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内容要点

中国鉄鋼業発展の現状と省エネ・環境保護の優位性一

三 提携を強化し、第三者市場を共同で開拓

四 冶金計画院——信頼に足るパートナー

二 新時代中国鉄鋼産業の発展トレンド



一、中国鉄鋼業発展の現状と省エネ・環境保
護の優位性
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 2016年、世界の粗鋼生産量は16.285億トンで、前年同期比0.6%増加し、2013年から4年連続で

16億トン以上の水準にあり、高位で小幅な変動を示している。

 2016年、中国粗鋼生産量は8.084億トンで、前年同期比1.2%上昇し、世界の粗鋼総生産量に

占める中国のシェアが2015年の49.4%から2016年には49.6%まで上がった。

 2017年1-10月、世界66の主要国の粗鋼生産量は14.105億トンで、前年同期比5.6%上昇した。

中国粗鋼生産量は7.095億トンで、前年同期比6.1%増加し、主要鋼生産国の粗鋼生産量の

50.3%を占める。

1.1 中国は世界の鉄鋼生産において重要な立場にある

世界総生産量

韓国

アジアその他の地区
とオセアニア

北米

南米

アフリカと中東

インド
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1.2 中国鉄鋼消費と生産発展の歩み

建国から現時点まで、中国鉄鋼消費と生産は主に四つの発展段階を

経てきた。

 第一段階：模索段階、不安定な発展

 第二段階：創成段階、安定発展

 第三段階：加速段階、飛躍的発展

 第四段階：減量段階、革新的発展

第一段階
模索段階、不安定な発展

第三段階（年平均14.2％）
加速段階、飛躍的発展

第四段階：減量段階、革新的発展

第二段階（年平均7.9％）
創成段階、安定発展
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世界第一の鉄鋼生産消費大国として、中国

鉄鋼産業は世界で大きな影響力を有し、鉄鋼生

産能力過剰という世界的問題に、中国は世界工

業史上前代未聞の億トンの過剰鉄鋼生産能力の

安定的撤退を推進し、G20鉄鋼過剰生産能力世

界フォーラムの立ち上げを提案、参加し、世界の

鉄鋼生産能力過剰矛盾に手本を示した。

中国は供給側構造改革を推進し、鉄鋼「生産

能力削減」を実施し、国際的に責任を負う大国の

イメージを樹立し、業界収益の落ち着きと回復を

促し、同時に鉄鋼企業の新たな発展理念の樹立

を推進し、イノベーション主導により有効供給を向

上した。

1.3 中国は鉄鋼生産能力過剰という世界的問題の解決に突出した貢献をした

 供給側構造改革を推進

2016年を例にとると、世界の粗鋼生産量は16.285億トン、生産能力利用率は69.3%で、中

国は過剰鉄鋼生産能力6500万トン以上を削減し、世界鉄鋼生産能力利用率向上への貢献は

1.9ポイントだったが、中国以外のその他地区の貢献は-2.3ポイントであった。2017年はさらに

5000万トンを超える生産能力を削減し、世界生産能力過剰の緩和に大きな貢献をした。

過剰生産能力
の解消

在庫解消

コスト削減

欠点補完

デレバ
レッジ



コンテナ業界

550万トン

家电業界

1080万トン

エネル
ギー業界

3200万トン

機械業界

1.3億トン

鉄道業界

480万トン

造船業界

1350万トン 自動車業界

4950万トン

建築業界

3.6億トン
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 中国鉄鋼産業は世界最大で、最

も活発な内需市場を有し、2016

年中国鋼材の実際消費量は約

6.7億トンで、世界鋼材消費量の

45%ほどを占めている。

 中国が世界最大で、最も活発な

鋼材市場であることは長期間変

わらない。これは中国鉄鋼産業

が引き続き競争力を保持し、さら

に上げる最強の土台である。

1.4 中国鉄鋼産業競争力分析

 最も大きく、最も活発な内需市場
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整備された産業体系により、中国鉄鋼業
界の空母旗艦となる！

宝鋼、河鋼、沙鋼
などの高い競争力の

鉄鋼企業

冶金計画院などの
第三者専門コンサ
ルティング機関

鉄鉱、石炭、電力等
川上サポート産業

建築、機械、自動車等
川下の鋼利用産業

北科大、東北大学、
鋼研総院などの冶金人材

育成、科学研究基地

設計

装備

施工

貿易

補助材料

仲介

1.4中国鉄鋼産業競争力分析

 最も完全、最も整った産業体系
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コンサルティン
グサービス機

関

革新プラット
フォーム

大学、研究院

全業界は国家重点実験室16箇
所、工学実験室5箇所、プロセス
技術センター12箇所、工学研究
センター10箇所、企業技術セン
ター33箇所、イノベーション型企
業17社を建設。

専門大学：北科大、東北大学

専門科研機関：鋼研院、過程所

企業研究院：宝鋼研究院、武鋼研究院

専門コンサルティング機関：冶

金計画院

専門貿易機関：五鉱集団

専門設計施工機関：中冶集団

専門技術者

専門管理者

専門研究開発者

専門コンサルティ

ングチーム

専門研修チーム

専門設計チーム

専門施工チーム

専門技術突破者

専門技術実用化者

専門工学応用者

1.4中国鉄鋼産業競争力分析
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 先進的プロセス技術装備及びシステム集積化の構想理念により、中
国鉄鋼業が日増しに強くなるために堅実な基礎を固めた。

プロセス
技術装備

グリーン化：省エネ・環境
保護技術及び施設の幅
広い普及。

システム化：全面システムの
最適化・高度化理念がます
ます重視されている。

連続化：連続鋳造圧延
プロセス技術が常に最
適化され、工程の完成
度も常に向上している
。

スマート化：工業化と情報化の融合
水準が明らかに向上し、スマート装
備の応用が次第に普及、スマート製
造が成果を見せ始めている。

精密化：製品寸法制御
技術、熱加工制御技術
などの先進技術の普及
が加速。

大型化：コークス化、焼結、
製鉄、製鋼、圧延などの先進
生産能力の割合が常に上昇
。

 最新、最先端の技術装備

1.4中国鉄鋼産業競争力分析
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 市場競争の激化により鉄鋼企業はサービス意識を高め、サービスの差
別化を通じて市場を支配することを求めるようになった。鉄鋼企業の
サービス意識は全面的に高まり、サービス能力とサービス水準も向上し
ている。

事前介入

加工配送

共同研究
開発

Eコマー
ス

納期短縮

物流輸送
サービス

技術サ
ポート

品質異議
処理

素早いレ
スポンス

顧客ニーズ
情報フィード

バック

販売前 + 販売中 販売後+
ユーザー満足度アップ

1.4中国鉄鋼産業競争力分析

 最速で最もタイムリーな顧客サービス
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1.4中国鉄鋼産業競争力分析

世界鉄鋼業の発展の歩み

を見渡すと、3つの国がか

つて世界粗鋼生産量の半

分を占め、長期間世界鉄

鋼産業をリードしてきた。順

番に西欧の英国、北米の

米国と東アジアの中国，で

ある。これは世界鉄鋼業の

中心移動の主軸線である。

 中国は世界鉄鋼業の中心となり、10億人（109）の人口規模の国が急速に工業化、
都市化した結果である。

 将来を展望すると、より高いレベル（百億レベル、1010）の人口規模の国または地域
は現れることはない。たとえもう一つ10億人（109）の人口規模の国または地域が現
れても、急速な工業化、都市化は簡単には起こらない。

 全体から判断して、中国鉄鋼が世界をリードする期間はかつての英国、米国を超え、
百年の長さに達する可能性もある。

 中国鉄鋼は世界を百年間牽引する見込みがある
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1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

（一）省エネ 1.省エネ・排出削減業務の持続的推進

年 2011 2012 2013 2014 2015 合計

製鉄
（万トン）

3192 1078 618 2823 1378 9089

製鋼
（万トン）

2846 937 884 3113 1706 9486

着実な省エネ・エネルギー消費削減の活動基礎

があり、効果は著しい：

 総量方面：2007-2016の最近十年間に中国鉄鋼業粗鋼

生産量は108%増加し、年平均成長率は7.6%である。鉄鋼

企業の総エネルギー使用量は93%増加し、年平均増加率

は6.8%である。十年間に製品省エネ率で計算すると、エネ

ルギーを標準炭換算で3440万トン節約した。

 強度方面：近年、コークス化、焼結、製鉄、転炉などの

主要生産工程のエネルギー消費基準到達率が年々上昇

している。

 構造調整方面：2011-2015年の五年間、立ち遅れた製

鉄生産能力9089万トン、製鋼生産能力9486万トンを淘汰

し、それぞれ目標を44.3%、50.6%超えた。2016-2017年、

1.15億トンを超える生産能力を削減し、生産能力構造をよ

り一層最適化した。
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1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

2.工程装備水準が常に向上

重点大中型企業の主体装備は国際先進水準に達し、重点統計鉄鋼企業の5m以

上のコークス炉生産能力はコーキング総生産能力の50%前後を占め、1000m3以上

の高炉は製鉄総生産能力の60%以上を占め、100t以上の転炉と75 t以上電気炉は

製鋼総生産能力の60%以上を占める。

コークス乾式消火処理能力は世界の70%以上を占める。焼結機余熱発電ユ

ニットは約160組で、1000立方メートル以上の高炉TRT配備率はほぼ100%で、コーク

ス乾式消火装置、焼結余熱発電ユニット、 TRT装置の数は世界一位である。フル石

炭ガス高温超高圧発電ユニットが業界内で迅速に普及し、自家発電効率が大幅に

向上した。

低品位余熱利用技術は大きな進展をとげ、高炉水砕スラグ、コーキング一次

冷却装置冷却水、廃蒸気など各種低温余熱資源が次第に利用されるようになっ

た。

最先端技術方面では、スラグと高炉スラグの余熱回収及び利用、焼結排煙循

環利用、焼結鉱垂直式余熱回収、コークス炉荒ガス顕熱回収、転炉石炭ガス顕熱

全余熱回収などの技術応用が大きなブレークスルーを果たした。

3.先進的省エネ技術の幅広い応用



Metallurgical Industry Planning and Research Institute15冶金工業計画研究院

中国鉄鋼業のエネルギー管理方式は経験管理から近代化管理の変遷

を経てきた。省エネ管理体系は一つの省エネ部門から企業全体管理体系

総合管理への変遷を経て、全体エネルギー管理水準は常に向上している。

規範的エネルギー統計 エネルギー管理セン
ター建設

エネルギー管理体系認
証

4.エネルギー管理水準の不断の向上

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性
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（二）環境保護

 2005-2016の十年余りの間、焼結排煙脱硫

の全面実施及び余った石炭ガスの回収を通じ

て、オイルからガスへ（oil to gas）、石炭からガス

へ（Coal to gas）等の改造事業を推進し、二酸化

硫黄排出量の大幅な削減を実現した。十年余り

で、鋼1トンあたりの二酸化硫黄排出量は3kg近く

から0.69kgまで下がり、約三分の二的の排気ガ

ス汚染排出削减を達成した。

 継続的な集塵技術の高度化を経て、多層電

界高圧静電集塵またはバグフィルター集塵など

の先進工程を採用し、十年間に、鋼トンあたりの

煤塵・粉塵排出量が2kgから2016年末の0.75kgま

で下がり、業界全体の環境保護成果が明らかに

改善された。

（1）大気汚染物質

1.排出成果が著しく改善

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

鋼1トンあたりの二酸化硫黄排出量（kg）

鋼1トンあたりの煤塵・粉塵排出量（kg）



17
冶金工業計画研究院 http://www.mpi1972.com

 固体廃棄物総合利用率は

2005年の94.8%から2015年の

97.5%まで上がり、鋼トンあたりの

固体廃棄物発生量は2005年の

628kg/tから2015年の585kg/tま

でに下がった。

 鉄鋼業界は「三つの乾式法」の実施、

連結水利用、質別水利用、総合汚水処理

場の建設を通じて、生産用水のリサイクル

率を向上し、鋼１トンあたりの排水排出量

は75%前後の削減を実現した。鉄鋼業界の

排水排出総量も「十一五」初期の12億立方

メートル近くから「十二五」末には4億立方

メートル前後にまで減少した。

（3）固体廃棄物

 鋼トンあたりの排水排出

量は3.8立方メートルから0.83

立方メートルまで下がり、多

くの特別限度値地区の企業

が排水「ほぼゼロ・エミッショ

ン」を実現した。

（2）水質汚染物質

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

排水排出総量/億立方メートル 鋼1トンあたりの排水排出量（立方メートル/トン）
鋼鉄企業固体廃棄物発生量
及び総合利用率

鋼トンあたりの固体
廃棄物発生量

固体廃棄物利用率



18
冶金工業計画研究院 http://www.mpi1972.com

1）コークス炉煙道ガス脱硫脱硝技術

 2015年11月6日より、宝鋼湛江鉄鋼

コークス化事業が初のコークス炉排煙

浄化施設の稼働を開始し、国内鉄鋼連

合企業のコークス炉脱硫脱硝事業が

次々に建設され、各指標が国家『コー

キング化学工業汚染物質排出標準』規

定の特別制限値要求を満たした。

（1）排気ガス処理技術

2.先進成熟した環境保護技術の大量普及

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性
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 2005年には広鋼に24㎡の焼結機一組の焼

結排煙脱硫施設しかなかったが、2015年末に

は、全国重点鉄鋼企業の焼結機脱硫面積は13.8

万㎡まで増加し、設置率は19%から88%に増えた。

工程は主に石灰石/石灰-石膏法、旋回噴霧乾

燥装法、循環流化床法、活性炭（コークス）吸着

法、酸化マグネット法、濃密相乾燥塔法などを含

む。

2）焼結（ペレット）排煙脱硫脱硝技術

活性コークス同時脱
硫脱硝

選択性触媒還元脱硝（中温）

 活性コークス同時脱硫脱硝工程はアンモニ

ア噴射条件にて脱硝、脱水銀、脱ダイオキシン

機能を兼ね備え、比較的成熟した工程である。

現在すでに太鋼、永鋼、宝鋼などの複数の鋼鉄

企業が応用している。

選択的触媒還元脱硝（中温）技術は宝鋼が

稼働以降、運行は安定し、NOX排出濃度

100mg/m3以内を実現した

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

広鋼に1台のみ

170台あまり
2.9万㎡

526台
8.7万㎡

13.8万㎡
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 高炉石炭ガスバグフィルター集塵、

転炉石炭ガスLT乾式とコークス乾式消

火などの「三乾燥」技術の重点統計鉄鋼

企業での応用比率が年々増加している。

3）高効率集塵技術

 焼結機ヘッド（ペレット）排煙集塵の

多くは四電界またはマルチ電界高圧静

電集塵装置を採用。焼結機尾部、整粒

選別、完成品、高炉出銑口、鉱石貯蔵

槽、転炉二次集塵などは特別排出制限

值要求を満たすため、バグフィルターま

たはバグフィルター複合集塵を応用し、

覆膜ラミネートフィルタバッグを選択。
マルチ電界静電またはバグフィ
ルター複合集塵装置

バグフィルター集塵装置

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

重点大中型鉄
鋼企業普及率
が20％に達する

重点大中型鉄
鋼企業普及率
が95％に達す
る

重点大中型鉄
鋼企業普及率
が90％に達す
る

高炉石炭ガ
ス乾式集塵

転炉石炭ガ
ス乾式集塵

コークス乾式
消火

節水、省
エネ、微
粒物排出
削減
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 完全密閉式原料貯蔵施設の建設は企業

式原料貯蔵施設工程の逸散排出問題を徹

底解決する。このほか、原料貯蔵面積を大

幅に縮小し、原料貯蔵高度と貯蔵量を上げ、

原料ロスを減らし，コストを節約できる。現在、

北京・天津・河北地で応用が始まり、急速に

普及している。

1）原料貯蔵施設完全密閉技術

（2）逸散排気ガス処理技術

 高炉出銑口平坦化と密閉改造は、高炉

出銑の逸散排出問題を徹底解決する。現

在、全国鉄鋼企業の中で応用に成功し急速

に普及している。特に1000m3以下の小高炉

は改造で煤塵粉塵の大幅削減を実現してい

る。

2）高炉出銑口平坦化と密閉

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性
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 2016年までに、重点鉄鋼企業総合汚

水処理場付帯建設比率は75%以上に達

し、水の再利用率は97%を超える。ほとん

どの鉄鋼企業の新水消費量は年々減少

し、汚水処理再利用比率が日増しに増加

し、汚水の「ほぼゼロ・エミッション」を実現

した企業数も徐々に増えている。

1）総合汚水処理技術

（3）排水処理技術

2）コークス化排水深度処理技術

 生物学的処理工程+メンブレンまたは

生物ろ過処理コークス化排水を採用し、出

水指標内のCOD除去率は99%以上に達し、

アンモニア性窒素除去率は98%以上に達

する。

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性
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（1）汚染物質排出許可制度を核心とする環境管理制度体系を確立中

2017年末、鉄鋼などの過剰生産能力業界の汚染物質排出許可証配布業務が完了する。 新汚染物

質排出許可制度は「環境統計」、「汚染物質排出課金」、「総量規制」、「環境監察」、「環境標準」などを含

む多くの環境保護機能及び制度に代わるもので、 「許可証式管理」を実現した。

1.5中国鉄鋼省エネ・環境保護発展の現状と優位性

3.新しい環境管理制度体系を確立

環境保護部は2016年に『工業汚染源全面排出基準到達計画実施に関する通知』を発表し、要求到

2017年末までに、鉄鋼、火力発電、セメントなどの8つの業界の基準超過問題の改善任務を達成し、同

時に排出標準をさらに厳しくし、2020年末までに各種工業汚染源の持続的な排出基準到達を維持するよ

うに要求した。

（2）環境保護费改税が間もなく施行

2016年12月25日、第十二期全人大常委会第二十五回会議にて『環境保護税法』が可決した。これ

が中国初の生態文明の建設を推進する単独税法であり、2018年1月1日より施行される。そのとき、中国

は長年推進してきた環境保護費の税への変更を正式に開始する。

『環境保護税法』は税収から着手し、企業の汚染物質の排出が多ければ税を多く支払い、汚染物質の

排出が少なければ免税を受けることができ、収益は全て地方に帰し、中央が分配に参加しない。経済構造

調整、発展方式の転換を促進するグリーン税制体系，を構築することで、効果的な拘束奨励体制を形成し、

優れた者には報奨を与え、悪い者には処罰を与え、企業の排出削減を促し、生態文明の建設とグリーン発

展を推進する。



二、新時代中国鉄鋼産業の発展トレンド



(4)

鉄鋼産業は過剰生産
能力解消を深化し、デ
レバレッジを加速しな
ければならない… …

鉄鋼産業は技術革新、
管理革新、モデル革新
を強化しなければならな
い… …

鉄鋼産業は国際
生産能力との協
力を推進し、海外
進出だけでなく、
現地に根を下ろ
し、続けていかな
ければならな
い …

鉄鋼産業は産業
分布を最適化し、
一帯化、複数拠点、
ネットワーク化す
る… …

鉄鋼業界はさらに業界
管理の最適化、国有
企業の改革を推進す
る… …

鉄鋼産業は新農村
建設と農業の現代
化の鉄鋼利用ニー
ズを満たさなければ
ならに… …

冶金工業計画研究院 http://www.mpi1972.com

2.1中国の特色ある社会主義新時代の鉄鋼産業への要求

新発展理念を貫き
現代科経済体系を建設する

中国の経済はすでに高速成長段階から高品質発展段階に転換し、今まさに発展方式を転
換し、経済構造を最適化し、成長源を転換する攻略期である。現代科経済体系の建設は乗

り越えるべき差し迫った要求であり、中国発展の戦略的目標である。

供給側構造改
革の深化

イノベーション
国家の建設加

速 農村振興戦略
の実施

社会主義市場
経済体制の整
備の加速

区域協調発展
戦略の実施

全面開放新局面
の形成推進
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構造転換・高度化の方法：「九化協同（9つの化を協調）」を推進し、バリュー
チェーンを再構築し、産業競争力を常に高める

鉄鋼業界

構造転換

高度化

「九化協同」

バリューチェーンの
再構築

1.9
2.2新時代背景のもと、鉄鋼産業の構造転換・高度化の方法選択

秩序化

標準化

サービ
ス化

スマート
化

国際化

多元化

差別化

品質化

グリーン化



三、イノベーション・提携を深化し第三者市
場を共同開拓する



 両国は鉄鋼のトップダウン設計、コンサルティン

グ、研修などの方面で豊富な成功経験を有して

いる。両国はさらに世界トップクラスの鉄鋼企業

を有し、高レベルなサービスプラットフォームを

共に構築し、需要のある第三の国や地域に関

連サービスを提供できる。
Metallurgical Industry Planning and Research Institute28冶金工業計画研究院

両国間の提携を推進し、第三者市場を共同開拓
し、互恵、全員メリット、 Win-Winを実現する。

 中日両国は鉄鋼大国として、鉄鋼産業の発展
過程にて豊富な成熟した発展経験を蓄積して
いる。国際的な視野と先進的理念を有するトッ
プダウン設計とコンサルティングサービスを共
同で推進していくことができる。

 現在世界最先端の鉄鋼省エネ、環境保護技術

は中国で応用されている。中日両国は鉄鋼方

面で高い革新、研究開発能力を有し、相互補完

の優位性、強強連合の強みを活かし、世界先

進水準の省エネ・環境保護技術装備を研究開

発し、需要のある国と地域で広めていく。

鉄鋼業界の先進的で成熟した発
展理念を伝える

先進的で成熟した省エネ・環境保
護技術を普及する

手を取り合い高水準サービスプラット
フォームを構築する

イノベーション提携を深化し第三者市場を共同開拓する



四、冶金計画院——信頼に足るパートナー
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政府機関の参謀部

業界発展の牽引者

企業計画のシンクタンク

権威資質：冶金工業計画研究院は1972年に設

立された中国唯一の鉄鋼業界の発展計画、コン

サルティングに従事する中央国家機関事業単位

であり、全国第一陣のA級工程コンサルティング

機関の一社である。

ずば抜けた業績：5000以上のプロジェクトを完

成させ、200以上の政府部門、業界団体、400余

りの国内冶金企業、50以上の国際企業にサービ

スを提供。

豊富な人材：90%の職員が修士、博士の学位を

有し、70%が高級技術者の肩書を持ち、50%が政

府特別手当を受ける専門家、国家登録コンサル

ティングエンジニア、教授級高級エンジニアであ

る。

冶金計画院——信頼に足るパートナー
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冶金計画院——信頼に足るパートナー



ありがとうございました！

Address: http://www.mpi1972.com   
李新創:  lixinchuang@mpi1972.com

冶金計画院はあなたの信頼に足るパートナーです
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