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編集後記
＜特集：エネルギー・環境＞
＊近年，地球温暖化が大きな社会問題に
なっていますが，CO2などの温室効果ガ
スの増加がこの現象に大きな影響を及ぼ
しているといわれています。当社グルー
プは，地球温暖化問題に対応できる技
術・製品の研究開発にも力を入れていま
す。本特集号では，省CO2をはじめとす
る地球温暖化問題に焦点を当て，当社グ
ループが持つユニークな技術・製品・サ
ービスを紹介しました。
＊使用時にCO2を発生しないクリーンな
エネルギーとして利活用が期待されてい
る水素関連技術をご紹介しました。また
省エネ／創エネ技術をはじめ，CO2発生
量の少ないLNG燃料への対応技術や天
然ガスを使って還元鉄を製造する技術な
ど，温室効果ガスの発生量を直接的に削
減する技術や，さらには発生したCO2を
分離回収する技術もご紹介しました。
＊低炭素の国産エネルギー源である再生
可能エネルギーの増加に伴い，必要性が
高まると考えられる余剰電力の貯蔵技術
も商品化に向けて開発中です。
＊再生可能エネルギーによる発電を増加
させるには，安定的に発電可能なベース
電源も重要になります。本特集号でご紹
介した火力発電所は大消費地に近い内陸
部に建設した環境に最大限配慮した高効

率のもので，レジリエンス効果が高く，
消費地への送電ロスが少ないという大き
なメリットがあります。電力系統の安定
化と合わせ，電力システム全体としての
CO2削減にも寄与するものと考えていま
す。
＊原子力分野や化学兵器処理分野の技術
も取り上げました。原子力エネルギーは
温室効果ガスの発生を伴わないエネルギ
ーです。本特集号では放射性廃棄物の処
理に関わる技術を中心にご紹介しまし
た。また化学兵器処理技術では，当社が
得意とする高圧容器の中で爆発処理させ
ることによって無害化させるなど，当社
独自の技術をご紹介しました。
＊豊かな社会を維持・創造するうえでエ
ネルギーの需要は今後とも増大するもの
と考えられます。また，エネルギーの活
用と同時に地球環境に配慮することは今
後ますます重要になってくるといえま
す。当社は今後も，エネルギー・環境の
分野において優れた技術・製品・サービ
スをご提供することによって世の中に貢
献できるよう取り組んでいく所存です。
本特集号について，ご意見やご要望など
がございましたら事務局までお寄せくだ
さい。ご連絡をお待ちしております。

（原田孝夫）

次号予告
＜特集：素形材＞
＊「素形材」という言葉は一般的になじ
みの薄い言葉ですが，鋳造・鍛造・粉末
冶金等によって三次元形状を与えられた
素材のことを指します。当社はこの素形
材事業において，創業以来100年を超え
る歴史を持ちます。
＊当社は2020年 4 月 1日，これまでの素
材系のさまざまな事業に対し，「素材」
と「部品」（素形材）という観点で組織
改編を行い，鋳鍛鋼・アルミ鋳鍛・チタ
ン・サスペンション・アルミ押出・銅板・
鉄粉の 7ユニットから成る「素形材事業
部門」を発足させました。
＊鋳鍛鋼ユニットにおいては，舶用ディ
ーゼル機関用クランク軸をはじめとし
て，機関とプロペラをつなぐ軸・舵（か
じ）などの船舶向け部品に加えて，各種
圧延用ロール・プラスチック金型向けの
鍛造素材なども製造しております。
＊アルミ鋳鍛ユニットでは，航空機部品
製造により培われた「高精度・高品質」
の鋳鍛造技術を基盤とし，鉄道車両部
品，半導体・液晶製造装置部品などの製
品メニューも有しています。
＊チタンユニットでは，電力・化学プラ
ント，航空・宇宙，海洋，建材などの分
野に向けた純チタンおよびチタン合金の
鍛造品・圧延品を製造，販売しておりま
す。近年では，スポーツやレジャー，医
療・福祉の分野にもチタン製品は広がり
を見せています。
＊サスペンションユニットでは，自動車
向け足回り部品用の鍛造品を製造してい
ます。国内最大の6,300トン高速プレス
による一貫生産ラインを有し，材料開発
から部品設計・評価までのトータル対応
で自動車軽量化に貢献しています。

＊アルミ押出ユニットでは，自動車・鉄
道車両・船舶など幅広い分野の製品を製
造しています。材料開発技術に加えて薄
肉・高精度押出技術を有し，部品設計・
評価技術により超軽量化ニーズに対応し
ています。
＊銅板ユニットでは，電子材料用の高性
能銅合金板を製造しています。パワーデ
バイスおよびICの高集積化に対応した
高強度・高伝導率性リードフレーム材，
耐熱性に優れた端子・コネクタ材などに
使用されています。近年は，自動車・民
生用端子向けなどの新たなニーズにも対
応しています。
＊鉄粉ユニットでは，粉末焼結品を自動
車産業向けに提供しているほか，電磁部
品・土壌改良用機能材・脱酸素剤など，
幅広い分野に向けて製造しています。
＊素形材事業における製品の多くは，そ
のまま各種機械に組込まれる部品となる
ため，お客さまごとに製品の材質・形状
が異なり，それぞれの性能・特性の要求
を満足することが求められます。素形材
事業部門の 7ユニットは扱う素材と部品
は異なるものの，原材料から部品までの
トータルの製造技術や，お客様のニーズ
におこたえするために必要な部品設計・
評価技術は共通する部分は多くありま
す。したがって，「素形材事業部門」の
発足によってこれまで以上にシナジー創
出が可能になると考えます。
＊次号の「特集：素形材」では，当社が
進めてきた新製品・材料開発，成形技術・
品質評価技術などに関する最新の取り組
み状況をご紹介いたします。関係分野の
皆さまに当社製品と技術をご理解いただ
ける一助となれば幸甚に存じます。

（松田真理子）
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We would like to express our sincere gratitude for your continued support and cooperation.

Attached please find Vol.70, No. 1 of the R&D Kobe Steel Engineering Report. 

If there is any correction or change of address, contact name, etc., please fill in the 
required information in the change notification below and contact us by fax or by e-mail.

Best wishes for your continued success,


