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産業革命の夜明け以来、鉄鋼産業は現代生活におけるさまざま

な必需品をつくる上で不可欠な存在として、産業界に君臨してき

た。また鉄鋼生産能力は長年、国力をはかる重要な物差しとさ

れ、世界の主要工業都市はどこも鉄鋼生産に適した場所で成長

を遂げてきた。鉄鋼生産で成功するための基本原則は高校の地

理試験の定番の問題であるが、それは立地にほかならない。膨

大な鉄鉱石、石炭、石灰岩を集積できる生産拠点であり、完成

品となる鋼材が必要とされる場所、すなわち立地が何より重要

であった。

しかし現在、鉄鋼メーカーは過去200年間に例のない危機に直

面している。どれほど最適な立地であっても、もはや成功は保証

されない。世界中の鉄鋼メーカーにとって、突如「進化するか、

衰退するか」が第一命題となり、「誰がどのように助けてくれる

のか」が喫緊の課題となった。

こうした背景を受け、三菱日立製鉄機械とシーメンスVAI社は製

鉄事業を統合し、2015年1月に新たな合弁会社プライメタルズ

テクノロジーズを発足させた。上流である一次製鉄技術の世界

トップクラスの人材と、下流である金属加工分野における一流の

エキスパート達が集結し、グローバルなサービスネットワークの

もと、鉄鋼メーカーに革新的なソリューションと、卓越した研究

開発のパイプラインを提供する。プライメタルズテクノロジーズ

なら、世界中の鉄鋼メーカーをこの危機から救えるかもしれない。

解決策を探るにはまず、課題を知ることが必要だ。この特集では、

鉄鋼産業が直面する4つの課題、温室効果ガス、世界的な供給

過剰、スクラップの再利用、代替材料に焦点を当てながら、プラ

イメタルズテクノロジーズが提供するそれぞれのソリューション

について見ていく。

鉄鋼産業を
危機から救うドリームチーム

せい せん

 http://www.mhi.co.jp/discover/graph/ 
本誌の内容は、Webでもご覧になれます。 三菱重工グラフ 検 索

三菱日立製鉄機械とドイツのシーメンスVAI社による製鉄プラント事業の統合によって発足した三菱重
工グループのプライメタルズテクノロジーズ（Primetals Technologies）は、製鉄工程上流の製銑・製鋼
技術から下流の圧延・プロセス技術まで、製鉄技術における世界トップクラスの人材が結集し、フルライ
ンの製品提供を実現する。現在、鉄鋼産業はかつてない危機に直面している。世界中の鉄鋼メーカーが
まさに救いを求めている今、ドリームチームが誕生した。
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ESPでの連続加熱
効率を向上させ、さらにCO2排出量を削減する方法の一つ

は、原料の加熱・冷却の繰り返しで生じる廃熱を減らすことである。

そのためには、原料となる溶けた鉄から最終製品の圧延コイル仕上

げまでを、加熱状態のままで加工し続けることが必要だ。この精緻に

統合された工法こそが、イタリアのArvedi社が創案し、プライメタル

ズテクノロジーズが実現したエンドレス圧延技術（ESP）の核を成す

コンセプトである。ESPは従来の方式と比較し、最大45％エネルギー

消費量を削減し、CO2排出量も削減した。これは、ここ数十年間で最

も重要な製鉄技術の進歩と言える。ESPを使えば、溶鋼を冷却して

一時保管する代わりに、連続鋳造から直接圧延ラインに流し込み、質

のばらつきが少ない鋼板をさまざまな幅・厚さで製造することができ

る。原料の温度を正確に制御することで、質の高い鉄鋼の製造を実

現したのである。ほかにも、加工時間が短縮されることによるエネル

ギー消費・CO2排出量の削減や、工場面積の縮小など、さまざまな

メリットがある。

排煙処理
環境保全に対するもう一つの解決策は、環境装置

（AQCS）の設置である。三菱重工グループのAQCSは、触媒

脱硝装置（SCR）、電気集じん機（EP）、排煙脱硫装置（FGD）、

CO2回収システムから成る多層的な排煙処理システムだ。ま

ずSCRで排煙から窒素酸化物（NOx）を除去し、EPによって

灰（煤じん）を取り除き、さらにFGDでは酸性雨を引き起こす

硫黄酸化物（SOx）を除去する。最後に残ったCO2は、回収さ

れ隔離される。三菱重工グループは、CO2を回収するため

KM-CDR Process®という独自技術を開発し、燃焼ガスから

のCO2回収装置として世界最大のプラントを米国テキサス州

に建設中だ。これらの技術を活か

し、鉄鋼メーカーが有害物質の

排出量を大幅に削減するた

めに、信頼性が高く商業

ベースに乗る環境ソ

リューションの開

発が進められ

ている。

直接的かつ効率的なプロセス
従来の鉄鋼製造では、溶銑※を精錬する前に、鉄鉱石を焼き固

める「焼結」と原料炭を純度の高い炭素に加工する「コークス製造」と

いう二つの工程が必要であった。どちらの工程も大量のエネルギー消費

とCO2排出をともない、しかも複雑であるため、これらを省くことができ

れば大きな飛躍となる。プライメタルズテクノロジーズは、これを実用化

したソリューションであるCOREX®およびFINEX®プロセスを提供する

唯一の会社である。

COREXは、コークスではなく一般炭を燃料・還元剤として直接使用し、

鉄鉱石の塊や粉状の鉱石を固めたペレットを酸化鉄原料としてそのま

ま使用する。そのため、COREXは従来の類似設備より導入コストが低

く、柔軟性に優れ、なおかつエネルギー消費も低くCO2排出量が削減で

きる。すでに4カ国で、7つのCOREXプラントが建設されている。

一方FINEXは、プライメタルズテクノロジーズと韓国の鉄鋼メーカーで

あるポスコが共同開発した技術で、COREXの一歩先を行く。現在、ポス

コの浦項製鉄所で2基のFINEXが稼働しているが、質の低い微粉状の

酸化鉄、微粉炭を処理できるため、従来施設より15％低いコストで鉄鋼

安価で豊富な石炭は、産業革命時代の原動力であり、
今も世界の長期エネルギー需給の面で重要な資源であ
る。しかし、ほかの化石燃料と比べ、燃焼時に極めて大
量の有害物質を排出するため、気候変動への影響が
懸念され、石炭の使用に対し削減や禁止を促す動きが
強まっている。現在、石炭は主に発電や製鉄に使用され
ているが、この二つの用途には決定的な違いがある。発
電に使用する「一般炭」は単なる熱源で、天然ガスなど
のクリーンな燃料に代替可能である。一方、製鉄に使用
する「原料炭」は同じく熱源であるが、製鉄の製造工程
には原料炭に含まれる大量の炭素成分が必要となる。
つまり、現在導入されている技術では、石炭を使用せず
にゼロから鉄鋼を製造することはほぼできないのであ
る。よって、発電は石炭なしでもできるが、製鉄には代替
手段がないと言ってよい。とはいっても製鉄所からのCO2
排出量は、世界のCO2排出量の6％以上を占めるため、
これらを理由に石炭使用削減の流れから逃れられない
のもまた事実である。

より少ない石炭でより多くの鉄鋼を
世界中の鉄鋼メーカーが炭素排出量を減らす手

段を模索しているが、理想は低コストで、より質

の高い鉄鋼の製造法を見つけることである。最

善の方法は、さまざまな設備投資の目的を達成

しつつ、少量の石炭で多くの鉄鋼を製造すること。プライメタルズテ

クノロジーズは、この問題に対するソリューションを提供している。

SOLUTIONS
解決策

Challenge 気候変動と石炭1
を製造することに成功している。この実証設備は10年以上順調に稼働を

続けており、現在、インドへの移転を計画している。

COREXとFINEXはともに、中国以外では製鉄所の新設がほぼなかった

時期に商用化された技術で、その最初の実証設備が実績をあげた。環境

規制の厳格化により各社が再投資を迫られる今、既存の鉄鋼メーカーは

こうした新たな技術の採用を求められており、COREXとFINEXのノウハ

ウを持つプライメタルズテクノロジーズの役割は大きいものとなるだろう。

発電量の増大とCO2排出量削減の両立
さらに、エネルギー効率を高めてCO2排出量を削減する方法

として有望なのは、高炉から発生するガスを発電に使用する高炉ガス

（BFG）焚き高効率GTCC発電技術の導入である。この技術により、

従来のボイラータービン発電を導入するのに比べて発電効率を高めら

れ、発電量は約35％増加。さらにCO2排出量（単位発電量当たり）も

約35%削減することができる。 を握るのは、三菱日立パワーシステ

ムズが開発した低カロリーのBFGをガスタービンで燃焼させる技術で、

すでに世界で200万時間以上の運転実績を誇る。

※銑鉄を加熱して溶かしたもの

数十年前まで世界中の鉄鋼産業は関税障壁に守られ、競争は国
内での市場シェア争いに限られていた。しかし貿易自由化にともな
い、鉄鋼は国際的な商品になった。世界中のどこから競争相手が
現れても、おかしくない。そこへ中国が目覚ましい台頭を果たした。
30年前の製造量はわずかだった中国が、2013年には、世界総生産
量約16億4,900万トンの半分を占める、約8億2,200万トンもの鉄鋼を
製造したのである。中国で急激に需要が拡大する一方、他国の鉄
鋼メーカーは多数の稼働休止中の設備を抱え、2013年時点で、世
界の総設備の稼働率は約73%であった。その後、中国で景気が減
速すると事態は急速に悪化した。2015年には世界の鉄鋼製造量は
前年比1.7%減の15億トン強にまで落ち込み、また、中国メーカーが
余剰製品を輸出したために価格も急落した。鉄鋼メーカーが社会
から、気候変動対策への投資を求められたまさにそのタイミングで、
市場原理により鉄鋼メーカー各社は生き残りをかけたコスト削減を
要求されることになったのである。

厳しい事業環境を乗り切るために　
現在の厳しい事業環境から、多くの鉄鋼メーカーは

老朽化した赤字施設の閉鎖を迫られている。し

かし現状は、優良施設さえ稼働させ続けることが難

しい。極限までコストを切り詰め、古い機器を使い

続け、熟練スタッフが定年を迎えても代替要員を補充できないのである。

こうした苦境の中、生産設備のサプライヤーから積極的な保守サービス

業者へと業務範囲を広げたプライメタルズテクノロジーズに、多くの企

業が「ライフサイクル・パートナー」として助力を求めるようになった。多

くの場合、導入したオートメーション化を通じて保守管理が向上し、必要

人員が減少し、職場の安全性が

向上するというメリットが得られ

ている。さらに、プライメタルズテ

クノロジーズは、安全な距離から

の工程監視を自動的、持続的に

可能とするさまざまな先端ICTソ

リューションを提供している。

ほかにも、ハイエンド市場にシフ

トし、競争が少ない高付加価値のニッチ市場に狙いを定める戦略に着

手。この分野でもプライメタルズテクノロジーズは、鉄鋼メーカーと緊密

に協力して工程の効率改善や新商品開発を支援している。

とくに改善のターゲットとなっているのは、錆やスケール（酸化膜）など鉄

鋼表面の不純物を化学的に除去する「酸洗」という工程である。同社の

JET酸洗は、従来の酸洗と比べ2倍の速度で処理できるが、さらに、これ

と同等の処理速度でジェット噴流が不要な i BOX酸洗システムが開発

された。

また、下流工程の圧延においても改善策の提供が可能だ。たとえばプラ

イメタルズテクノロジーズがウジミナス（ブラジル）の圧延工場に提供し

た最新型熱延設備には、上下のワークロールとバックアップロールをペ

アでクロスさせることで、均一な厚さの鋼板が製造可能なペアクロスミ

ルが投入されたが、さらに現在では、後流の冷延工程に圧延した板同士

を瞬時に溶接して圧延能率を上げる新技術、クロスシームウェルダー

（CSW）の導入も可能だ。

鉄鋼産業のように景気循環に左右される産業では、苦難の時がいつか

終わることを誰もが知っている。しかし次の景気上昇局面で成功を収め

るには、今こそ先を見据えて計画すべき時である。効率性や省エネ性能

の向上、環境対応のほか、自動化、柔軟性やスピードの改善を大幅に進

める必要がある。そのためのソリューションをプライメタルズテクノロ

ジーズは提供できる。

SOLUTIONS
解決策

Challenge グローバル市場の供給過剰2

関連する動画が当社オフィシャルサイト内  「三菱重工グラフ」のページでご覧になれます。
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粒鉄加熱器

Jet Processの構造

燃焼器

底吹転炉

送風機

熱風炉ランス

熱風炉

酸素、炭素、石灰羽口
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Jet Processで
スクラップ使用量を増加

CO2排出量を減らし効率性を高めるため、鉄鋼メーカー

はスクラップ使用量の増加を望んでいるが、現在の技術

では使用量は約20％に限られてしまう。しかしJet 

Processは、石炭に加えて酸素、石灰を転炉に投入して

石炭の燃焼効率を高めることで、この比率を50％以上に

上げることができる。炭素の熱エネルギーを、より大きく

放出することで、スクラップの溶融量を増やすことができ

るのである。これによりCO2排出量の大幅な削減、稼働

の柔軟性向上などに貢献できる。

最高の性能を発揮する
ミニミル

プライメタルズテクノロジーズは、CO2排出量

を抑えエネルギー利用を最大限に効率化する

ため、主な投入コストとなる電力消費を極限ま

で削減したミニミルのソリューションを提供し

ている。このコンセプトの中核が、電力消費を

既存のミニミル比で20％減少させる新型の電

気アーク炉EAFだ。EAFは、熱と排煙を巧み

に再利用して、次に投入するスクラップを予

熱することで、電力消費を10％節減しCO2

排出量も削減できる。この上流工程での効率

改善に加え、下流工程においてArvedi ESP

ラインを活用した場合、ミニミルを用いてわず

か2時間でスクラップを完成品の鋼に変える

ことができる。

製鉄事業者が200年にわたり大量の精錬を続けた結果、スクラップが世界中に山積しており、その効率的な再利用に
注目が集まっている。スクラップの再利用は、鉄鉱石とコークス用炭を用いて最初から鉄をつくるよりもエネルギーを節
減できるため、大きなメリットとなる。しかしながら、克服すべき障害がいくつかある。
鉄鋼を製造する際、従来は溶融鉄にスクラップを加える方法をとってきたが、溶融物の温度低下が生じるため使用量
が限られていた。そのため現在、スクラップの大半はミニミルと呼ばれる電気炉で、リサイクルされている。ミニミルは比
較的安価で、小規模なうえ、石炭を直接的に燃やす必要がない。しかしながら、溶鋼1トン当たり425kWhという膨大な
電力が必要で、その電力を燃料炭でまかなった場合の環境負荷は膨大である。また、ミニミルは構造用鋼などの等級
の低い製品の製造では競争力を持つ一方で、原料がスクラップ100％までになると等級の高い特殊鋼の製造には向
かない。そのため、鉄鋼メーカーはスクラップの使用量を増やす新たな技術を求めている。また、ミニミルについては、よ
り環境に優しい高効率なエネルギーを利用し、付加価値の高い製品の製造を目指す必要がある。

スクラップを最大限に活用
スクラップは一般に等級が低い商品（構造用鋼など）に使用され、等級の高い特殊鋼には使われ

ない。しかし製鉄がこの2系統に分類される状態が続いていくのであれば、スクラップ利用は重要な

になっていくに違いない。プライメタルズテクノロジーズは、この両系統に解決策を提供している。

SOLUTIONS

07関連する動画が当社オフィシャルサイト内  「三菱重工グラフ」のページでご覧になれます。

解決策

Challenge スクラップ再利用か、一からつくるか？3



鉄鋼は、強度、耐久性、加工性、低コストという理由から、産業界で確
固たる地位を築いた。1940年代に航空機の大量生産により軽量の
アルミニウムが台頭するようになって初めて、鉄鋼の重さが課題と
なってきた。しかしアルミニウムは高いコストとリサイクルに課題があっ
たため、それ以降も鉄鋼の重要な市場分野において今に至るまで
シェアを獲得できずにいる。
車1台には平均900kgの鉄鋼が使用されるため、自動車メーカーは
年間8,000万トンの鉄鋼を購入する。これは世界の製造量の約5%に
当たる。この5％はわずかに見えるが、鉄鋼市場というパイの中で最も

未来の金属素材
自動車メーカーは重量削減に取り組み、あらゆる

鉄鋼部品をアルミニウムや炭素複合材で代替で

きないか徹底的に検討しており、これを受けて

各鉄鋼メーカーは、研究開発を強化し対応して

いる。鉄鋼メーカーが目指すのは、より薄く軽量で、強度が従来品と同

等以上の新商品を開発することである。

課題は、こうした高度な新商品の製造が困難であることだ。さまざまな

新商品で望まれる特性を実現するためには、極めて精緻で確実な温度

管理のもと加熱・冷却を行う必要があるのだ。そのため鉄鋼メーカー

鉄鋼業界の
ジレンマ解決に
向けて

英語にも、日本の「一石二鳥」と同じ意味を持つ「two birds with 
one stone」という慣用句があります。一見矛盾する二つの目標を
同時にかなえたいと考えるのは、どの国の人も同じなのでしょう。こ
の言い回しは、社会や、当社の顧客である世界の鉄鋼メーカーが現
在抱えるジレンマを見事に表現しています。現代社会は、生活を向
上させる無数の製品に鉄を使用しています。他方で、CO2排出量削
減の義務に対し世界的な合意が形成され、最大のCO2排出源とし
て石炭が名指しされています。ほとんどの産業分野には石炭に代
わる資源がありますが、世界のCO2排出量の6%以上を占める鉄
鋼業界にはほとんどありません。事態を悪化させているのは深刻な
事業環境で、鉄鋼各社は現在、新たなソリューションへの投資が難

しくなっています。
私たちプライメタルズテクノロジーズは、このジレンマに限界を感じるど
ころか、むしろ刺激を受け奮起しています。二つの目標を同時に達成でき
る素材、CO2排出量を大幅に削減しつつ、高品質な鉄鋼を効率的に生産
するソリューションを手にしているからです。それどころか、私たちが提供
できる素材はひとつだけでなく、さらに多くのソリューションを開発中で
す。この記事を読んでお分かりいただけたように、鉄鋼製造国が自国の鉄
鋼業界に、未来への投資手段を与えてくれさえすればよいのです。

―プライメタルズテクノロジーズ 最高経営責任者兼会長
山﨑育邦

製銑 製鋼 連続鋳造 熱間・冷間圧延 一次製品
鉄鋼製造の流れ
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重要な分野のひとつを占め、鉄鋼各社は市場シェアの確保にいそし
んでいる。
他方で自動車メーカーは現在、燃費・CO2排出量の削減目標を達成
するため、最も簡単な方法として重量の削減を考えている。そのた
め新モデルの開発では、１グラムでも鉄鋼に代わってアルミニウムや
航空機向けに開発された新たな炭素複合材で代替できないか、徹
底的に検討されている。また、さらなる脅威となるのは、エンジンブ
ロック、排気システム、ギアボックスなど、重い鉄鋼部品が不要となる
電気自動車の誕生である。
鉄鋼業界にとっての最悪のシナリオは、環境規制の厳格化により、ア
ルミニウムや炭素複合材に比べてコスト重量比で見た優位性が薄
れる中、自動車部品分野で減少するシェアを争うことである。 直接

圧延

解決策

は、完璧で環境性能に優れた未来の鉄鋼を製造する新たな工程を開

発するため、プライメタルズテクノロジーズのスペシャリスト達の意見

を求めている。

しかしながら、将来ニーズとして最適な材料を決めるのは結局は最終

ユーザである。プライメタルズテクノロジーズは、鉄鋼のみならず、アル

ミニウム、銅、他の非鉄金属に関する技術も提供可能で、最終ユーザが

どの金属材料を選ぼうと最先端ソリューションの提供が可能である。

世界が求める金属が何であれ、ドリームチームはその目的達成の力

となる。

Challenge 代替材料4



1110  http://www.mhi.co.jp/discover/graph/ 
本誌の内容は、Webでもご覧になれます。 三菱重工グラフ 検 索

社会におけるコンプレッサの役割は？
当社のコンプレッサは、石油精製プラントや
LNG（液化天然ガス）プラント、肥料プラント、
発電所など世界中で使われています。コンプ
レッサはこれらのプラントの心臓部にあたり、社
会のエネルギー基盤を支える重要な役割を
担っています。数年前のシェールガスブームの
時には、プラントの受注数がそれまでの５倍に
増加し、世界のエネルギー需要の変化を実感
すると同時に、われわれの仕事の重要性を再
認識しました。

三菱重工コンプレッサ製品の優れているところは？
高い信頼性です。万一コンプレッサが止まれば、プラント全
体がシャットダウンし、お客さまに多大な損失が発生します。
当社では、信頼性向上の取り組みを組織的に行っていま
す。とくに重要なのが、ロータ（回転体）の振動を極力抑える
こと。そのためにコア部品であるインペラの形状や材質、
各部品の構造や寸法精度などこれまで蓄積してきた技術
を駆使し、徹底したバランスの修正作業を行って、振動の
少ない安定した回転を実現しています。実際に納入した
お客さまからは「三菱の製品は非常に静かだ」との評価を
頂いています。また、高効率かつプラントの負荷変動に対
応できる広い運転レンジを持つなど、多様な使用条件に柔
軟に対応できることも、信頼性の高さにつながっています。

これまで印象的だったプロジェクトは？
2002年にガス・インジェクション※１用の超高圧（20MPa）コ
ンプレッサの試運転を行ったことです。モーター駆動のため、
製造拠点である広島製作所の当時の全使用量に相当する
大電力を使用し、２日半稼働して試験を行いました。何かあ
れば重大なトラブルにつながりかねませんが、計画段階から
周到にリスクアセスメントを行って試験に臨み、無事に成功
しました。このような困難な大型案件、未知の案件を任され
ることも多いのですが、「自分にしかできない仕事なのだ」と
いう気持ちで、前向きに取り組むようにしています。

生産統括の責任者として心がけていることは？
マネジメントする人の特性を的確に捉えて、つねに適材適
所のポジショニングを考えています。そのために普段のコ
ミュニケーションを大切にし、仕事だけではなく、プライベー
トや家族の状況も含めて相手を理解して、業務の割当や
指示を行うようにしています。また、いかなる時も冷静に、
できる限り人の意見を聞き、情報収集をしたうえで、中立
な立場での判断を心がけています。

米国工場の支援業務を通して得たものは？
MCO-I米国工場※2の立上げ支援の取りまとめを担当した
際にあらためて感じたことは、日米の風土の違いです。日
本では3か月、1か月単位の計画を策定し、さらに週間ス
ケジュールで工程を細かく管理。チーム全員で一致協力
して取り組むことで納期を固守するとともに、いわゆる「匠
の技」を伝承し人材を育成していきます。しかし、米国で
は個人の責任で仕事を進め、納期が厳しければ一気に
増員して対応します。私は、日本のやり方を一方的にあて
はめず、お互いの良い部分を取り入れることで、日米双方
がともに向上していくべきだと思います。製造技術に関し
ても同様で、長年広島で培った技術を米国の技術と融合
させて、グローバルな視点でものづくりを進化させる仕組
みを確立していきたいと考えています。

これから目指す方向性について教えてください。
今後も世界のエネルギー需要は増えていくと予想されま
す。プラント建設を急ぐお客さまからは、より短納期の要求
が強くなるでしょう。米国の製造拠点が立ち上がったばか
りですが、さらに各地に製造拠点をつくる必要があると思
います。世界のどこのお客さまに対しても同じ品質、同じ
価格、同じ納期を実現し、メンテナンス、アフターサービス
にも即応できる体制を構築したい。そうすることで、当社
が真の意味でのグローバル企業となることを目指していき
たいと思っています。

自分を奮い立たせて前向きに

世界が認めた高い信頼性
Q.
A.

グローバル視点でものづくりの進化を

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Prof ile 米国三菱重工コンプレッサ株式会社
アシスタント ジェネラル マネージャー

東條 和仁（とうじょう かずひと）
1996年三菱重工に入社後、機械工作部組
立課で、各種大型コンプレッサの工場試験
の計画立案・実施などに従事。2000年には
コンプレッサ事業の広島集約プロジェクト
を担当。2013年から米国工場建設の統括
責任者を務め、2015年10月より現職。

～先覚者に聞く～

Leading
Player

※2：ＭＣＯ-Ｉ米国工場
MHI Compressor International Corporation （MCO-I） Pearland Works。米国・ヒュー
ストン郊外に、コンプレッサ・タービン生産の第2工場として設立。米国におけるアフ
ターサービス事業の拠点としての機能も有する。2015年4月操業開始。

※1：ガス・インジェクション
地中の原油・天然ガス層に、高圧でガス（ＣＯ２など）を注入し、その圧力を利用して
井戸から効率よく石油・天然ガスを採取する方法。

CO2や天然ガスなどの気
体をインペラ（羽根車）の
回転による遠心力で圧
縮・加圧して送り出す装
置。石油化学原料、天然ガ
ス処理、石油精製、発電所、
パイプラインなどの心臓
部に幅広く使用される。

遠心コンプレッサとは？

遠心コンプレッサと蒸気タービン

信頼性へのあくなき追求が
世界の社会基盤を支える
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エネルギー分野から石油化学分野まで、社会基盤を支える重要なフィールドで使われている遠心コンプレッサ
（以下、コンプレッサ）。三菱重工コンプレッサ株式会社の製品は、先進技術と高信頼性が評価され、国内はもとより
世界中で活躍している。生産統括責任者として、これまで多くのプロジェクトを手がけてきた東條和仁に、仕事に
かける想いと、グローバル展開に対する考え方を聞いた。



タイヤ業界では従来
型ミキサーから噛合
式への転換を図るト
レンドが起きており
とくに「MR-EXミキ
サー」は生産プロセ
スを革新するミキ
サーとして注目され
ている。

低燃費タイヤの品質と機能を高め、
生産プロセスを革新するミキサー

日本では2010年より自動車用タイヤにおける低燃費性能の
ラベリング制度がスタートし、低燃費タイヤの販売本数が急
増。従来設備では混練が難しかったシリカ配合ゴムの需要
も高まった。タイヤ生産は原料ゴムのカーボンや薬品を混合
する混練（ゴム練り）から、成形工程、最終形状に仕上げ
る加硫工程、品質検査まで複雑な生産システムを必要とす
る。その中でも混練は最上流工程に当たり、製品の品質を
左右する。三菱重工マシナリーテクノロジーではシリカの混
練に適した噛合式ミキサー「三菱インターナルミキサー 
MR-EX」を開発し、均一混合・分散やゴム温度上昇の抑
制など技術課題をクリア。生産プロセスそのものを革新する
ミキサーとして国内外から注目を集めている。省エネ・高効
率化、生産性向上のみならず、自動車産業における地球環
境の改善にも貢献していく。

新聞に、より新しいニュースを！
新聞用輪転機DIAMONDSPIRIT

国内の総発行部数約4,500万部に
のぼる新聞は、印刷にかかる時間が
短ければ短いほど最新のニュースを
掲載することができる。三菱重工印
刷紙工機械※は日本が高度成長期
に入る直前の1964年から、新聞用
輪転機の技術を磨いてきた。凸版輪
転機から始まり、2年後の1966年に
は新聞用オフセット輪転機を納入。
新聞のカラー印刷という新たなジャン
ルを切り拓いた。その後も時代のニー
ズに応えながら改良を重ね、2001年

「DIAMONDSPIRIT」は印刷準備時間を短縮。消費電
力や損紙を減らし、低騒音化、刷版コストを半減するな
ど、さまざまな改善が施されている。

※1964年当時は三菱重工。2010年に印刷機械、紙工機械の開発、
製造などを引き継ぎ設立。

ごみが秘めたエネルギーを活用！
温室効果ガスを削減し、環境保全に貢献

暮らしの中で排出されるごみは、バイオマスを含んだ貴重な
燃料資源として近年注目されている。また、国土の狭い日本
では、ごみを燃やした後に残る灰を埋立てる場所の確保が
年々困難になっている。三菱重工環境・化学エンジニアリ
ング（MHIEC）のごみ処理施設では、燃焼安定性、大型
化に優れたストーカ式焼却炉に三菱重工グループとして培っ
た廃棄物発電技術を組み合わせ、ごみの持つエネルギーを
電気や熱エネルギーに効率的に変換。ガス化溶融炉ではご
みの持つエネルギーの一部を利用し、発生する灰を溶かし
て路盤材などの材料となるスラグにつくり変える。温室効果
ガスを大幅削減する高効率ごみ発電や、発生する灰の再
資源化を実現する環境配慮型のごみ処理施設は、日本国
内だけでなく東南アジアや中国ほかでも活躍中だ。

ごみの焼却によって発生する熱エネ
ルギーを利用する、高効率の「ごみ発
電」を可能に。焼却余熱は地域冷暖房
や温水プールなどにも使われる。

中国最大級の超高層ビルを
強風による揺れから守る制振装置

世界中で超高層ビルの建設が相次ぐなか、2016年に完成
が予定されている中国深圳の平安国際金融中心ビルは、中
国で2番目、世界で4番目の高さとなることから熱い視線を集
めている。こうした超高層ビルは強風の影響を受けやすく、
いかに揺れを軽減するかが重要となる。そこで、平安国際
金融中心ビルの風揺れを抑えるべく採用されたのが三菱重
工メカトロシステムズの制振装置だ。装置内部に吊るされた
振動体（ウェイト）の重量は1台あたり300トンに達する。強
風によって建物が揺れ始めると、ビル頂部に設置されたセン
サーが建物の揺れを検知。コンピューターで瞬時に計算し、
建物の揺れが小さくなるように振動体を制御する。装置の作
動によって揺れは約60％程度に軽減。ビルの居住性・安全
性、そして信頼性向上への大きなカギとなるだろう。

2008年に同じく中国の上海環球金融中心ビルに設置された振動
体は150トンだった。今回はその倍の重量になる。

には当時の世界最高速を記録した
「DIAMONDSTAR」を開発。さらに
2004年には刷版コストの半減をはじめ
さらなる省エネ、省資源を実現する
「DIAMONDSPIRIT」を開発した。
｢DIAMONDSPIRIT｣は時代のニー
ズに合致して高い評価を受け、国内
外多くの新聞社で活躍している。
新聞印刷現場における紙面品質や
生産性向上に貢献するとともに、日本
中の家庭へ届けられる新聞の速報
性を高めていく。

2 2

1時間に最大
16万部を印刷
新聞印刷の
生産性向上へ 地上524メートルに

設置された
1台300トンの
振動体と制振装置

2 1

国内外のタイヤ製造工場など

国内外の新聞社

日本・東南アジア・中国ほか

中国・深圳

2 3 2 4

多種多様な
原料ゴムや配合剤を
均一に混ぜ合わせる

「ごみ発電」で
エネルギーを再利用！

活躍の舞台を、陸へ、海へ、空へ、そして宇宙へと広げている三菱重工グループ。
その技術・製品は、意外にも私たちのそばでも常に息づいている。そんな“MHI”の活躍を日本や世界の日常からピックアップ。

～ MHI のある暮らし～ 機械・設備システム編

1312 2016 No.180 2016 No.180



防衛航空機やロケットなど、陸・海・空・宇宙を
舞台に統合防衛システムと宇宙関連サービス
を提供し、安心、安全の構築に貢献。

防衛・宇宙 

Our Technologies,Your Tomorrow

　環境（燃費）規制の強化により、欧州では自動車市場が新たな局面を迎え
ている。ディーゼル乗用車が広く普及する欧州において、環境対応の要ともい
えるのがターボチャージャだ。エンジンの空気量を制御し、排気ガスをクリーンに
するターボチャージャは、エンジンのダウンサイジングにもつながる。三菱重工で
は高速回転機械の技術をベースに性能・品質を磨き上げ、世界最高効率の
ターボチャージャを開発。この技術はガソリン乗用車にも応用され、さらなる広
がりを見せている。今年、三菱重工のターボチャージャ生産は過去最高を記録
する見込みで、2017年までに販売台数1,000万台を目指す。
　海外拠点のグローバル体制確立による顧客近傍での生産拡大、新製品の
開発加速と新分野への参入を進め、環境保護により一層貢献していく。

世界最高効率のターボチャージャが
欧州の自動車市場で求められる環境対応に貢献

たゆまぬ技術力の強化と研鑽により、地球的な課題にソリューションを提供している三菱重工グループの事業を紹介します。

今後4年で、世界のターボチャージャ市場は50％伸長
する見込み。地域別に見ると、欧州が市場全体の半分
を占めている。

民間航空機や交通システムなど、陸・海・空の
先進的な交通・輸送システムを提供し、品質と
信頼性で社会の交通・物流インフラをサポート。

今回の
ドメイン 量産品からプラント設備まで、社会、産業を支える広範囲なサービスを提供。ものづくり企業として

の高い技術力で人と人、企業と企業、現在と未来をつなぐ。

機械・設備システム

今号で取り上げた「機械・設備システムドメイン」のほかにも、三菱重工グループでは各ドメインの事業・製品が世界中で活躍しています。

交通・輸送 

火力・原子力・再生可能エネルギーなどのエネ
ルギー分野、水処理・排煙処理などの環境分野、
化学プラントなどのソリューションを提供。

エネルギー・環境

三菱重工は世界最高水準の冷凍効率・環境性能が評価され、サ
ウジアラビアのマディーナで進む都市開発プロジェクトの地域冷
房プラント用に大型ターボ冷凍機80台を受注。総冷房能力は約
20万冷凍トンで、約160万㎡のエリアへの冷水供給を担う。機種
は「AART-270I」で、2015年秋から納入を開始している。

三菱重工印刷紙工機械は、段ボール箱を製造する製函機
EVOLの機能を向上させることで世界トップレベルの箱品質と生
産性を実現し、米国の紙包装材メーカー大手より数10台を受注
した。この他、アジア諸国や中国、欧州など世界各国へ販売を展
開している。

欧州

三菱重工グループは、シンガポールの水処理・水供給運営事業大手であるハイ
フラックス社と共同で、同国チュアス地区における廃棄物焼却発電施設の建設
および25年間の運営・運転・保守を受注した。契約処理量は3,600トン／日、
発電量12万kW級を予定。2019年前半の完成・商業運転開始を目指す。三菱
重工グループはこれまでにもシンガポールで2000年に完成した4,320トン／日
という世界最大級の処理能力を持つチュアスサウス廃棄物焼却発電施設など3
件の建設を手掛けており、東南アジアでは業界最多の納入実績を誇る。この参
画を通じて、東南アジアの環境関連市場における官民パートナーシッププロジェ
クトの成功モデルを確立し、海外ビジネスを拡大するとともに世界的な環境問題
に貢献していく。

廃棄物焼却発電事業に参画
ハイフラックス社と共同で受託   シンガポール

総冷房能力約20万冷凍トン
大型ターボ冷凍機納入 サウジアラビア

たな局面を迎え
対応の要ともい
ガスをクリーンに
がる。三菱重工で
世界最高効率の
され、さらなる広
過去最高を記録

貢献

今後4年で、世界のターボチャージャ市場は50％伸長

需要高まる段ボール製函装置を
世界へ展開

製函機「EVOL 4FGR-100」

大型ターボ冷凍機「AART－270I」環境規制への対応

ターボチャージャ

自動車の環境規制が進む欧州。ディーゼル乗用車の環境対応装置として、三菱重工のターボチャージャが活躍。
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契約調印式の様子



おしらせ
『三菱重工グラフ』は、1964年に社外報『三菱
重工』として創刊して以来、三菱重工グループの
さまざまな事業と先進技術を紹介してまいりま
したが、180号をもって紙媒体での発行を終了
し、今後は、よりタイムリーに最新情報をお届け
するため電子媒体に移行します。当社ウェブサイ
トを中心に、これまで以上に充実した情報を発信
してまいりますので、どうぞご期待ください。

http://www.mhi.co.jp/discover/graph/ 

当社オフィシャルサイト内
「三菱重工グラフ」のページでは動画もご覧になれます。
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池野 愛

三菱重工コンプレッサ株式会社
技術統括センター　コンプレッサ設計課　コンプレッサ設計チーム

コンプレッサ※のケーシングなど外部品や廻り配管
の設計を担当。プラントの心臓部であるコンプレッ
サの製造に携わることで、世界の生産サイクルの一
端を担う誇りと喜びを感じている。子育てと仕事の
両立を目指す中で、配管設計業務の効率化を自ら
追求。編み出したノウハウを蓄積し社内で共有する
とともに、設計システムの改修にも生かしている。

※コンプレッサ：P10参照

本誌に対するご意見・ご感想などがございましたら
当社Webサイトまでお寄せください。
Webサイト  ht tp: //www.mhi.co. jp/ inquiry/ index.html

三菱重工グラフ 検 索
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私のモチベーション

今は2歳の娘と過ごす時間
を大切にしている。「保育園
のお迎えの時間までに仕
事を終わらせたい」と、業務
の集中力も一段とアップ。




