
特集

～ JFEグループの取り組み ～

復興・国土強靭化“ニッポン”特集1

本特集では、長期にわたるデフレからの脱却、東日本大震災からの復興、2020年の東京オリンピック開催など、

再生・発展への道を力強く歩き始めた日本に果たすJFEグループの取り組みを、

『復興・国土強靭化』、『環境・エネルギー』、『技術・技能伝承』の３つの視点で紹介します。

ニッポン再生
への貢献

港湾岸壁の整備・補強：JFEスチールとJFEエンジニアリングのコラボレーション

優れた耐震性を誇る「アーク矢板ジャケット」で日本の港湾を守る
　ジャケット桟橋を用いた港湾荷役岸壁は従来、埋立部

には土留め矢板と控え杭を、海中部にはジャケット本体

をそれぞれ分離した構造で設置していました。JFEエン

ジニアリングでは、耐震性をさらに高めることを目的

に、ジャケット本体と円弧（アーク）状の土留め矢板を

一体化させた新技術「アーク矢板ジャケット工法※1」を

開発。この工法の開発に際して、JFEスチール※2は土留

め矢板に関する耐震性の技術検討を担当、JFEエンジ

ニアリングはジャケットと土留め矢板が接する一体化

部分の技術検討を担当しました。

　「アーク矢板ジャケット工法」の特長は、土留め矢板

の鋼重を大幅に低減し、且つ控え杭を不要にする点で、

全体工事費を20％削減し、全体工期も10％程度の短縮

が可能です。このような高い技術と優れた経済性・短工期

の特長が、国土交通省東北地方整備局から評価され、仙

台塩釜港（宮城県）で採用されました。

　今後もアーク矢板ジャケットの設置を通じて、震災

復興をはじめ国際戦略港湾などに向けて貢献していき

ます。
※1  同技術は、国土交通省の新技術情報提供シ

ステム「NETIS」に登録されています。
※2  共同研究開発には、独立行政法人「港湾

空港技術研究所」も加わっています。

従来のジャケット アーク矢板ジャケット
桟橋部と埋立部が分離 桟橋部と埋立部が一体化

「がんばＬ（る）工法®」で日本の既設矢板岸壁を磐石にしたい

　老朽化が進む日本の既設矢板岸壁は、補強や耐震強化

を必要としています。従来の補強工法は一般的に、埋立

部の地盤改良を行うと同時に、海中部の地盤を高強度に

改良する工法でしたが、コスト高や工期の長さを問題点

としていました。

　こうした状況を改善するべく、JFEエンジニアリング

とJFEスチールでは、補強技術「がんばＬ（る）工法®」を

開発、特許※を取得しました。本工法は、既設矢板岸壁の

位置（岸壁法線）を変えずに、海中部にL形補強構造物（L

型ブロックと鋼管杭）を設置し、既設矢板岸壁を補強する

ものです。鋼殻とコンクリートとを合成したL形ブロック

は、予め工場で製作（プレファブ化）したもので、現地

作業が少なく、従来工法と比較して工期を半減させるこ

とが可能です。さらに、高コストの地盤改良が不要であ

ることから、全体工事費は従来工法の70％程度に抑える

ことが可能となり、従来工法の問題点が解決されます。

　今後は、「がんばＬ（る）工法®」の設置を通じて、拡大する

既設矢板岸壁の補強・耐震強化ニーズに応えていきます。
※ 共同開発および特許取得にあたっては、東亜建設工業（株）も加わってい
ます。
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環境・エネルギー先進国“ニッポン”特集2

「HIPER®」開発の功績が高く評価され、国内外で数々の受賞！

　耐震ラインパイプ「HIPER®」はお客様に性能が認めら

れ、世界中に適用が広がっていますが、JFEスチールも

当商品開発の功績が国内外で高く評価され、これまで

数々の表彰を受けています。

　2013年11月には、米国の技術情報誌である「R&D 

Magazine」が主催する「2013 R&D 100 Awards」に

選出されました。同賞は、毎年その前年に販売された

商品の中から最も技術的に優れた100の製品を表彰する

もので、「技術革新のアカデミー賞」とも言われています。

　また、2014年3

月にも公益財団法人 

大河内記念会より、

「 第60回 大 河 内

記念技術賞」を受

賞しています。

耐震ラインパイプ「HIPER®」パイプラインの敷設（カナダ西部）

「2013 R&D 100 Awards」受賞発表会
（米国フロリダ州）

磐石なエネルギーインフラを約束する耐震ラインパイプ「HIPER®」
　JFEスチールが開発した耐震ラインパイプ「HIPER®」※1

は、地盤変動による変形を受けても座屈しにくい高い

変形性能を有した鋼管で、世界で初めて実用化された

商品です。最先端の材質設計技術と、西日本製鉄所（福

山地区）厚板工場のオンライン加熱設備「HOP®」※2を用

いた当社独自の製造プロセスを融合して開発し、さら

に、2011年に稼動した同工場の新加速冷却装置

「Super-OLAC®-A」を適用して材質均一性を高めた商

品を量産化しました。

　「HIPER®」は特に過酷な環境で力を発揮し、地震地帯

や土壌の凍結による隆起や融解による沈降の激しい不連

続凍土地帯などに用いられます。現在では、これら地盤

変動の激しい地帯を通る世界各地のパイプラインに採用

され、エネルギーの安全輸送に大きく貢献しています。

　当社は今後とも、お客様のニーズにお応えできる

最先端の技術革新、商品開発に注力し、高機能・高品質な

鋼材商品の提供を通じて、世界の資源・エネルギー開発

に貢献してまいります。
※1 HIPER® ： Higher Performance for Earthquake Related Ground
 Movements の略。
※2 HOP® ： Heat-treatment　On-line　Process の略。
 厚鋼板を誘導加熱によりオンラインで熱処理する設備。JFE
 スチールのオンリーワン先端技術。

東北の“命の道”を末永く支える補強土壁「テールアルメ工法」
　東日本大震災後に“命の道”

と名付けられた道路「釜石

山田道路※」は、もともとは、

釜石市と山田町を結ぶ国道

45号線の渋滞緩和のために

整備された道路です。震災前

は、この道路を「いらないの

では？」という人も中にはい

ましたが今では誰もが“必要な道路”と思っています。

その理由は、震災直後の釜石山田道路が、地元子供達の

避難経路となり、また孤立状態の住民と避難所を繋ぐ

貴重なライフライン（命の道）として、その役割を果た

してきたからです。

　JFE商事グループでは、この“命の道”をはじめ、

高い安全性と耐震性を誇る「テールアルメ工法」で

被災地の復興に貢献していきます。
※ 釜石山田道路は、三陸沿岸道路（復興道路）全359kmの内の一部23kmです。
概要：最高壁高19.48m、全長318.13m、壁面積4,331.9㎡。
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最先端の熱加工制御技術を駆使した建築構造用高性能鋼材「HBL®440」で
都市開発のスピードを加速
　現在、大都市圏を中心に再開発が進められ、超高層

オフィスビルやマンションといった多くの高層建築物

が建設されています。高層建築物の建設には、高強度鋼

材を用いた柱材が必要とされますが、従来から広く使

用されている建築構造用高性能590N/mm2級鋼材

「SA440」は、高強度と靭性を両立させるためにオフラ

インでの複数回の熱処理工程が必要となり、結果、発注

から長期間の納期を必要としました。

　こうした状況の打開に向けJFEスチールでは、最先端

の熱加工制御技術を駆使した、建築構造用高性能

590N/mm2級鋼材「HBL®440」を2012年5月に開発。

2013年8月には板厚100ｍｍまで製造可能範囲を

拡大しました。

　今回JFEスチールが開発したこの鋼材は、同社ナンバー

ワン先端技術の一つオンライン加速冷却装置

「Super-OLAC®※」を活用することで、オフライン熱処

理工程を省略することが可能となりました。この結果、

従来の鋼材に比べて約1カ月間の納期短縮を実現し、

高層建築物の工期短縮に大きく貢献します。

　今後もお客様のご要望に幅広くお応えすべく、付加

価値の高い建築建材商品の開発に努めてまいります。
※OLAC ： On-Line Accelerated Coolingの略。
 高冷却速度、高精度冷却機能を有するオンライン加速冷却設備。
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“ニッポン”を支える技術・技能伝承
バイオマス・エネルギー

特集3

国産バイオ燃料の本格的導入や林地残材の活用によるバイオマスタウン構築などを掲げる「バイオマス・

ニッポン総合戦略」が推進され、化石燃料に代わるエネルギー源として期待されています。「バイオマス・ニッ

ポン」実現に向け、ＪＦＥグループでも様々な形で一役買っています。

今後ニーズが活発化する中、JFEエンジニアリングのプラント技術とJFE商事の燃料供給とのコラボレーション

で事業化提案を推進し、バイオマス発電の普及に貢献してまいります。

次のＪＦＥ世代へ「鉄づくりの技術」を伝承するテクニカルエキスパート
　現在、日本の多くの製造現場において、団塊世代の大量

退職による世代交代が進んでおり、若手社員への技能伝承

が課題となっています。当社においても鉄の製造現場を

支える熟練社員の定年退職が本格化しており、既にJFE

スチール発足以降に入社した社員の割合が約40％にま

で達しています。今後更に世代交代が進むことから、

「鉄づくりの技術」の若手社員への伝承が急ぎ求められ

ています。

　JFEスチールではこれまでも、独自に開発した「人材育

成システム」を用いて社員ごとの技能レベルを可視化し、

各社員の能力・弱点に応じた教育を行うなど、若手・中堅

社員への技能伝承の取り組みを積極的に進めてきました。

　その一方で、トラブル時の対応など低頻度作業の

技能・ノウハウ習得については、従来の教育のみでは

レベルアップが難しく、技能伝承を進める上での課題

となっていました。

　こうした状況の改善に向け、JFEスチールでは、2013

年10月より東西製鉄所・知多製造所の職場ごとに、

人材育成の専任者「テクニカルエキスパート」を配置す

る新しい取り組みを開始しました。鉄づくりの知識や

ノウハウを豊富に持つベテラン社員や再雇用したOBを

製造ラインごとに教育専任者として配置し、トラブル対

処時の訓練や教育資料の作成などを進める取り組み

です。現在100名のテクニカルエキスパートを配置し

ており、今後更に必要な職場へ拡大していく予定です。

　従来の定常作業を中心とした技能教育に加えて、今回

の取り組みを全社に展開していくことにより、ベテ

ラン社員が持つ「鉄づくりの技術」を確実に「次のJFE

世代」に伝承していきます。

一流のモノづくり技術者を養成する
溶接道場「Win&WeDGE」

溶接訓練ブースでの訓練 タイの自動車鋼板専用の鋼材加工センター
SASC でも現場ノウハウを伝承中

　JFEエンジニアリング鶴見製作所 重工工場では、技

能継承のスピードアップおよび高度熟練技術者と若手

のコミュニケーションの場の提供を目的とし、2013年

3月に溶接技能修練道場「Win&WeDGE※」を開所。若

手技術者が日々訓練を積み重ねています。

　今後もニッポンを支える一流のモノづくり技術者養

成に向け、邁進していきます。
※Welding innovation & Welder’s Dojo for Global Equipment

蓄積された日本のノウハウを世界規模で伝承
　JFE商事は、世界各地に16カ所の鋼材加工センター

を展開しています。各鋼材加工センターが所在する

現地で社員を雇用していますが、入社時には鉄鋼製品

を見るのが初めてという方もいます。そのような状況

下、現場で必要とされるノウハウを教え込むのがJFE商

事グループ国内外の鋼材加工センターより派遣される

日本人技術者達。各加工拠点の立上げ段階より常駐し、

各国で現場オペレーションは勿論のこと、安全・品質

管理に至るまでの伝承に国境を越えて努めています。

バイオマス発電燃料の供給体制を強化
　バイオマス発電の事業化において、「燃料をいかに確保

するか」が発電事業者にとって重要な要素です。油ヤシ

に実る果実から採ったPKSは、主に東南アジアなど

から輸入されており、燃料として期待されています。こ

うした中、JFE商事では、マレーシアで進めてきたPKS

の日本への供給体制を強化し、バイオマス発電の普及

に貢献しています。日本国内では、FIT導入後、発電事

業化が相次いでおり、2016年以降、PKSの年間需要は

約100万トンに上る見込みです。

　鉄鋼製品を運んだ船の復路便を利用し、主に日本の

お客様に向けて出荷、2017年には現在の2万トンから

20万トンへと出荷量を増加させる予定です。異物の

少ないパーム油工場との直接契約による調達、そして

日本に近く混雑の少ないラハダツ港の利用といった強み

を活かし、バイオマス発電燃料の安定供給を図ります。

バイオマス発電プラントを相次いで受注
　2012年7月の再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）

の導入によって、「太陽光」、「地熱」、「風力」などの発電事業

化が進められる中、JFEエンジニアリングは全国各地でこれ

らの発電プラントを手掛けています。その一つであるバイオ

マス発電は、「循環流動層ボイラ（CFB）」を使用したプラン

トで、国産の木質チップや東南アジアから輸入されるパーム

ヤシ殻（PKS）などを燃料としています。

　JFEエンジニアリングは、バイオマス発電プラントの設

計・建設を相次いで受注しており、2013年8月には、昭和

シェル石油（株）から受

注しました。神奈川県川

崎市に建設されるこの

プラントは、国内最大級

となる49MWの発電

規模です。

燃焼ガス循環流動層
ボイラ（CFB）

燃焼ガス

燃焼ガス

1

2

3

　  流動層燃焼室
投入された燃料は燃焼
室底部からの燃焼用空
気で流動化され燃焼

1

　  水冷壁
ボイラ周囲にメンブレ
ン式の水冷壁を採用し
熱損失を低減

2

　  過熱器
燃焼ガスと蒸気条件に
応じ最適な構造を選定

3 　  炉内ウィングパネル
燃焼室内に高耐久性のウィングパ
ネル（蒸発器または過熱器）を設置

4

4
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