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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m2に及ぶ人工島、扇島に立地して
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。

JFEスチールは2005年、お客様と一体となって
共同研究できる試験・研究施設、「カスタマーズ・
ソリューション・ラボ」（千葉地区）を業界に先駆けて
開設しました。同ラボは、自動車分野の最先端の材
料や利用・加工技術の展示エリア、作業エリア、実
験エリアなどを擁して、お客様との共同研究を迅
速に行う体制を整えています。また、「鋼構造材料
ソリューションセンター」（京浜地区）では、土木建築

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、世界各地へ優れた製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。

また、両製鉄所とも世界最大級の大型高炉を持
ち、粗鋼生産能力3,300万トンの生産体制を構築
しています。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。

用鋼材の実用化試験や新構造・工法など、お客様や
大学、法人研究機関との共同研究を進めています。

「オンリーワン・ナンバーワン製品」の開発に注力するとともに
世界の高級鋼需要に対応するグローバルな製造・販売体制を構築していきます。

大型高炉を中心とした2つの大規模製鉄所

お客様と一体となった製品開発を推進

代表取締役社長（CEO）林田 英治
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調達

石炭

JFEスチールの生産プロセス

鉄鉱石
石灰石

銑鉄 転炉 連続鋳造設備

線材圧延機

熱間ストリップ圧延機

厚板圧延機  

継目無鋼管製造設備
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鋼片
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焼結設備

コークス炉
鋼材 出荷

鋼

世界の高級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。例えば、成長市場である中国、
インド、東南アジア地域では、各国のアライアンス
先との垂直分業体制を構築するなど高級鋼の製造・
販売ネットワークを確立しています。また、中国で

は、自動車用鋼板の供給体制を整備するため、50％
出資する広州JFE鋼板に冷延ミル、溶融メッキライ
ンを設置しています。さらに、インドでは、同国最大
の民間鉄鋼会社であるJSWスチール社に資本参
加し、自動車用鋼材分野で提携するほか、インド市
場における製品全般で協力の拡大を推進するなど、
新興成長市場であるインドに本格進出しています。

安定調達できる見込みです。また、鉄鉱石について
は、2008年にJFEスチールを含む日韓企業連合
でブラジル・ナミザ社の権益を取得しました。これ
ら資源権益の取得により、自社権益比率は鉄鉱石
で16％、原料炭で19％となりました。JFEスチール
は、今後も競争力のある原料の権益確保を積極的
に推進し、鉄鉱石・原料炭の自社権益比率を30%
まで引き上げることをめざしています。また、新技
術の開発・活用による、安価で低品位な原料の一層
の使用拡大にも積極的に取り組んでいきます。

独創的な発想と高度な技術力によって産み出され
たオンリーワン・ナンバーワン製品は、自動車用鋼
板や建築用高強度鋼板から、天然ガスなどの資源

用パイプまで、その用途は多岐にわたり、売上に占
める比率は全体の３分の１に達しています。

新興国をはじめとする世界的な鉄鋼需要の拡大に
伴い、高炉メーカーにとっては原料炭や鉄鉱石な
どの安定調達がますます重要な課題となっていま
す。こうしたなか、JFEスチールは、2009年12月に
豪州Qコール社バイヤウェン炭鉱の権益20%を取
得しました。同炭鉱
は、2012年から操
業を開始する計画
で、年間200万トン
の良質な原料炭を

高付加価値製品を強みに世界市場へ競争力ある原料の自社権益比率の向上

高度な生産技術でオンリーワン・ナンバーワン製品を生産

HBL®385（建築用高強度鋼板） スーパーコア（高周波用途電磁鋼帯）JFE443CT（高耐食ステンレス鋼板） JAZ®（自動車用高潤滑GA鋼板）

主要なアライアンス先とグローバルに鋼材を販売

米国
● AK Steel
● CSI
● US Steel

コロンビア
● HOLASA

カナダ
● DJG

韓国
● 東国製鋼
● 東部製鉄 
● 現代HYSCO
● 現代製鐡

台湾
● 統一実業

ベトナム
● Perstima
● SUNSCO
● J-SPIRAL

マレーシア
● Perstima
● Mycron Steel

中国
● 広州JFE鋼板
● 福建中日達金属
● 海南海宇錫板工業
● 渤海能克鑚杆
● PYP

インド
● JSW Steel

タイ
● TCR
● TCS
● TTP

ドイツ
● ThyssenKrupp Steel
● Georgsmarienhütte

ギリシャ
● Corinth Pipeworks
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●「高耐震性高強度鋼
HBL®385」が市村産
業賞貢献賞を受賞

●「変形性能に優れた高
強度鋼管の開発」で
文部科学大臣表彰を
受賞

JFEスチールのグループ各社が保有する独自技術を結集し、「メガ
ワットソーラー発電所」を初受注しました。

自動車分野に続き、風力を中心とした
エネルギー分野向け棒鋼製品などに関
連する技術提携契約を締結しました。

●「JFE西日本フェスタ
inふくやま」開催

●第15回J1活動JFE
成果発表大会開催

●西日本製鉄所（福山地
区）製鋼能力増強工
事が完工

●自動車用熱延高強度
鋼板「NANOハイテ
ン®」が先端技術大賞
「経済産業大臣賞」を
受賞

●世界鉄鋼協会の年次
総会が東京で開催

●JFEスチール社長賞
を決定

●ドイツGMH-HD社と
技術提携契約を締結

●「JFEちばまつり」
開催

●ベトナムのスパイラル
鋼管製造会社を買収

●倉敷・京浜・知多の各
地区で製鉄所のまつ
り開催

●第16回J1活動JFE
成果発表大会開催

●西日本製鉄所（倉敷地
区）第6コークス炉増
設部が稼動開始

●日本初の鋼材運搬用
電気推進船を就航

●エコプロダクツ2010
に出展

●「マリン ブロック」が
インドネシアでのサ
ンゴ礁再生実証試験
に採用

●西日本製鉄所（福山
地区）の第5連続焼鈍
ラインが営業運転を
開始

●ブラジルのレアメタ
ル・ニオブ鉱山会社に
出資

●タイで自動車用溶融
亜鉛鍍金ラインの建
設を開始

●西日本製鉄所（福山地
区）でCO2物理吸着
屋外実験設備稼動

●「ナノ炭化物制御によ
る自動車用高加工性
新高強度鋼板」が大
河内記念賞を受賞

●中国にPCM鋼板の製
造・販売会社を設立

●インドのJSWスチー
ル社と出資契約、技
術供与契約を締結

●「東京スカイツリー」
向け高強度円形鋼管
8,300トンの納入を
完了

●JFE東日本野球部、
都市対抗野球で8強
進出

●東日本製鉄所と西日
本製鉄所で「夏休み
工場見学会」を開催

●全社防災訓練を実施
●「宮崎ソーラーウェイ
都農第2発電所」工
事を受注

自動車の軽量化を通じた燃費の
向上とCO2の排出削減に大きく
貢献した点が評価され、最優秀賞
を受賞しました。

連日1万人を超える大応援
団が東京ドームに駆けつ
け、地域の皆様と一緒に
なって熱い応援を送り続
けました。

東南アジアにおける土木用鋼
管の製造・販売事業に参入し、
港湾や鉄道などの大型インフ
ラ整備に貢献しています。

JFEスチールは、塔体最下部からアンテナを取り付ける頂上
部まで一貫して高強度の鋼管を納入しました。

世界的に減少傾向にあるサンゴ
礁の再生に寄与する技術として、
グローバルな展開が見込まれて
います。

インド最大の民間鉄鋼メーカー
であるJSWスチール社に資本
参加し、成長著しいインド市場に
本格進出します。

鋼材運搬用としては日本初となる電気推進
船で、従来のディーゼル船と比較して5％
の燃費向上とCO2削減を実現しています。

鉄鋼連盟加入の高炉他社
とCO2削減技術開発に取
り組む一環で、高炉ガスか
らCO2と燃料ガスを分離
吸収する技術の開発を進
めています。事業主体：東武鉄道㈱・東武タワースカイツリー㈱

研究・
製品開発

研究・
製品開発

マーケティング・
営業活動

マーケティング・
営業活動

製品

製品

製品

ドイツGMH-HD社と
技術提携契約を締結

マーケティング・
営業活動

インドのJSWスチール社と
出資契約、技術供与契約を締結

「宮崎ソーラーウェイ
都農第2発電所」工事を受注

自動車用熱延高強度鋼板
「NANOハイテン®」が先端技術
大賞「経済産業大臣賞」を受賞

JFE東日本野球部、
都市対抗野球で8強進出

「東京スカイツリー」向け高強度円形鋼管
8,300トンの納入を完了

「マリン ブロック」が
インドネシアでの
サンゴ礁再生実証試験に採用

西日本製鉄所（福山地区）
でCO2物理吸着
屋外実験設備稼動

Highlight 2010

日本初の鋼材運搬用電気推進船を就航

ベトナムのスパイラル鋼管
製造会社を買収

2010年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年2月 3月

輸送

スポーツ
支援
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