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環境保全のため、NOxやCO2など環境負荷物質
の削減と石油エネルギーの有効活用が求められる
なかで、ハイブリッドカーや電気自動車の普及が進
んでいます。JFEスチールはこうした時代のニーズを
いち早く捉え、自動車の電動化に対応する電磁鋼板
の研究開発を進めてきました。
特に、電気自動車の動力源となる駆動モーターの
素材については、これまでにエアコンや冷蔵庫の省
エネルギー化で培った技術の粋を集めるとともに、
お客様との対話を重ねることで最適な素材を開発し
てきました。

小型高出力であると同時に高い効率と信頼性が
求められる駆動モーターには、バッテリーの電力を
効率よく利用できる薄手（厚さ0.20～0.35mm）の
高級電磁鋼板が必要とされます。この電磁鋼板を品
質のバラツキが少なく、効率的に製造するために、
JFEは他社に先駆けて専用設備（連続式冷間圧延
機）を導入しており、高級電磁鋼板の製造技術は世
界最高水準にあります。

さらに、当社ではハイブリッドカーや電気自動車
の燃費向上、高出力、小型軽量化に一段と貢献する
「高効率無方向性電磁鋼板」を開発しました。
この「高効率無方向性電磁鋼板」は国内外で注目さ
れ、世界の多くの自動車メーカーに採用されています。
今後も鋼板性能の一層の向上に努め、グローバル

な事業展開を図りながら、お客様の要望に応える電
磁鋼板を提供していきます。

JFEグループは、「常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。」と
いう企業理念を実践していくために、地球規模での課題である温室効果
ガス削減に向けて、オンリーワン・ナンバーワン技術を活かした商品・サー
ビスを次 と々開発。低炭素社会の実現に貢献することをめざしています。

オンリーワン・ナンバーワン技術・商品により
温室効果ガスの排出量削減に貢献しています。

さらなる小型化、高効率化に向けて
鋼板性能を向上

ハイブリッドカーや電気自動車の
普及を見据えて

電磁鋼板の製造技術は世界最高水準

モーター用素材として、燃費向上、高出力、
小型軽量化に貢献する「高効率無方向性電磁鋼板」

ハイブリッドカー・電気自動車を通じてJFEスチール

「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略」

万トン
（2008年度 日本鉄鋼連盟加盟会社合計値）

お客様の
CO2排出量抑制

特集

車載部品への電磁鋼板適用事例
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外板 内板 エネルギー吸収部位 補強部位

2015年（予想）◎◎MPa
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980MPa
バンパー

1,470MPa

340MPa
フード

440MPa

980MPa 1,470MPa
ドアインパクトビーム

340MPa 440MPa
ドア

社会は今、自動車に対して、CO2排出量低減・燃費
向上のための軽量化と衝突安全性向上の両立を求
めています。そのため、車体の強度、安全性を担う構
造骨格部品を構成する薄鋼板には、より薄く、より強
度の高い鋼板（ハイテン）が必要とされます。
構造骨格部品はプレス加工を必要とするため、鋼
板の強度を高めると、プレス成形性が低下するとい
う課題がありました。そこでJFEスチールでは、薄さ、
強度に加えて良好な成形性を備えたハイテンの開発
を推進し、自動車業界に対する社会的要請に応える
ハイテンを商品化してきました。

高強度なハイテンを量産化するために、当社では
冷延鋼板の製造工程である連続焼鈍炉に独自開発
した世界最高の冷却速度（約1,000℃/秒)を誇る水
焼入れ方式（Ｗater-Quench：WQプロセス）を導入
しています。このWQプロセスにより極めて高強度、
高品質のハイテンを商品化しており、構造骨格部品
だけでなく、バンパー、ドアインパクトビームなどの
衝突安全部品からシートフレーム部品まで、さまざ
まな自動車部品の軽量化に貢献しています。

1997年から2006年にかけて、自動車の構造骨
格部品においては、30%以上の強度アップとなる
ハイテン化が進みました。これにより、2006年には
1997年に比較して9％の軽量化が達成され、国内で
のCO2排出量が495万トン削減されました。今後、さ
らに高強度なハイテン（1997年に対し2倍以上の強
度アップ）の適用範囲が拡大されれば、2015年には
2006年比で9％の軽量化とさらなるCO2排出削減
効果を期待することができます。

このような自動車用鋼板のハイテン化の基本技術
は、構造骨格部品以外のドア、フードなどの外板パネ
ル部品、サスペンション・アームなどのシャシー部品
などの用途にも展開され、より広く自動車の軽量化
に貢献します。
当社では、さらなるハイテンの高強度化と成形性
の向上のため、材料開発に注力するとともに、自動車
部品へのハイテンの適用を促進する成形および接合
などの利用技術を開発していきます。

1997年比で、
495万トンのCO2排出量削減を達成

軽量化による燃費向上と
衝突安全性の両立に向けて

構造骨格部品として、軽量化による燃費向上に貢献する
「自動車用ハイテン」

自動車の軽量化を通じてJFEスチール

独自の量産製造プロセスで、
成形性の安定したハイテンを実現

さらなる高強度化に向けた材料の開発と
利用技術の開発に取り組む

ハイテン使用部位と高強度化
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火力発電のエネルギー効率向上およびCO2排出
量削減のために、天然ガス複合発電を採用する企業
が増えています。
通常の石炭火力発電のエネルギー効率は44%程
度であるのに対し、天然ガス火力発電は53%程度と
高効率です。また、天然ガスの使用によって1kWhあ
たりのCO2排出量は45%以上削減されます。
この天然ガス複合発電において、熱
回収ボイラーに数多く採用されている
のが、JFEスチールの9%Cr（クロム）
鋼管です。

当社は、ボイラーの大型化や発電効率向上などの
需要に的確に応えるために、20mを超える長尺の鋼
管製造に特化したスーパーホット技術を開発しまし
た。この製造技術を駆使して、高寸法精度かつ施工
性の良い長尺の耐熱鋼管「改良型9%Cr鋼管」を提供
しており、天然ガス複合発電の発電効率向上と建設
コスト削減に貢献しています。

原子力発電の中核をなす原子炉は、不測の事態
に際しても安全性が守られるように、圧力容器や格
納容器に使用される厚鋼板には極めて堅固で高品
質な厚鋼板が要求されます。
JFEスチール

は、この圧力容
器用および格納
容器用の厚鋼
板を製造、納入
する国内トップ
メーカーです。

圧力容器に使用される厚鋼板は、板厚10cm超の
“極厚材”で、かつ1cm2あたり6トンの重さにも耐え
られる“高強度“であることが求められます。同時に、
均一で鋼板内部に欠陥のないことも必須条件となり
ます。これらのニーズに応えるため、当社はオンリー
ワン技術である「連続鋳造＋鍛造＋厚板圧延プロセ
ス」を適用し、従来製品より大幅に品質を向上させた
鋼板を開発しました。今後は海外の原子力発電所建
設への展開も視野に、さらに厚く、大きな厚鋼板を製
造する技術開発を推進し、原子炉の安全性、信頼性
の向上に貢献していきます。

長尺ボイラー管

高寸法精度と施工性向上を実現する
製造技術を確立

火力発電所の天然ガス採用に伴う
耐熱鋼管需要に応えるために

発電効率改善に貢献する「熱回収ボイラー用鋼管」
天然ガス火力発電を通じてJFEスチール

“極厚”と“高強度”を兼ね備えた厚鋼板を
実現する生産プロセスを確立

CO2排出量が少なく、より安全性、
信頼性が高い原子力発電のために

容器用鋼材として、安全、安心に貢献する
「原子力発電用厚鋼板」

原子力発電を通じてJFEスチール

「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略」特集

6,000トンプレス鍛造
工場（倉敷地区）
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北太平洋航路
（西航・冬季）

大圏航路

最少燃費航路

海気象予報センタ-

船上システム 陸上管理センター（IDC）

モニタリングレポート

保守・管理レポート

最適航路探索

モニタリング

保守・管理

海気象予報データ

海気象予報データ

海上輸送におけるCO2削減という課題を解決す
るために、風という自然エネルギーを活用する──。
この着想のもと、1980年代に10隻あまりの帆走商
船を世に出した実績をベースに、最新技術を導入し
た次世代帆走商船の開発研究を進めています。

現在開発中の帆走船は、帆力を推進力の補助とす
るタイプですが、帆が港湾内での操船性や荷役作業
に支障を来たすことがないよう、帆のコンパクト化と
収納性向上を課題として取り組んでいます。

同船は、運航支援システム「Sea-Navi®」と組み合
わせて風を有効利用できる航路を選択することによ
り、省エネルギー効果として従来比20％規模のCO2
削減率をめざしています。

今後、実機に搭載する帆のスケールモデルを製作
して確認試験を行い、さらに実船を用いた搭載試験
を経て実用化をめざしていく計画です。この技術を
極めていくことにより、将来的に、CO2排出がないゼ
ロエミッション船の実現をめざします。

船舶の省エネルギー化は、従来はハード（船体や
機関など）の改良が主流でしたが、ユニバーサル造
船ではソフト（運航）による改善にも注目し、運航最
適化によって省エネルギー化を図る運航支援システ
ム「Sea-Navi®」を開発しています。現在、国内の船会
社2社の協力のもとで実証試験を実施中です。

「Sea-Navi®」は、造船会社が所有する高度なシ
ミュレーション技術をベースとしており、探索された
推奨航路の省エネ効果と安全性は高い信頼性を有
しています。また、船上のノートPCで航海士自身が
航路探索ができる利便性も特長です。

気象・海象が穏やかな夏季と荒れた冬季などで効
果に差はありますが、北太平洋航路の船舶の場合、
同システムの利用により年平均で５%程度の燃料削
減効果（CO2削減効果）が試算されています。

自然エネルギーである“風”の
有効利用に着目

CO2排出量を削減する船舶のエコシップ化
エコシップを通じてユニバーサル造船

自然エネルギーを利用した
次世代帆走商船の研究

帆のコンパクト化と収納性向上に挑戦

運航支援システムと組み合わせて、
CO2排出量の大幅削減が可能に

実用化への試験を経て、
ゼロエミッション船の実現をめざす

運航最適化による
船舶の省エネルギー化をめざして

運航の最適化によって
燃料消費量を削減する「Sea-Navi®」

造船会社ならではの
高度なシミュレーション技術をもとに設計

年平均5%程度の燃料削減効果を試算
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CO2排出量の低減に向け、世界的に石油から天然
ガスへの燃料転換が進んでいます。国内でも政府の
定めたCO2排出量25%削減方針を受け、LNG（液化
天然ガス）を貯蔵・供給するための基地やパイプライ
ンの新たな建設が見込まれています。
JFEエンジニアリングは、ガス田に立地するガス処

理プラントをはじめ、LNG基地※、パイプラインなど、
天然ガス供給にかかわるすべての分野で最先端の
商品・サービスを提供しています。

LNG輸入量の増大に対応して、国内ではLNG基
地の建設が進み、2010年3月現在、全国で28カ所の
LNG基地が稼動しています。 
また、新たに建設・計画中の基地建設プロジェクト

も数多くあり、LNG基地の建設および増強工事は今
後､さらに増加していくことが予想されます。
当社は、1984年に東扇島火力発電所（川崎市）の
LNG基地を建設して以来、国内16カ所のLNG基地

建設に深くかかわってきました。その実績と高い技術
力は現在建設中のプロジェクトにも活かされており、
予備調査から環境アセスメント、設計、調達、現地工
事および試運転までの総合エンジニアリング業務を
遂行しています。

LNGの受け入れ増加に伴い、その供給インフラと
なるパイプライン網の整備も急がれています。当社
は、天然ガスを長距離・大量・安全に輸送する高圧ガ
スパイプライン建設のパイオニアであり、都市ガス・
産業用・火力発電所用を含め国内パイプラインの6
割強に及ぶ建設実績を有しています。今後も、この分
野のリーディングカンパニーとして、天然ガスの普
及拡大を最先端技術で支えていきます。

CO2排出量の低減に向けたソリューションの一つ
として、当社では工場や港湾施設などを対象に、天
然ガスへの燃料転換に応えるコージェネレーション
システムを提供しています。天然ガスによってエンジ
ンを駆動させる同システムは、発電効率の良さに加
えて廃熱も利用でき、火力発電に比べ2倍となるエネ
ルギー効率80%を実現します。

エネルギー効率80％を誇る
コージェネレーションシステム

天然ガスのトータルサプライチェーンをつくる

CO2排出量を削減する
天然ガス転換をトータルにサポート

天然ガス転換を通じてJFEエンジニアリング

LNG基地

※ LNG（液化天然ガス）を受け入れ、貯蔵するとともに、都市ガス、発電用の燃
料、および産業用の各種燃料・原料として供給を行う施設。

国内LNG基地建設の需要に応えて

天然ガス海底パイプライン

整備が進む天然ガスパイプライン網

「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略」特集
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松川地熱発電所
（東北水力地熱）

葛根田地熱発電所
（東北電力）

八丈島地熱発電所
（東京電力）

上の岱地熱発電所（東北電力）

大岳発電所
（九州電力）

滝上発電所（九州電力）

山川発電所
（九州電力）

森発電所（北海道電力）

鬼首地熱発電所
（電源開発）

当社の施工実績（9カ所）地熱発電所（18カ所）

焼却炉のトップメーカーとして培った経験と技術
を結集し、処理トン数別に最適設計を実現した最新
型プラント「ハイパーZストーカ炉」を開発しました。
これは、高温空気燃焼技術と廃ガス再循環技術を世
界で初めてごみ焼却炉に適用したオンリーワン商品
で、少ない燃焼
空気量でも燃焼
を安定化させる
ことにより、ごみ
焼却に伴う発電
の効率を17%向
上させています。

廃棄物の埋立処分に対する規制が段階的に強化さ
れている欧州では、廃棄物発電への注目が高まってい
ます。JFEエンジニアリングは、高炉技術の応用により、
ごみを溶融して発電するガス化溶融プラントを自社開
発し、環境先進地域である欧州で営業活動を展開して
います。現在は、イ
タリア・ローマ最
大規模の廃棄物処
理事業を営むSCA
グループから受注
したプラント建設
を進めています。

わが国は世界第三位の地熱資源を保有しているに
もかかわらず、利用率はわずか3%にも及びません。一
方で、環境負荷が低く、長期安定的に得られる国産エ
ネルギーである地熱への期待は高まっています。JFE
エンジニアリングは、1966年に稼動したわが国初の
商用地熱発電所で配管システムの設計・施工を担当
して以来、国内18カ所の地熱発電所の半数で施工に
かかわり、地熱蒸気生産設備の技術革新をリードして
きました。また、その豊富な経験と技術をもとに地中
熱を利用した空調システムの開発も進めています。

2009年度より、公共・民間の産業用施設を対象
に、太陽光発電エンジニアリング事業に進出しまし
た。当社が得意とする水処理プラントや都市ごみ焼
却施設、工場や大規模商業施設などに向け、計画・設
計から施工まで一貫して太陽光発電システムの構築
をサポートしています。

地熱発電所の実績

最先端技術を結集したハイパーZストーカ炉

エネルギープラントに変わるごみ処理プラント
廃棄物エネルギーの利用を通じてJFEエンジニアリング

欧州で注目されるガス化溶融プラント

ハイパーZストーカ炉 イタリアのガス化溶融プラント

「地熱発電所」から「地中熱の利用」まで

大地や太陽からエネルギーを生み出す地熱・太陽光発電
再生可能エネルギーを通じてJFEエンジニアリング

得意分野を活かした太陽光発電事業

地熱発電所
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