
［特集2］ の技術力・商品開発力

熱延コイルを連続的に成形・溶接した
電縫鋼管の溶接部品質を母材部と遜
色なくしたのが「マイティーシーム®」
です。研究所と製鉄所が一丸となり、
世界最高の製造技術・品質評価技術
を開発し、商品化を成し遂げました。
これからもお客様に愛され、社会に
貢献できる商品開発に取り組んで行
きたいと思います。

“Gシリーズ”は、営業、設計、研究所
の3者が一体となり、2年という短期間
にGHG削減25%を達成する船型を開
発することができました。非常に有効
なイノベーションモデルを創出するこ
とができ、今後の開発でも大きな成
果を残せるものと考えます。

今 回 の 連 続 受 注 は、「ハイパー Zシ
リーズ」の他社を凌駕する商品競争力
に加え、顧客ニーズを徹底分析した
技術提案が結実したものです。この
結果、当社は、2011年度に発注され
た全国の都市環境プラントの総処理量

（t/日）の約50%の受注を達成し、過去
最高の市場シェアとなりました。今後
もトップシェアを維持すべく、顧客
ニーズに応える技術の向上を継続的
に推進していきます。

JFEスチールは、ノルウェーの石油会社であるスタットオイ

ル社向けに、電縫鋼管「マイティーシーム®」3,500トンを受注

しました。本製品は北海、ノルウェー海のStjerne（ストジャ

ネ）フィールド、Hyme（ヒーム）フィールドで使用され、パイ

プラインの敷設にはリール工法が採用される予定です。

リール工法は、中規模のパイプライン敷設に適した敷設方

法ですが、鋼管に厳しい特性と高い品質が要求されるため、

従来は主に継目無鋼管や熱処理電縫鋼管しか対応できません

でした。当社の「マイティーシーム®」は、厳しい条件下で安定

した溶接部の品質と、強度、寸法精度などへの高い信頼性が

評価され、今回の受注に至りました。今後、ますます採用が増

えていくことが期待されます。

ユニバーサル造船は、 温室効果ガス（GHG）排出

25% 削減を実現した次世代大型バルクキャリア“Gシ

リーズ ”を開発し、2011 年 12月に初受注しました。

同船は載貨重量 209,000トンで、全長は 300mとなり

ます。主な特徴はハイブリッド過給機発電システムを含

む排熱回収技術、波の抵抗を軽減するLEADGE-Bow

（レッジ・バウ）、省エネデバイスの SSD・Surfbulb、海

のカーナビであるSea-Navi 等です。

この “Gシリーズ ” は、タンカーおよび他船型にも展開

しています。また、「2020 年度までにGHG50% 削減」と

いう更なる目標の達成に向け、今後とも研究・開発を

続けていきます。

JFEエンジニアリングは、2011年度、福岡、豊中伊丹

（大阪府）、高岡（富山県）、熊本の 4 地域において大型

都市環境プラントを連続受注しました。これらの施設は

都市廃棄物をエネルギーに変換する社会的に重要なプ

ラントです。国内トップクラスの発電効率と大幅な CO2

削減を実現した自社開発の高性能プラント「ハイパーZ

シリーズ」の最高水準の技術と優れた経済性が、お客

様から高い評価をいただき受注に繋がっています。

パイプを陸上で事前に溶接し、特殊な敷設船に巻き付ける工法。船上で
パイプを溶接しながら敷設する従来工法に比べ、低コストとされる。

温室効果ガス（GHG）排出25%削減を実現した
次世代大型バルクキャリア“Gシリーズ”

積極的な緑化で地域に親しまれる施設として建設される
都市環境プラント（熊本）

オンリーワン・ナンバーワンの
技術・製品を通じた
新たな価値を提供
JFEグループは、世界最高の技術をもって社会に貢献することを企業理念として、多種多様な製品
を送り出しています。社会や暮らしの発展に役立てる「JFEグループの最先端技術の結晶」を担当
スタッフの声を交えご紹介します。
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ラインパイプ用電縫鋼管「マイティーシーム®」3,500トンを受注 
非熱処理電縫鋼管として世界で初めてリール工法に採用

次世代大型バルクキャリア“Gシリーズ”を受注 
温室効果ガス（GHG）排出25%削減を達成

全国で都市環境プラントを連続受注   
高性能プラント「ハイパー Zシリーズ」の最先端技術と優れた経済性が高評価を獲得

開 発 ス タ ッ フ の 声

開 発 ス タ ッ フ の 声

技 術 ス タ ッ フ の 声
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船の進行方向パイプの敷設方向

JFE スチール
東日本製鉄所（京浜地区）
溶接管部 溶接管工場

鈴木 雅仁
ユニバーサル造船
技術研究所 流体研究室

増田 聖始

JFE エンジニアリング
都市環境本部 
環境プラント事業部
技術部 第二技術室

杉山 俊行

リール工法

使用環境の厳しい北海でのリール工法に採用

200km
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「スマートグラウト™」は、鉄鉱石から鋼を作る工程で生じる副産物「スラグ」を活
用し建物を守る技術です。液状化現象で発生した、建物の基礎床と地面の間の空
洞部に充填することで、建物の劣化を防ぎます。 東日本大震災では、東北の沿岸部を

中心に15メートルを超える巨大津波
が襲来し、甚大な被害をもたらしま
した。「ハイブリッドケーソン防波堤」
は、鋼材とコンクリートの合成による
粘り強い防波堤です。大津波の高さ
と莫大なエネルギーをしっかりガー
ドします。

安全・安心な街づくりに
貢献するJFEの技術・製品

東日本大震災により、甚大な被害を受けられた被災者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
安全・安心な街づくりをサポートする多種多様なJFEの技術・製品。
皆様の安全と一日も早い復興のために全力で支援しています。

液状化から建物劣化を防ぐ 
スラグによる地中空洞化対策「スマートグラウト™」

復興へグループをあげて取り組む  
「震災廃棄物処理」

JFE
スチール

JFE
スチール

JFE
エンジニア
リング

桟橋上部工の老朽化
更新や前面水深の増
深、耐震性能の向上
などを経済的、かつ
短納期で行なうこと
ができます。

ジャケット工法による
桟橋更新・補強

新しい街づくりを支える鋼管杭

人工地盤の上に建屋を
設置し、既存の地盤面
は漁港などのスペース
として利用します。

人工地盤による
津波対策

ネジール®を使用することで溶接より
も短時間にかつ容易に、杭を接合す
ることができ
ます。

地すべり抑止杭
制振ダンパーが地震エネル
ギーを効果的に吸収すること
で、柱や梁の損傷を抑えること
ができ、大地震に対する安全
性が飛躍的に向上します。

制振ダンパー

直管と波形管を組み合わせる
ことで、想定される断層のずれ
に対応した耐震管路が構築で
きます。

継手ポケット部に止水材を設
置することで、高い遮水性・耐
久性を実現。経済性・施工性に
も優れています。

水道用断層鋼管

Jポケットパイル®

緊急時にすばやく安全な場所
まで避難できるよう、避難路を
設置した高架橋です。

避難路付高架橋

避難路付高架橋

減波浪ジャケット

水道用断層鋼管
ゴム板付継手鋼管矢板

人工地盤

テールアルメ

落石、土石流対策製品

交通安全施設製品

山留鋼材・覆工板

地すべり抑止杭

制振ダンパー

スマートグラウト™

ラグーンマット™
飲料水兼用耐震性貯水槽

鋼材による岸壁・護岸補強

スラグコンパクションパイル

“超”急速施工 津波防止壁RI-Bridge工法®

Jポケットパイル®

災害対応用エンジン発電設備

メタルロード®

フレームキット®

高強度鋼材
軽量鋼矢板

津波バリアー

スラグ製品

防潮盛土道路

側方流動化対策

防波堤の補強

高台移転

高台移転

照明柱

金属屋根

ジャケット工法

ハイブリッドケーソン防波堤 巨大津波から守る  
「ハイブリッドケーソン防波堤」

長年培ってきた都市環境分野
での技術を活かし、あらゆる
廃棄物処理に対応が可能で
す。被災地でグループをあげ
て廃棄物処理に取り組んでい
ます。仙台市では、震災から
約 5ヵ月で仮設焼却炉を完成
させ、先陣をきって震災廃棄
物の処理を開始しました。

JFE
エンジニア
リング

JFE
エンジニア
リング

JFE
スチール

JFE
シビル

ネジール®

避難路

JFE
エンジニア
リング

JFE
エンジニア
リング

JFE
エンジニア
リング

「つばさ杭™」
鋼管杭の先端に取り付けた翼の効果で
低騒音・低振動を実現し、大きな先端支
持力・引き抜き抵抗力を持ちます。

機械式継手「ハイメカネジ」「カシーン®」
溶接よりも施工が容易で作業時間も大
幅に短縮できます。

JFE
スチール

圧送
注入管

注入孔

地下水位

基礎床コンクリート

スマートグラウトTM

空洞により地盤反
力が小さくなり杭
への負担が増大

フーチング（合成版）
外壁（合成版）

隔壁（補剛鋼板・トラス）

スタッド
鉄筋

底板
（合成版）
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