
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。

カスタマーズ・ソリューション・ラボ
（千葉地区）

鋼構造材料ソリューションセンター（京浜地区）

お客様と一体となった製品開発を推進

鉄鋼事業の概況と特徴

「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。

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。

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。

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。

大型高炉を中心とした2つの大規模製鉄所

代表取締役社長（CEO）

林田 英治

TODAY 2012

知多製造所

知多製造所

西日本製鉄所

東日本製鉄所

福山地区

倉敷地区

千葉地区

京浜地区
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調達

石炭 コークス炉

高炉 銑鉄 転炉

鋼片 鋼材 出荷

ビレット

熱間圧延機

厚板圧延機

継目無鋼管製造設備

線材圧延機

ブルーム

スラブ

加熱炉

いろいろな圧延設備

連続鋳造設備

焼結設備鉄鉱石
石灰石

鋼

米国
● CSI
● AK Steel

コロンビア
● HOLASA

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

台湾
● 統一実業

ベトナム
● J-Spiral Steel Pipe
● SUNSCO

インドネシア
● 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

インド
● JSW Steel

パキスタン
● International Steels

タイ
● TCS
● TCR
● TTP

ドイツ
● ThyssenKrupp Steel Europe
● Georgsmarienhuette
● Rasselstein

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

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、原料炭について2009年12月に豪州

Qコール社バイヤウェン炭鉱の権益を取得しました。鉄

鉱石についても2008年にブラジル・ナミザ社の権益を取

得し、2011年6月には出資比率を引き上げました。これ

ら資源権益の取得により、自社権益比率は鉄鉱石18%、

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目指し

ています。また、2011年11月にパイロットプラントが稼

動した革新的高炉原料「フェロコークス」をはじめ、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

用拡大に積極的に取り組んでいきます。

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。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、溶融亜鉛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。加えて、ベトナムでは、高炉一貫製鉄所プロ

ジェクトの事業性検証を行なうことを決定しました。

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。

原料の自社権益比率の向上と
新技術の開発 伸びゆく世界市場へ着実にアクセス

主要なアライアンス先とグローバル鋼材を販売

JFEスチールの生産プロセス

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）
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パキスタンの冷延鋼板・
表面処理鋼板製造会社に出資
鋼板製造会社のインターナショナル・スチールズ・リミ
テッド社に出資しました。冷延鋼板の原板となる熱延鋼
板の安定供給とともに、高級冷延鋼板の製造のための技
術支援を行なっています。

建設用鋼材等についてホーチミン市工科大学と技術提携
ベトナム国家大学ホーチミン市工科大学と建設用鋼材等に関する覚書
を締結しました。同大学と連携しながら、安全・安心で健全な鋼構造物
の普及を進め、ベトナムの社会資本整備に寄与していきます。

革新的な高炉原料「フェロコークス」製造のパイロットプラントが稼動
CO2発生量を大幅に削減する高炉原料「フェロコークス」の製造プロセス技術開発の一環として、東日本製鉄所（京浜地
区）に建設したパイロットプラントが稼動しました。

西日本製鉄所（福山地区）UOE鋼管製造設備を増設
UOE鋼管（溶接管）の高級化戦略の一環として、西日本製鉄所（福山地区）に高強度厚肉鋼管製造設備を増設しました。
これにより、高級UOE鋼管の販売量を従来の約3倍に拡大することを目指しています。

宮古島で「マリンブロック」上の
サンゴの初産卵を確認
鉄鋼スラグを固化して製造する「マリンブロック」は、藻場・サ
ンゴ礁造成用ブロックで、国内外で数々の設置実績がありま
す。このたび、「マリンブロック」上でのサンゴの初産卵を確認
しました。

ブラジルの鉄鉱石生産会社の株式を追加取得
2008年に権益を取得したブラジル・ナミザ社の株式を追
加取得し、出資比率を引き上げました。鉄鋼原料の長期
安定確保のため、今後も鉱山権益の取得を通じて自社原
料比率を高めていきます。

「超低スパッタ正極性炭酸ガスアーク溶接技
術（J-STAR）」が大河内記念技術賞を受賞
当社が世界で初めて実現した「超低スパッタ正極性
炭酸ガスアーク溶接技術（J-STAR）」が、第58回
（2011年度）大河内記念技術賞を受賞しました。この
賞は、生産工学・生産技術分野の卓越した業績を顕
彰するもので、当社は3年連続の受賞となりました。

Highlights 2011

2011年4月 5月 6月 8月 9月 10月

◦�パキスタンの冷延鋼
板・表面処理鋼板製
造会社に出資
◦�「ナノ表面制御によ
る自動車用高機能鋼
板の開発育成」で文
部科学大臣表彰�科学
技術賞を受賞

◦�西日本製鉄所（福山
地区）でまつりを開催
◦�西日本製鉄所（福山
地区）第3高炉を拡大
改修し再稼動
◦�中国の広州JFE鋼板
にて冷延鋼板製造設
備が稼動
◦�グループ電炉4社の
経営統合（2012年4
月）を決定

◦�第17回J1活動JFEス
チールファミリー大
会開催
◦�ブラジルの鉄鉱石生
産会社の株式を追加
取得

◦�東日本製鉄所（千葉
地区・京浜地区）と西
日本製鉄所（倉敷地
区・福山地区）で「夏
休み工場見学会」を
開催

◦�宮古島で「マリンブ
ロック」上のサンゴの
初産卵を確認
◦�鉄鋼スラグ研究につ
いて広島大学と包括
的研究協力協定を
締結
◦�建設用鋼材等につい
てホーチミン市工科
大学と技術提携

◦�全社防災訓練を実施
◦�東日本製鉄所（千葉地
区、京浜地区）でまつ
りを開催

11月 12月 2012年1月 2月 3月

◦�第18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
◦�革新的な高炉原料「フェロ
コークス」製造のパイロット
プラントが稼動

◦�CO2排出削減技術「Super-
SINTER」が岩谷直治記念賞
を受賞
◦�西日本製鉄所（福山地区）
UOE鋼管製造設備を増設
◦�東日本製鉄所（千葉地区）と
西日本製鉄所（倉敷地区・
福山地区）で「冬休み工場
見学会」を開催
◦�知多製造所で「ジュニア
サッカー�クリスマスカップ」
を開催

◦�JFEスチール競走部がニュー
イヤー駅伝で力走

◦�「ナノ表面制御による自動
車用高機能鋼板（JAZ）の開
発」でものづくり日本大賞　
経済産業大臣賞を受賞
◦�インド・JSWスチール社へ
の出資比率を引き上げ、持
分法適用会社化
◦�「超低スパッタ正極性炭酸
ガ ス ア ー ク 溶 接 技 術
（J-STAR）」が大河内記念技
術賞を受賞

◦�「鋼構造物の環境負荷低減
に貢献するLP鋼板製造技
術の開発」で市村産業賞貢
献賞を受賞
◦�ベトナムでの製鉄所建設
に関する事業化調査の実
施を決定
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