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北京中日聯節能環保工程技術有限会社の概要
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日鉄エンジニアリング 北京首鋼国際工程

 中国にて、中国企業(外資合弁)として2003年から事業活動を展開。

 鉄鋼会社及びコークス製造会社向けに省エネルギー・環境保護のプラントを販売。

1. 設立 2003年9月

2. 株主 日鉄エンジニアリング株式会社 ：60%
北京首鋼国際工程技術有限公司 ：40%

3. 所在地 北京市石景山区石景山路20号中鉄建設大厦13階

4. 従業員数 134人

5. 事業内容 中国およびその他第三国におけるコークス乾式消火設備、乾式脱硫脱硝設備、
及びその他省エネルギー・環境保護設備の設計・製造・販売等

北京中日聯節能環保工程技術有限会社
Beijing JC Energy & Environment Engineering Co., Ltd. (略称：BE3)

 確かな設計技術力
 優良なアフターサービス

 省ｴﾈ・環境設備の先進的技術
 豊富な建設実績

中国における製銑分野の先進的な省エネルギー・環境設備の導入を目的に設立
BE3 会社概要



省エネ・環境設備
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3. 電気炉ダスト用回転炉床炉設備
EAF Rotary Hearth Furnace(略称：EAF-RHF)

2. 乾式脱硫脱硝設備
Dry De-SOx De-NOx System (略称：DDDS)

1. コークス乾式冷却設備
Coke Dry Quenching System (略称：CDQ)



コークス乾式消火設備(CDQ)

5

 コークス乾式消火設備(CDQ)とは…

● コークス炉から持ち出される約1,000℃の赤熱コークスの顕熱を不活性ガスにより回収し、

ボイラーにて蒸気を作り出す設備。 (*蒸気によるCO2排出なしで発電が可能 ⇒ CO2削減に貢献)

⇒ 100t/h CDQの場合、1基当たりのCO2削減量は年間約16万ton (重油炊きボイラー比)

● 従来技術と比較し、熱エネルギーの回収、ダスト排出量低減という点で省エネ・環境保護に貢献。

● 中国では、CDQの普及に伴いコークス炉操業でCDQ設置が必須(*)に。(*2005年：鉄鋼業開発政策 等)

従来技術(湿式消火) CDQ(乾式消火)

散水にてコークスを冷却

-コークス顕熱を大気放散
-ダスト排出量大

密閉空間に不活性ガスを循環させ
コークスの顕熱を回収し冷却

- コークス顕熱を無駄なく回収
⇒ 蒸気発生＆発電

- ダスト排出量小

高
炉

石炭
(粉状)

鉄鉱石 石灰

コークス工場

焼結工場

コークス

焼結鉱

溶銑

CDQで冷却・蒸気発生・発電CDQが用いられるプロセス

CDQのメリット



コークス乾式消火設備(CDQ)
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 BE3のCDQの特徴

① 最高水準の蒸気発生率（600kg/ton-coke）

② 中国内外での大型CDQの豊富な納入実績

③ ⾧寿命、安定且つ高い稼働率 (稼働率：95%以上)

 BE3のCDQ実績

● 中国 … 70基超

● 中国外 … インド ：10基 (*日鉄エンジニアリング/BE3として)

ベトナム： 2基

河北省/首鋼京唐鋼鉄向け(260t/h)

インド/TATA Steel/Jamshedpur Works向け(135t/h)

TATA Steel/Kalinganagar/3unit

JSW Steel/Vidyanagar/4unit

Formosa Ha Tinh Steel/2unit
TATA Steel/Bhushan/2unit

TATA Steel/Jamshedpur/1unit

中国で昨年1年間で約1,100万tonの

CO2削減に貢献(重油炊きボイラー比)



省エネ・環境設備
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2. 乾式脱硫脱硝設備
Dry De-SOx De-NOx System (略称：DDDS)

1. コークス乾式冷却設備
Coke Dry Quenching System (略称：CDQ)

3. 電気炉ダスト用回転炉床炉設備
EAF Rotary Hearth Furnace(略称：EAF-RHF)



乾式脱硫脱硝設備(DDDS)
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 乾式脱硫脱硝設備(DDDS)とは…

● 活性炭を用いて排ガス中(*)のSOx、NOx、ダスト、ダイオキシン、水銀などを除去する設備。
(*焼結機、コークス炉、発電ボイラー、ごみ焼却炉、セメントキルン等の排ガス)

● DDDSは他の脱硫脱硝技術(*)と比較して以下の特徴有。(*半乾式脱硫(or 湿式脱硫)+SCR脱硝)

① 他の設備では難しいダイオキシン類や水銀等の重金属類の環境負荷物質も除去(*約95%)も可能。

② 固体廃棄物が排出されない為、産業廃棄物処理が不要。

河南省/舞鋼中加鋼鉄/焼結機排ガス向け

DDDSプロセス



乾式脱硫脱硝設備(DDDS)
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 DDDSの歴史

● 1965年、住友重機械工業㈱は、DDDSの開発に着手。

1987年に商業機を初納入。

● 2017年、住友重機械工業㈱から

日鉄エンジニアリングにDDDS事業を譲渡。

更にBE3に技術を移管し、中国でのDDDS事業を展開。

● 2020年、事業譲渡後の初号機(*)が稼働開始。

(*河南省舞鋼中加鋼鉄向け焼結排ガス用DDDS) 

DDDS開発着手

1987年

新日本製鐵㈱(旧称)に
焼結機排ガス用を納入

*初商業機

2002年

電源開発㈱ 磯子火力発電所に
石炭焚きボイラー用納入

*発電所向け初

2017年

2020年

山西省太原鋼鉄に焼結排ガス用納入
*中国全土で初のDDDS導入

2010年

事業譲渡後、中国での初号機納入
*河南省舞鋼中加鋼鉄向け

焼結機排ガス用DDDS

DDDS事業の変遷

BE3に技術移管し中国事業展開

1965年

*中国では環境規制強化(2015年~)により脱硫脱硝設備の重要性増大

住友重機械工業㈱から日鉄エンジニアリングへ
DDDS事業譲渡(技術移管)

2015年 中国/環境規制強化
‐宝鋼湛江、江蘇永鋼DDDS等が立上

商業化～事業譲渡までに15基納入



乾式脱硫脱硝設備(DDDS)
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 BE3のDDDSの特徴

● DDDSのパイオニアとして⾧年に渡って技術開発を行い、以下の技術的改良を実現。

① 少ない活性炭で高い脱硫脱硝性能を発揮

② ダスト飛散対策による高い除塵性能 (5mg/Nm3程度)

③ 耐腐食・耐摩耗対策の徹底による⾧寿命安定稼働の実現

④ 活性炭の損耗量低減による低いランニングコスト

● 設備納入以降も定期設備診断や活性炭性能評価等、

⾧期安定稼働の為のアフターサービス(*)も充実。
(*中国では河南省舞鋼中加鋼鉄と3年間のアフターサポート契約を締結)

 DDDSの実績

● 中国 ： 3基 (全て焼結機用)

● 日本 ：10基 (焼結機用5基、発電所用2基、ごみ焼却炉用2基、セメントキルン用1基)

● その他： 3基 (全て焼結機用 *韓国2基、オーストラリア1基)

※稼働期間：20年以上…4基、10～20年…11基、10年未満…1基

⾧期間の安定稼働実績多数有 (中国で10年以上安定稼働したDDDSは当社製のみ)

山西省/太原鋼鉄/焼結機排ガス向け



省エネ・環境設備
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3. 電気炉ダスト用回転炉床炉設備
EAF Rotary Hearth Furnace(略称：EAF-RHF)

2. 乾式脱硫脱硝設備
Dry De-SOx De-NOx System (略称：DDDS)

1. コークス乾式冷却設備
Coke Dry Quenching System (略称：CDQ)



電気炉ダスト用回転炉床炉設備(EAF-RHF)
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 RHFとは…

● 製鉄所から排出される様々なダスト(電気炉・高炉ダスト等)から亜鉛を回収(*)し、

還元反応により金属鉄を多く含んだ直接還元鉄(DRI)を製造するリサイクル設備。
(*回収した亜鉛は高品質の亜鉛精錬原料として販売可能、70~90%の亜鉛が回収)

 中国における電気炉ダスト向けの

RHF普及による環境保護への貢献

● 中国/第14次五ヶ年計画にて、

電気炉鋼の生産比率を約10%(2020年)から

20%(2025年)まで引き上げる目標(*)。
(*2020年度粗鋼生産ベースで約1億ton/年の増加)

● 20%になると電気炉ダスト(危険廃棄物)は

200万ton/年程度増加する見込み。

電気炉ダスト(危険廃棄物)を再利用できる

RHFは、環境保護への貢献に繋がる

RHFプロセス

電気炉ダスト+炭材

RHF電気炉

DRI

粗酸化亜鉛
バグハウス

スプレー冷却塔
混錬機

成型機



13

 電気炉ダスト処理の従来技術との差

● 従来技術(キルン炉)では、亜鉛回収後のダストは再利用が出来ず埋立等の処理が必要であるが、

RHFでは、亜鉛回収後のダストを原料として再利用出来る(=埋立等の処理不要)。

● 加えて、従来技術(キルン炉)と比較して亜鉛回収率(70~90%)が高く、また回収亜鉛の

品質(純度)も高い為、回収した亜鉛販売による収益性が高い。

 RHFの実績

● 電気炉ダスト用 ：2基 (日本向け) 電気炉ダスト用RHFの開発に成功 (当社のみの技術)

● 高炉ダスト他用 ：6基 (日本 : 2基、その他 : 4基)

従来技術(キルン炉) EAF-RHF

日本/朝日工業㈱/電気炉向けRHF

1. 亜鉛回収後のダストは再利用不可

埋立等の処理が必要

2. 低い亜鉛回収率・亜鉛品質(純度)

⇒ 亜鉛販売量・価格が劣る為、

総合的な経済性は低い

1. 亜鉛回収後のダストは原料として

再利用が可能

2. 高い亜鉛回収率・亜鉛品質(純度)

⇒ 亜鉛販売量・価格が優れる為、

収益性が高い

電気炉用ダスト処理の技術比較

高炉ダストと異なる電気炉ダスト固有の以下課題を克服

① Zn含有率が高い (高炉系ダストの数十倍) 
② Zn以外の揮発成分の含有率が高い (*Na, K, Cl等）

電気炉ダスト用回転炉床炉設備(EAF-RHF)

※今後BE3は日鉄エンジニアリングから正式に技術導入予定



ご清聴ありがとうございました

第15回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

北京中日聯節能環保工程技術有限会社 / 日鉄エンジニアリング株式会社


