
事業環境認識

新中期以降実践すべき2つの最重要課題

①安定収益基盤の確立

カーボンニュートラルへの
移行･社会変革 KOBELCOグループ

収益基盤脆弱化､
企業価値の毀損
事業構造変革と

新たな収益機会の獲得

鉄鋼業界の構造的問題

コロナ禍を契機とした
産業構造の変化

デジタルトランス
フォーメーション

2019年度
（実績）

ROIC 0.9% ROIC 1.1%

ROIC 4.0%

ROIC5%以上
安定収益基盤の確立

事業活動を通じた
社会課題の解決と
経済価値の創出

成長軌道への回帰

KOBELCOが目指す
将来の姿

ROIC8%以上を
安定的に確保し､
持続的に成長する

KOBELCOへ

2020年度
（実績）

2021年度
（見通し）

（2021年8月5日時点）

2022年度 2023年度

サステナビリティの
潮流加速

②カーボンニュートラルへの挑戦

リスク

機会
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KOBELCOグループ中期経営計画（2021～2023年度）

KOBELCOグループは､2016年4月に開始した「2016～2020年度グループ中期経営計画」において､素材系事業･機械系事
業･電力事業の「3本柱の事業体確立」を目指してきました。しかしながら積極的投資を行った自動車軽量化戦略の需要想定
に変化が生じたことやものづくり力の課題の顕在化､素材系事業を中心とした収益力の課題から「3本柱の事業体確立」には
至っておらず、収益力の回復に取り組む必要があります。
また当社グループを取り巻く事業環境に目を向けると､鉄鋼業界を取り巻く構造的問題の加速や､カーボンニュートラルの
実現に向けた社会変革､さらに､DXの進展などが予想されますが､いずれも､事業構造変革と新たな収益獲得の機会として､
積極的に取り組む必要があります。
こうした状況を踏まえ､このたび策定した「KOBELCOグループ中期経営計画（2021～2023年度）」においては､当社グ
ループが実践すべき最重要課題を「安定収益基盤の確立」と「カーボンニュートラルへの挑戦」としました。

新たな中期経営計画の期間を「素材系を中心とする収益
力強化」などの取組みを更に深化させ､当社グループとして
「安定収益基盤を確立」する期間と位置付けます。
新規電力プロジェクトの立上げが完遂し､収益貢献がフ
ルに寄与する2023年度にROIC（投下資本収益率）5%以上

当社グループは､生産プロセスにおけるCO2削減と､当
社グループ独自の技術･製品･サービスによるCO2排出削
減貢献の､これら2つの側面で､この度､2030年目標及び
2050年ビジョンを設定しました。

2050年のカーボンニュートラル達成に向け､当社独自
技術の開発推進､外部の革新技術の活用などにより､生産

鋼材事業の収益基盤強化
• 長期的に内需減少が進む想定の中､粗鋼生産量630万t

 の前提で安定収益を確保できる体制を構築し、更には
600万tでも黒字が確保できる体制を構築します。

新規電力プロジェクトの円滑な立上げと安定稼働
• 神戸1･2号機､真岡1･2号機の安定稼働に加えて､神戸

3･4号機の営業運転を開始することで､2023年度から
400億円程度／年の収益を確保します。

素材系事業 戦略投資の収益貢献
• 自動車軽量化に係る戦略投資については､需要拡大時期
の後ろ倒し､ものづくり力の課題などがあるものの､引き
続き自動車軽量化へのニーズは高く､早期の収益貢献を
実現します。

①安定収益基盤の確立

②カーボンニュートラルへの挑戦

の収益レベルを確保し､さらに､将来の姿として､ROIC8%

以上を安定的に確保し､持続的に成長する企業グループを
目指します。
そのために､次の5つの重点施策などを着実に実行します。

プロセスにおけるCO2削減に果敢に取り組んでいきます。
またMIDREX®､自動車軽量化･電動化への素材供給など､
CO2排出削減に貢献する多様なメニューと技術の融合を可
能にする強みを活かし､これらメニューの需要拡大をビジネ
スチャンスとして捕捉していきます。

不採算事業の再構築
• 需要環境や産業構造の変化する中､2019年度に固定
資産減損を行った鋳鍛鋼事業､チタン事業に加え､赤字
が継続しているクレーン事業については､合理化により､ 
2021～2022年度にかけて黒字化を図っていきます。

機械系事業 収益安定化と成長市場への対応
• 機械事業並びにエンジニアリング事業は､CO2削減をは
じめとした環境貢献メニューを拡充し､グループ内連携を
促進しながら､成長市場に積極的に取り組んでいきます。

• 建設機械事業は､中国市場への依存度の高い収益構造
からの脱却､建設業界の働き方変革などのソリューショ
ンを提供する「コト」ビジネスの収益化､現場設置ノウハ
ウの提供などの建設機械周辺ビジネスの事業化を進め
ていきます。

※1 削減目標の対象範囲の大半が製鉄プロセスでの削減。2020年9月公表時から見直し（BAUベースから総量ベースへ変更した上で､当社独自ソリューションの活用拡大を加味）
※2 当社グループ独自の技術･製品･サービスを通じて社会の様々な分野でCO2排出削減に貢献
※3 2020年9月公表時の算定式を見直し

2030年目標 2050年ビジョン

生産プロセス
におけるCO2削減

30～40%※1

（2013年度比）
カーボンニュートラルへ挑戦し､

達成を目指す

技術･製品･サービスによる
CO2排出削減貢献※2

6,100万t
（うちMIDREX®4,500万t以上※3）

1億t以上



社会の変化

CO2削減2030年目標

30～40%削減CO2排出量

CO2削減2050年ビジョン

省エネ技術の追求､スクラップ活用拡大

AI高炉炉熱予測システム､AI操炉®の活用による効率最大化

高炉CO2排出低減の当社独自ソリューション活用拡大

➡更なる生産･販売拡大商用化開始
普及に向けた更なる技術改良

低CO2鋼材のお客様ニーズ拡大 脱炭素鋼材
ニーズ拡大

CCUS/安価･大量なゼロエミ水素
技術の確立･商用化

COURSE50､フェロコークス　開発･実証･実用化

開発･実証･実用化

ゼロエミ電力の普及

高炉（断面図）

電炉による高級鋼製造　　導入検討･開発･実証･導入 脱炭素化加速

Super COURSE50
水素還元製鉄

実用化･
商用化の加速

実証完了

CO2削減
+約20%を
実証済み

CO2削減
約20%

高炉における
CO2削減

革新･超革新
技術

複線
アプローチ

カーボンニュートラル
への挑戦

政策・外部環境の変化 社会的な技術革新 当社主体の活動 開発・実証・実用化

社会の変化 政策・外部環境の変化 社会的な技術革新 当社主体の活動 開発・実証・実用化

2013 2020 2030 2050

2013 2020 2030 2050

当
社
製
鉄
プ
ロ
セ
ス
の

CO2
削
減

CO2削減2030年目標
CO2排出削減貢献度

CO2削減2050年ビジョン

直接還元鉄世界シェア6割のMIDREX®-NG（天然ガスベース直接還元）の生産量拡大
電炉生産量拡大･還元鉄需要の高まり

CO2関連規制の強化

低品位鉄鉱石活用技術　開発･実証･商用化

開発･実証･商用化

高炉から電炉への転換➡直接還元鉄ニーズの更なる拡大
直接還元鉄製造に適した高品位鉄鉱石の不足

開発･実証
完了

ソリューション提供開始
更なる技術改良➡

インフラの整った
国･地域から順次拡大

世界における安価･大量な
ゼロエミ水素技術の確立･商用化

高炉向けHBI需要の高まり

➡ソリューションの拡大

電炉事業拡大・鉄源不足への対応 高炉へのCO2削減ソリューション提供 水素還元による製鉄法への挑戦（MIDREX®-H2）

CO2削減貢献
4,500万t以上/年

CO2削減貢献
1億t以上/年

MIDREX®-NGTM

（天然ガスベース
直接還元）

製鉄工程
CO₂低減

ソリューション

MIDREX®-H2
TM

（100%水素直接還元）

複線
アプローチ

世
界
鉄
鋼
業
の

CO2
排
出
削
減
貢
献

高炉ガス
CO：21～25％
CO2：20～23％
N2  ：約50％
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既存技術の追求（省エネ技術､スクラップ活用拡大､AI操
炉®他）と､革新技術（COURSE50､フェロコークス等）に
加え､2021年2月に公表した当社独自技術である高炉での

当社グループの独自技術であるMIDREX®プロセスは､
天然ガスを使った直接還元製鉄法であり､世界の直接還元
鉄市場で約6割のシェアを有しています。電炉向けの需要
拡大､高炉向けのCO2削減ソリューションの提供､水素還

製鉄プロセス カーボンニュートラルに向けたロードマップ  MIDREX®プロセスによるCO2排出削減貢献ロードマップ

MIDREX®プロセスの活用により､CO2排出削減分野で業
界をリードし､他社との差別化を図ります。また､電炉によ
る高級鋼製造の導入についても検討を進めていきます。

元製鉄法への挑戦など､MIDREX®プロセスを通じたCO2

削減ソリューションを提供することで収益拡大とCO2排出
削減貢献を図っていきます。

高炉法

MIDREX®プロセス

製鉄工程におけるCO2低減ソリューション

MIDREX H2
TM（100%水素直接還元）

なぜCO2発生量が多いのか？
鉄鋼生産で排出するCO2の約8～9割は高炉工程で発生します。その理由は､
高炉の2つの機能によるものです。
①鉄鉱石の還元
コークスに含まれる炭素を使い､鉄鉱石から酸素を取り除きます。
Fe2O3＋3CO→2Fe＋3CO2 　
②鉄を溶融させる（個体→液体）
炭素を燃やす際の燃焼熱や還元時の反応熱を用いて鉄を溶かします。
この機能により､鉄くずを溶かす電炉方式に比べて､不純物の少ない高級鋼材
を製造することができます。

MIDREX®プロセスとは､米国のKOBELCOグループ
100%子会社（Midrex Technologies, Inc.）が有する直接
還元製鉄法に関する技術です。
天然ガスを使った直接還元製鉄法であり､天然ガスベー
スでは、世界の約80%（還元鉄全体では約60%）を占める

リーディングプロセスです。高炉法に比べ､製鉄工程での
CO2排出量を20～40%抑制できることなどが特長であり､
世界で90基以上の納入実績があります。
ミッションストーリーMidrex社社長インタビュー

（P.30-32）もご参照ください。

高炉にMIDREX®プロセスで製造したHBI※（還元鉄）を
多量に装入し､高炉からのCO2排出量を削減する技術の
実証に成功しました。詳細はP.70をご参照ください。

MIDREX®プロセスは段階的に天然ガスを水素に置き
換えて運転することが可能であり､さらなるCO2排出削減
を実現することができます。加えて、大規模な追加投資な
く100%水素ガスを還元剤として利用する水素還元製鉄
法に移行できることを確認しています。

Midrex社は､世界最大の鉄鋼メーカーであるArcelorMittal

社が進める水素を活用した低炭素製鉄の研究･開発におい
て､水素を活用した直接還元製鉄法の技術サプライヤーと
して採用され､同社と共同開発契約を締結しました。
その一環としてMidrex社は､同社が保有する技術を活
かし､ArcelorMittal社のドイツ･ハンブルク工場内に建設
される計画の水素を活用した還元鉄製造実証プラントの
設計を実施する契約を併せて締結しています。
この実証プラントでは､天然ガスを還元剤とする既設の

※  Hot Briquetted Iron（熱間成形還元鉄）の略。還元鉄はそのままでは長距離輸
送に適さないため､還元炉より排出された高温の還元鉄をある程度の大きさの塊
（Briquette）に押し固めたものです。

直接還元鉄プラントの炉頂ガスに含まれる水素を回収し､
水素還元の実証を行います。年間約10万tの還元鉄を生産
する予定であり､水素のみを還元剤とする直接還元鉄プラ
ントとしては世界最大規模となります。

ArcelorMittal社ドイツ・ハンブルク工場
既設の直接還元鉄プラント



下水 汚泥

下水処理

（株）神鋼環境ソリューションの下水汚泥関連事業

下水汚泥由来の灰も石炭灰と混ぜ有効利用
→埋立処分不要

カーボンニュートラルな
バイオマス燃料として利用

消化・減容化

神戸発電所
抽気蒸気

水電解式

貯蔵
水素発生装置
「HHOG」

下水汚泥の燃料化

石炭と汚泥燃料の混焼

設備で熱回収

発電機

燃料化製品

下水汚泥燃料化～水素製造供給の取組み

背圧タービン

※ガソリンエンジン車＝ICEV､ハイブリッド車＝HEV､PHEV､電気自動車＝BEV､電動車＝HEV、PHEV、BEV、FCEV

当社製品

当社グループの自動車電動化への貢献
主な用途（対象部材） 期待される効果

鋼材:高張力鋼板（超ハイテン） ボデー骨格､バンパー､
ドアインパクトビーム

電磁気部品（モーターなど）
冷間鍛造部品
（ギア､シャフト類など）

軽量化による特性向上
（電動化による重量増緩和）
•ハイブリッド車の燃費改善
•電気自動車の航続距離延伸
•衝突安全性の向上
（制動距離増加の緩和）など

アルミ:押出加工品
アルミ:パネル材 フード､ドア､ルーフ､フェンダー

サスペンションアルミ:鍛造サスペンション
鋼材:軸受鋼､特殊鋼線材
鋼材:純鉄系軟磁性材料（線材） 電動車の特性向上
鉄粉:磁性鉄粉
チタン:NCチタン 燃料電池スタック 燃料電池車の特性向上

社会の変化 社会的な技術革新 当社主体の活動 開発・実証・実用化
2013 2020 2030 2050

CO2削減2030年目標

CO2排出量

CO2削減2050年ビジョン

蒸気活用による熱供給･水素供給など都市･地域全体の総合効率向上の取組み

高効率GTCCによる低CO2発電を継続

都市･地域バイオマス混焼　　開発･実証➡ 実用化
適用バイオマスの拡大検討･利用促進

アンモニア
混焼開始

混焼率
拡大

安価･大量なゼロエミアンモニア
技術確立･商用化

カーボンニュートラル
都市ガスの普及･商用化

カーボンニュートラル
都市ガス最大活用

商用化に応じて順次適用

アンモニア混焼検討 ➡ ➡ 専焼への
挑戦➡

カーボンニュートラル
への挑戦

高効率化

アンモニア

脱炭素化
ガス活用

当
社
電
力
事
業

石
炭
火
力

ガ
ス
火
力

2013 2020 2030 2050

液化CO2

タンク

洋上風力
発電タワー

溶接材料･高能率施工法
開発･実用化

適用拡大

適用拡大

適用拡大

高張力鋼用溶接材料
開発･実用化

極低温用鋼用溶接材料･施工法
開発･実用化

溶
接
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

CO2

削
減
貢
献

石炭火力高効率化
USC以上

政策・外部環境の変化
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カーボンニュートラルに向けた取組みとして､主要国の
多くが電動化目標を打ち出しており､自動車メーカーは電
動化への取組みを加速しています。当社グループは､電動
車の特性向上に寄与する軸受鋼、特殊鋼、磁性材料、チタ
ン箔などの製品により､自動車の電動化に貢献しています。

神戸発電所の石炭火力発電においては､発電所の蒸気
をもとに周辺地域に熱や水素を供給することで､地域全体
でエネルギー利用の高効率化を図っていきます。さらに､
電力事業部門とエンジニアリング事業部門が連携し､バイ
オマス燃料（下水汚泥､食品残渣）の混焼､アンモニア混
焼などのCO2削減の取組みを強化し､世界最先端の都市
型石炭火力発電所を目指していきます。また､真岡発電所

自動車分野への取組み

再生可能エネルギーへの取組み

電力事業 カーボンニュートラルに向けたロードマップ

また､自動車の軽量化は､従来のガソリンエンジン車の
燃費向上だけでなく､電気自動車の航続距離延伸にも効果
を発揮します。自動車軽量化に寄与する素材･部品供給な
どを通じ､CO2排出削減貢献に取り組んでいます。

におけるガス火力発電においては､高効率GTCCによる低
CO2発電の安定操業を継続いたします。
さらに､神戸発電所においては､アンモニアの混焼率拡
大を進め､最終的には専焼へ挑戦していきます。また､真岡
発電所では､カーボンニュートラル都市ガスの最大活用
を検討しており､これらの施策により2050年のカーボン
ニュートラルへ挑戦し､達成を目指します。

溶接ソリューションでの取組み
都市･地域バイオマス混焼 :地域の未利用エネルギーの有効活用に向けた取組み

長期的には､世界的な一次エネルギーの大きな構成変
化により､化石燃料から天然ガスや再生可能エネルギー
への転換が予想されます。当社グループは機械系事業にお
いてこうした分野に寄与する技術･製品･サービスの提供を
通じて､CO2排出削減貢献に取り組んでいくほか、溶接事業

液化CO2貯蔵タンク
液化CO2貯蔵タンクには､高張力鋼の適用が計画されて
いますが､今後､極低温用鋼の適用可能性も高まっていま
す。これまで当社は､極低温用鋼を適用した舶用燃料タンク
向けに高能率なエレクトロスラグ溶接法の溶接材料･施工
法の開発を進めており､今後､液化CO2貯蔵タンクに対して
もこの開発技術を展開することができると考えています。高
品質､高能率な溶接施工を提案し､液化CO2貯蔵タンクの建
造需要に応えることにより､CO2循環のインフラ構築に貢献
し､CO2削減につなげていきます。

洋上風力発電タワー
洋上風力発電タワーの溶接では､特殊な溶接施工法が
用いられ､狭開先､高速溶接性､高じん性などの高品質で､
高能率な技術が要求されます。当社でも溶接材料と施工
法の開発に着手し､実用化を推進しています。特に､国内市
場では､洋上風力発電の導入期にあり､
発電コストを低減するための溶接施工
の高能率化がニーズとして考えられま
す。高能率な施工法及び最適な溶接
材料の開発を進め､強みである溶接ソ
リューション提案により顧客価値を高
めることで､溶接分野から洋上風力発
電を支え､CO2削減に貢献します。

下水汚泥処理事業を手掛ける（株）神鋼環境ソリュー
ションと神戸発電所との共同で､下水汚泥の燃料化と神戸

をはじめ素材系事業でも独自の技術・製品・サービスで再
生可能エネルギーへの転換に貢献していきます。
機械系事業の取組みについては､P.56-59をご参照くだ
さい。

発電所での下水汚泥バイオマス燃料の混焼を計画してい
ます。




