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★★千葉地区（千葉市）千葉地区（千葉市）

食品リサイクル
バイオガス製造施設（03/8～）

★★福山地区（福山市）福山地区（福山市）

ＲＤＦ(ごみ固形化燃料)
福山ＲＤＦ発電施設（04/４予定）

★★京浜地区（川崎市）京浜地区（川崎市）

★★倉敷地区（倉敷地区（ 倉敷市）倉敷市）

東日本製鉄所地区西日本製鉄所地区

使用済産業系ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
高炉原料化 （96/10～）

使用済容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
高炉原料化 （00/4～）

ＮＦボード製造 （02/4～)

ＰＥＴﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ （02/4～)

家電ﾘｻｲｸﾙ (01/4～）

使用済ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ他

ｶﾞｽ化溶融施設 （00/4～）
使用済ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ他
ｶﾞｽ化溶融施設 （04/4予定）

使用済容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
高炉原料化 (00/4～)

事業化

事業化予定

ＪＦＥの主なリサイクル事業の展開状況ＪＦＥの主なリサイクル事業の展開状況

5万㌧/年5万㌧/年

5万㌧/年5万㌧/年

5万㌧/年5万㌧/年

1万㌧/年1万㌧/年

7万㌧/年7万㌧/年

16万㌧/年16万㌧/年

80万台/年80万台/年

1万㌧/年1万㌧/年

9.6万㌧/年9.6万㌧/年

200万枚/年200万枚/年

自治体ベール化自治体ベール化
・名古屋市（00/8～）【ﾌﾟﾗ】

・仙台市 （00/12～）【ﾌﾟﾗ】
・川崎市 (03/9～)【缶･PET】
・広島市・横浜市‥（予定）
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３‐２．環境ビジネスの推進
ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰの開発・普及



18

高効率燃料電池(SOFC)システム

SWPC社（米国）と共同研究

約120基を納入
シリコン材料供給から
発電システム供給まで

天然ガス自動車用供給
燃料電池自動車用開発中

風力発電システム

21世紀のクリーン燃料｢DME｣

黒煙ゼロ、SOxゼロの
クリーン燃料供給へ

クリーン自動車用燃料ﾀﾝｸ太陽光発電システム

次世代クリーンエネルギーの開発次世代クリーンエネルギーの開発

クリーンエネルギー普及促進クリーンエネルギー普及促進

クリーンエネルギー創出・普及への取組みクリーンエネルギー創出・普及への取組み
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DMEDME（ジメチルエーテル）の用途（ジメチルエーテル）の用途

現在はスプレー缶などの噴射剤として利用されている

燃料として利用するとクリーンな社会作りに貢献

現在はスプレー缶などの噴射剤として利用されている

燃料として利用するとクリーンな社会作りに貢献

■DME（ CH3OCH3 ）とは？■DME（ CH3OCH3 ）とは？

クリーンエネルギー
としての魅力

クリーンエネルギークリーンエネルギー
としての魅力としての魅力

■DMEの用途■DMEの用途

①①クリーンな燃焼特性クリーンな燃焼特性

LNGレベルの
クリーンな発電が可能。

②②セタン価が高いセタン価が高い

黒鉛、SOxゼロの
ディーゼル車燃料に。

③③水素へ改質が容易水素へ改質が容易

燃料電池用燃料に。
（燃料電池車、発電）

④④容易に液化容易に液化

運搬・貯蔵が容易で、
LPGのインフラ活用可能。

軽油、LPGより安く、LNG（CIF価格）同等を目標に！

発電用燃料 燃料電池燃料 LPG代替燃料軽油代替燃料

クリーンな社会構築に貢献！
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★世界で初めて、炭層メタンからDME
直接合成に成功(5㌧/日Proj. ‘99)

■従来ﾌﾟﾛｾｽ 天然ｶﾞｽ⇒ ﾒﾀﾉｰﾙ⇒ DME

■JFEﾌﾟﾛｾｽ 天然ｶﾞｽ etc. ⇒ DME

直接合成技術の確立

国のプロジェクト推進中(’03~)
（ 100㌧/日実証ﾌﾟﾗﾝﾄ）

製鉄ガスの高度利用技術からクリーンエネルギー創出へ製鉄ガスの高度利用技術からクリーンエネルギー創出へ

天然ガス
石炭
炭層メタン
石油残渣
石油随伴ガス
廃棄物ガス
高炉ガス

DME 製造（直接合成技術）
DMEDME

触媒スラリ触媒スラリ

（（JFEJFEのｷｰのｷｰ

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ） 冷
却
水

(CH3OCH3)

CO, H2 gas

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ排ｶﾞｽ
PM⇒ゼロ
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ排ｶﾞｽﾃﾞｨｰｾﾞﾙ排ｶﾞｽ

PMPM⇒⇒ゼロゼロ

JFE‐S 製鉄所
見学者用ﾊﾞｽ

発電・LPG代替と共にﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
への普及促進も推進中
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・ゼロエミ工業団地への電力供給（鉄鋼）
・産業系廃棄プラスチックの高炉原料化（鉄鋼）
・鉄鋼副産物のセメント原料化（鉄鋼→セメント）
・磨砂のセメント原料化（硝子→セメント）
・窒素・アンモニア供給（化学→石油精製）
・石油精製重質油の軽質油化（石油精製間）etc.

京浜臨海部環境シティ構想例京浜臨海部環境シティ構想例

・環境に配慮した中小企業団地

・プラスチック・家電・PETボトル・ASRリサイクル

道路・鉄道インフラ整備

住みよく、澄み渡る街づくり住みよく、澄み渡る街づくり

リサイクル施設の集積リサイクル施設の集積

ゼロエミッション工業団地の形成ゼロエミッション工業団地の形成
石油・化学石油・化学

鉄鋼鉄鋼 セメント業セメント業

・環境・エネルギー創造研究所etc.
環境情報発信・啓蒙活動拠点環境情報発信・啓蒙活動拠点

企業連携による環境ネットワーク化企業連携による環境ネットワーク化

電力・ガス電力・ガス ゼロエミ
工業団地

ゼロエミ
工業団地

ガラス業ガラス業

・海釣り公園etc．
水際線の確保と市民開放水際線の確保と市民開放

『『環境の街環境の街』』づくりづくり

■動脈産業と静脈産業の結合へ
■企業間・産業間・地域社会との連携強化へ
■社会貢献と企業収益によってWin―Winの関係に

■動脈産業と静脈産業の結合へ
■企業間・産業間・地域社会との連携強化へ
■社会貢献と企業収益によってWin―Winの関係に

これから必要なこと
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環境に貢献する持続可能企業として発展

事業活動での
環境負荷低減

環境に配慮した
技術・商品の提供

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。

企業理念：ＪＦＥグループ発足時（2002年）に制定企業理念：ＪＦＥグループ発足時（2002年）に制定

社会に対する
環境負荷の低減

社会の環境負荷を
受け入れて
社会に貢献

環境ビジネスの推進
企業の資本・ノウハウを使い、
環境ビジネスを推進する

三位一体の活動
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『 環境と経済の好循環 』

への課題

『環境と経済の好循環 』

への課題
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環境と経済活動の好循環への課題環境と経済活動の好循環への課題

環境ｺｽﾄを無理に吸収すると？ ・収益力ダウン

・買ってもらえない単に高く売るとどうなる？
国際競争力が低下

製

造

・削減すること

・使用しないこと コスト高の

ケース

環境負荷物質

CO2・廃棄物・危険物質
企業経営企業経営

・ﾘｻｲｸﾙ商品

持続可能？持続可能？

循環資源利用

・使用すること

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
好
循
環

高く売る

ｺｽﾄ削減

無理に吸収

環境に良い企業行動、定着しつつあるが、・・・

1

2

3

コストダウンの

ケース

やればやるほど損をする＝持続不可能

対応策対応策
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・軽くて持ち運べる ・省エネ

・大画面で迫力ある映像液晶テレビ液晶テレビ

食器洗い乾燥機食器洗い乾燥機

ハイブリッド車ハイブリッド車

・楽 ・省エネ ・水の節約

・手洗いよりも綺麗に洗える

・燃費が抜群に良い ・節税

・音が静か

高効率電磁鋼鈑高効率電磁鋼鈑 ・モーターが極少にできる
・音が静か

環境に良い商品コンセプト環境に良い商品コンセプト

環境に良い商品は必ずしも安くない⇒環境と経済の好循環が必要

高価でも売れている商品はある ⇒商品の魅力を示す事が必要

環境に良い商品の魅力とは何か？⇒商品コンセプトが必要

高価な商品の魅力（一例）高価な商品の魅力（一例）
グリーン購入
コンセプト

・環境指標のみでは
普及限界か
・消費マインドをまず刺激

利便性、斬新性、・・・
そして環境にも良い
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消費者・地域とのインターフェースの重要性消費者・地域とのインターフェースの重要性

・リサイクル商品、CO２の少ない商品の購入促進施策。
・日本の環境製品を世界に購入してもらう。（ジャパンブランド）
・輸入製品は日本製品と同様な環境条件を求める等様々（ジャパンイニシアティブ）

環境に良い
商品を安く
製造する

部品
作る人作る人 売る人売る人 買う人買う人

素材

⇒工夫が必要
太陽光発電などは補助制度あり

環境に良い
商品を高く売る

・いい(?)商品なら高くても
（便利さ・快適さ‥）
環境に付加価値をﾌﾟﾗｽ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 環境マインド？環境マインド？環境マインド？

★★コミュニティ・自治体とのインターフェースコミュニティ・自治体とのインターフェース

エコ商品への消費マインドを刺激する政策の強化
★★消費者（国内外）とのインターフェース消費者（国内外）とのインターフェース

・環境に良いだけでは？

環境に良い商品
は高くても売れる


