
　JFEスチールは、継続的に地球温暖化対策
に取り組んでいます。
　2009年度は、京都議定書・第一約束期間※1

の2年目にあたるとともに、12月に気候変動枠
組条約第15回締約国会議（COP15）がコペン
ハーゲンで開催されました。国内では、地球温
暖化対策基本法案が2010年度に入り、国会で
審議されるなど、重要な動きもありました。当社
は、これらの社会からの要請に対応しつつ、「常
に世界最高の技術をもって社会に貢献します」
とのグループ企業理念に基づいて、低炭素社会
の実現に向けて真摯に取り組んでまいります。
　具体的な取り組みは次の通りです。
●日本鉄鋼連盟の自主行動計画※2の確実な遵守
●省エネルギー・CO2削減のための最新プロセ
スの最大限導入

●社会のCO2削減に貢献する高機能鋼材のさ
らなる開発・普及

●将来を見据えた「フェロコークス」などの革新
的な技術開発
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※1 京都議定書・第一約束期間
2008年度から2012年度までの間に、先進国の温室効果ガス排出
量を1990年比5％削減することをめざしている。

※2 自主行動計画
2008年度～2012年度の平均で、エネルギー消費量を1990年度
比10％削減（粗鋼生産1億トンを前提）することが目標。追加的取
り組みとして、集荷システムの確立を前提に廃プラスチック100万
トンをリサイクルすることもめざしている。

※3 PJ
ペタジュール（1015ジュール）。1PJは原油換算で2.58万kℓ。

　第2次中期経営計画期間中（2006年度から
2008年度）は、日本鉄鋼連盟の自主行動計画
の達成に向けて約1,000億円のCO2排出量削
減・省エネルギー投資を実施し、着実な成果を
挙げました。2009年度も継続して投資を行っ
ています。主な稼動設備は次の通りです。
●CDQの新設
（2009年3月稼動、西日本製鉄所・倉敷地区）
●高効率酸素設備の新設
（西日本製鉄所・倉敷地区）
●高炉熱風炉の省エネタイプへの更新改修
（西日本製鉄所・福山/倉敷地区）
　また、本社・事業所で省エネパトロールを
実施するなど、省エネ活動を継続して進めて
います。

　2008年度実績でエネルギー消費量を1990年度比11.5％削減しました。計画達成のための補完的措置と
して京都メカニズムを活用し、日本鉄鋼連盟全体で5,600万トンのCO2排出枠を購入契約済みです。このうち
4,000万トンは国連に登録済みです。

CDQの仕組み

日本鉄鋼連盟「自主行動計画」の進捗

自主行動計画の達成に向けた取り組み
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●加熱炉燃料低減
●大型排熱回収設備
高炉炉頂圧発電、
焼結排熱回収など

●工程連続化
連続鋳造設備、
連続焼鈍設備など

省
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省エネルギー設備導入

●廃プラスチック高炉吹込
●リジェネバーナー導入
●エンドレス圧延
●都市ガス高炉吹込技術
●高効率酸素プラント

さらなる
省エネルギー推進

●シャフト炉新設（20０８年８月稼動）
●ＣＤＱの増強（20０９年３月稼動）
●リジェネバーナー導入拡大
●高効率酸素プラント導入拡大
●転炉ガス顕熱回収
●Super-SINTERTM新設
●高炉熱風炉の更新改修

省エネルギーによる
地球温暖化防止対策

（1973年＝
100とした指数）

（年度）
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　2009年度は、減産状況下にもかかわらずさら
なるCO2削減を進め、1973年度から2009年度
までにエネルギー原単位で37％削減し、世界最
高水準のエネルギー使用効率を達成しています。

　JFEスチールは、下記の「エネルギー原単位
の推移」のグラフに示したように、長年の間、省
エネルギーやCO2削減に取り組んできました。
その主なものは、製銑・製鋼工程で発生する副
生ガスの回収、CDQ※1やTRT※2などを利用し
た排熱・排圧エネルギーの回収などです。

※1 CDQ（Coke Dry Quenching）
コークス乾式消火設備。

※2 TRT（Blast Furnace Top Pressure Recovery Turbine Generation）
高炉炉頂圧発電設備。

JFEスチールのエネルギー原単位の推移

省エネルギーへの貢献で複数の受賞

　JFEスチールは、省エネルギーに関する継続的
な取り組みのなかで、さまざまな賞を受賞し、社
会への貢献が認められています。2009年度に受
賞が決まった技術は、次の通りです。

JFEスチールの「Super-SINTERTM」が低CO2川崎パイロットブランドに選定

　JFEスチールの「Super-SINTERTM」などJFE
グループの3件の技術が川崎市の「2009年度低
CO2川崎パイロットブランド」に選定されました。
低CO2川崎パイロットブランドは、川崎市が
2009年度に制定し、同市内で研究開発・製造さ
れた技術・製品のなかから、特にCO2排出削減に
寄与するものを選定し表彰する制度です。
「Super-SINTERTM」は焼結機へ水素系気体燃
料を吹き込む技術で、JFEスチールが世界で初め

第42回 市村産業賞貢献賞：
「高耐震性高強度鋼の開発」
第56回 大河内記念生産賞：
「ナノ表面制御による自動車用高機能鋼板の開発」

て実用化に成功しました。東日本製鉄所（京浜地
区）は2009年1月からこの技術を導入して運転
しています。

川崎国際環境技術展での表彰

省エネルギー・CO2削減への取り組み
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　2009年度上期の粗鋼生産は、2008年度か
らの景気後退の影響を受けて大幅な減産とな
りましたが、下期は輸出マーケットが好調だっ
たことなどから回復し、通年では2008年度と
ほぼ同じレベルとなりました。なお、2009年度
の粗鋼生産実績は、1990年度比較で10％増
加しています。

　2009年度は、1990年度比較で粗鋼生産量
が10％増加しましたが、エネルギー消費量は
12％減少し、粗鋼を1トン生産するのに必要な
エネルギー消費量（エネルギー原単位）も20％
減と大幅に減りました。
　また、2009年度と粗鋼生産量がほぼ同じレ
ベルの2005年度と比較しても、エネルギー消
費量は約8％減少しています。

　2009年度は、1990年度比較で粗鋼生産量
が10％増加しましたが、CO2排出量は13％減少
し、粗鋼を1トン生産する時に排出するCO2の
量（CO2原単位）も21％減と大幅に減りました。
　また、2009年度と粗鋼生産量がほぼ同じレ
ベルの2005年度と比較しても、CO2排出量は
約9％減少しています。

JFEスチールの粗鋼生産量の推移

JFEスチールのエネルギー消費量・原単位推移（試算）

JFEスチールのCO2排出量・原単位推移（試算）

2009年度の粗鋼生産実績

2009年度のエネルギー消費量・原単位実績

2009年度のCO2排出量・原単位実績

エネルギー原単位
1990年度比

CO2排出原単位
1990年度比

削減

削減
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　日本エネルギー経済研究所の2008年度の
試算では、日本鉄鋼連盟加盟各社がこれらの
高機能鋼材を797万トン供給したことで、お客
様の製品使用段階におけるCO2排出抑制量
は、1,487万トン（国内851万トン、国外636万
トン）にのぼります。

　JFEスチールは、お客様と連携しながら、低
炭素社会と経済の両立に不可欠な高機能鋼材
の開発・供給を通して、鉄を製造するプロセス
のみならず、最終製品として消費者の皆様に使
用される段階においても、CO2の削減に貢献し
ています。
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高機能鋼材の使用段階でのCO2削減効果（2008年度）

製品によるCO2削減への貢献
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｢ECOARCTM｣によるスクラップ予熱

高温排ガスによる
スクラップ予熱 バッグによる

連続装入
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JFEグループの海外技術展開
●焼結炉クーラー排熱回収設備
インドにおけるNEDO省エネモデル事業として受託し、
2009年度より工事を実施しています。

●環境対応型高効率アーク炉｢ECOARCTM｣※3
｢ECOARCTM｣技術の有効性が海外に認められ韓国へ
の導入が決まりました。また、タイでは技術導入に向け
た調査を行いました。

　
　JFEスチールは、世界最高水準の省エネルギー
技術を活用してAPP※1、worldsteel※2での活動
や中国との技術交流など、地球温暖化対策へ
のグローバルな取り組みを行っています。ま
た、JFEグループとして海外への技術展開を積
極的に実施し、国際社会に貢献しています。

中国との環境技術交流
　日本鉄鋼連盟と中国鋼鉄工業協会は、2005
年から毎年「日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進
技術交流会」を開催しています。2010年4月
27、28の両日には、5回目の交流会を中国の遼
寧省・鞍山市で開催し、環境保全技術を中心に
活発な討論を行いました。

※1 APP
Asia Pacific Partnership（クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ）。2005年7月に日本、豪州、中国、インド、韓国、米国、カ
ナダ（2007年5月参加）が気候変動、エネルギー安全保障などの問題に取り組むために設立した国際的な組織。

※2 worldsteel
世界鉄鋼協会。日本、米国、EU、ロシアなど55カ国・地域にある約180社の主要製鉄企業・鉄鋼団体で構成される。

※3 ECOARCTM
スチールプランテック（株）の商標。電気炉からの排ガスの熱を利用してスクラップを予熱することにより、従来の電気炉に比べて電力原単位を
大幅に削減できる。

東日本製鉄所（京浜地区）に「フェロコークス」製造パイロットプラントを建設

　JFEスチールはCO2の発生量を大幅に削減す
る革新的塊成物「フェロコークス」の製造プロセ
ス技術開発の一環として、パイロットプラントを
建設※することを決定しました。フェロコークス
は、高炉内で起こっている鉄鉱石還元反応の効
率自体を改善する革新的な高炉原料であり、還
元材比の大幅な低減が期待でき、CO2の排出削
減、省エネに寄与します。このプラントは新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成
を受けて当社を含む高炉4社が推進する「資源
対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開
発」プロジェクトとして建設するもので、技術の
開発と早期実用化技術の確立をめざします。

環境・エネルギー技術の活用によるグローバルな温暖化対策への取り組み
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※プラントは東日本製鉄所（京浜地区）に建設し、工期は2009年
12月から約2年を予定しています。

現在の製銑プロセス

本プロジェクト
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革新的製銑プロセス（革新的塊成物利用構想）
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