設備

鋼片

ビレット

ブルーム

スラブ
加熱炉

鋼材

出荷

焼結設備

熱間圧延機

厚板圧延機

縦目無鋼管製造設備

線材圧延機

いろいろな圧延設備

鋼

主要な出資・アライアンス先

JFEグループの概況

国内製造基盤の整備
　国内製鉄所および製造所の操業安定化・コスト競争力

の向上を目的に、足元の重点課題として設備・人の両面で

の製造基盤整備に取り組んでいます。設備については、

稼動から年月が経過して効率が落ちてきた設備を中心に、

補修・リフレッシュ工事を積極的に進め、設備の競争力を

維持・強化していきます。具体例としては原料荷役・搬送

設備の集中補修やコークス炉などの設備更新を進めてい

ます。人については、団塊世代の大量退職により、全社的

に大幅な世代交代を迎える中、ベテラン社員の技能を

若手に伝承するため、2013年10月より職場ごとに人材

育成の専任者を配置する「テクニカルエキスパート」を

導入しました。人材育成専任者にはベテラン社員や再雇

用したOBを活用しており、トラブル時の対応などを中心

とした技能伝承を着実に進めていきます。

伸びゆく世界市場へ着実にアクセス
　世界の鉄鋼マーケットは今後も拡大が見込まれていま

す。これら増大する需要に対応するため、JFEスチールで

は輸出拡大に加え、さまざまな施策を実施しています。

自動車用鋼板の供給体制整備については、成長市場である

中国、インド、東南アジア地域で各国のアライアンス先を

通じて高級鋼の製造・販売ネットワークを確立しています。

中国では、50％出資する広州JFE鋼板で冷延ミル、溶融

亜鉛鍍金ラインを順調に稼動しており、タイでは昨年、

100％出資するJFEスチール ガルバナイジング (タイラン

ド )（JSGT）で溶融亜鉛鍍金ラインが稼動。インドでは、

戦略的提携先であるJSWスチール社で、当社が自動車用

鋼板の製造技術を供与したビジャヤナガール製鉄所の

第二冷延工場が稼動しました。さらにインドネシアでも、

当社が100％出資するJFEスチール ガルバナイジング 

インドネシア（JSGI）にて溶融亜鉛鍍金ラインの建設を進

めています。　

　また世界的に需要が拡大するエネルギー鋼管について

も供給体制整備を進めており、当社が50％出資するカリ

フォルニアスチール（CSI）社が建設を進めていたNo.2

電縫管製造設備が2014年8月に稼動する予定です。

JFEスチールの生産プロセス
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Highlights 2013

自動車用鋼板の海外供給拠点を拡大
　アジアを中心とした自動車用鋼板の需要増加ならびに現地調達
要望に応えるべく、海外での供給体制の整備を進めてきました。
　タイではJFEスチール ガルバナイジング（タイランド）の溶融
亜鉛鍍金工場が稼動し、2013年11月に開所式が開催されました。
　インドでは、当社が建設・立上げを支援し、自動車用鋼板の製
造技術を供与したJSWスチール社ビジャヤナガール製鉄所の第
二冷延工場が稼動しました。
　またインドネシアにおいても、JFEスチール ガルバナイジング 
インドネシアがインドネシア初の自動車用溶融亜鉛鍍金工場の
建設を決定しました。現在、2016年3月の稼動に向けて建設工事
を進めています。

西日本製鉄所 (福山地区 )
が世界で初めて累計粗鋼
生産量4億トンを達成
　西日本製鉄所（福山地区）の
累計粗鋼生産量が、2013年5
月に4億トンに達しました。
1966年7月に第1分塊工場
が稼動してから46年10カ月
での達成で、単一事業所と
しては世界で初めてとなり
ます。

第5回ものづくり日本大賞
（経済産業大臣賞）を受賞
　JFEスチールが開発した「超大
入熱溶接用高強度厚鋼板」が、第5
回ものづくり日本大賞の経済産業
大臣賞を受賞しました。この賞は、
「ものづくり」を着実に継承し、
さらに発展させていくために、
製造・生産現場の中核を担ってい
る中堅人材や今後を担う若手人材
など特に優秀と認められる人材等
を表彰する制度です。当社は3回
連続の受賞となりました。

JFEスチールグループにおける棒線事業を統合
　JFEスチールおよびJFE条鋼は、2014年4月より両社の棒線
事業を統合しました。具体的にはJFE条鋼の販売、技術サービス、
研究部門をJFEスチールの棒線事業に移管・統合し、JFEグループ
の棒線商品を「JFEスチール」に統一します。今回の事業統合に
より販売力を強化し、国内市場のシェア拡大ならびに自動車や
建機などの高級鋼市場を中心に需要の伸びゆく海外市場での
拡販を進めていきます。

野球部・競走部が大活躍
　西日本野球部が都市対抗野球大会、東西両野球部が日本選手権大会に出場しました。両大会ともに地域
の皆様と一体となった応援を繰り広げ、日本選手権では東日本野球部がベスト8の好成績を収めました。
　また、競走部はニューイヤー駅伝に38年連続で出場を果たし、沿道からの大きな声援を受けて
力走しました。

世界初「X80グレードの管厚1インチ電縫鋼管」を
開発・初受注
　JFEスチールは世界で初めてAPI（米国石油協会）規格 X80グレード
の管厚1インチ電縫鋼管を開発し、石油・天然ガス掘削機器製造で世界
最大手のDril Quip社及びGE Oil&Gas社から油井管の外殻用電縫鋼
管として初受注しました。今回開発した高強度・厚肉電縫鋼管は、今後
海底パイプラインに使用される高級ラインパイプ分野などへの応用も
期待されます。

JFEグループの概況

2013年4月
●  革新的な高炉原料「フェロコー
クス」の長期製造実験と実高
炉における使用実験を実施

●  「施工性に優れたスプレー移
行型炭酸ガスアーク溶接技術
の開発」で科学技術分野の文
部科学大臣表彰 科学技術賞
（開発部門）を受賞

5月
●  西日本製鉄所 (福山地区 )が　
世界で初めて累計粗鋼生産量
4億トンを達成

●  中国浙江省において自動車用
鋼管の製造及び販売を行う合
弁会社設立に合意

●  西日本製鉄所（福山地区）第3
製鋼工場において転炉を増設
し、最新の溶銑予備処理プロ
セスを導入することを決定

●  東日本製鉄所（京浜地区）、
西日本製鉄所（福山地区）でま
つりを開催

6月
●  「ハイブリッド潤滑による冷
間タンデムミルの高速圧延技
術の開発」が 日本塑性加工学
会賞　大賞を受賞

●  インドネシア初の自動車用溶
融亜鉛鍍金ラインを、西ジャ
ワ州ブカシ県に建設すること
を決定

●  第21回 J1活動 JFEスチール
ファミリー大会開催

7月
●  排熱を利用した熱電発電技術
の実証試験を実施し、製鉄所
内での有効利用を確認

●  西日本硬式野球部が都市対抗
野球大会に出場

8月
●  国内最厚の建築構造用ロール
成形角形鋼管「JBCR295」を
商品化

●  建築構造用高性能590N/mm2

級TMCP鋼材「HBL®440」の
製造板厚範囲を拡大

9月
●  「超高層ビルの安全性と経済性
向上に貢献する超大入熱溶接
用高強度鋼板の開発」がものづ
くり日本大賞経産大臣賞を受賞

10月
●  メキシコ湾超深部ガス田開発
プロジェクト向けに、油井管
1,900トンを納入

●  横浜市と鉄鋼スラグ製品を用
いた生物の生息環境改善およ
び水質浄化の向上を検討する
共同研究を開始　　

●  東日本、西日本硬式野球部が
日本選手権大会出場

●  東日本製鉄所（千葉地区）でま
つりを開催

11月
●  耐震ラインパイプ「HIPER®」
が、「2013 R&D 100 Awards」
を受賞

●  JFE スチールガルバナイジング
（タイランド）の開所式を開催
●  第22回 J1活動 JFEスチール
ファミリー大会開催

●  西日本製鉄所（倉敷地区）、
知多製造所でまつりを開催

12月
●  飛躍的に加工性を高めた新高
炭素熱延鋼板「スーパーホッ
ト®-G」を開発

2014年1月
●  JFEスチール競走部がニュー
イヤー駅伝で力走

●  JFEスチールグループにおけ
る棒線事業の統合を決定

2月
●  東日本製鉄所（千葉地区）熱延工場
が累計生産量2億トンを達成

●  「高靭性電縫管の溶接品質
オンライン検査システム」が
新機械振興賞 会長賞を受賞

●  世界初「X80グレードの管厚
1インチ電縫鋼管」を開発・初
受注

3月
●  使用済みプラスチック微粉化
技術「APR」が岩谷直治記念賞
を受賞

●  旋削性およびドリル切削性に
優れた焼結機械部品用鉄粉
「JIP ク リ ー ン ミ ッ ク ス 
JFM®X」を開発

●  耐震ラインパイプ「HIPER®」
が、第60回大河内記念技術賞
を受賞
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