
日機連1 8環境安全－9

平成 1 8 年度

地球温暖化防止に役立つ

省エネルギー技術普及支援調査研究報告書

社団法人　日本機械工業連合会

社団法人　日本プラント協会

平成 1 9 年 3 月

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
http://keirin.jp/

環境安全9-扉.qxd  07.3.26 9:04 PM  ページ 1

CDM
長方形

CDM
長方形

CDM
長方形

CDM
長方形

CDM
長方形

CDM
長方形

CDM
長方形

CDM
長方形



 

序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業に

おいても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環境問題で

は、京都議定書の第一約束期間開始を１年後に控え、排出権取引やＣＤＭなどの柔軟

性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温室効果ガスの削減

目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。また、欧州化学物質規制を

はじめとする環境規制も一部が発効し、その対応策が新たな課題である一方、新たな

ビジネスチャンスとも考えられます。 

 他方、安全問題も、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の実施や、平成１３年には厚

生労働省から「機械の包括的な安全基準に関する指針」が通達として出され、機械工

業にとってきわめて重要な課題となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、

それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国

機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が求められて

おります。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる事業を

発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求するため、早期

からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。平成１８年度には、海外環境動

向に関する情報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安全対策の策定など具体的課

題を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして社

団法人日本プラント協会に「地球温暖化防止に役立つ省エネルギー技術の普及及び支

援調査研究」を委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご

参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  
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世界的な地球温暖化効果ガス排出量の増加による気候変動問題に対処するため、先進

国の温室効果ガス排出量の削減目標を定めた京都議定書が一昨年発効し、各国は目標達成

に取組んでいます。わが国は第 1 約束期の排出量削減目標(1990 年比 6％減)の達成に懸命

の努力をしていますが、世界に先駆けて省エネルギー技術の進歩したわが国は、国内にお

ける削減対策だけでは目標達成が困難な状況にあり(現在 1990 年比約 8％増加)、CDM 及

び JI 等の柔軟対策の適用が必要な状況にあります。 

一方これからは、膨大な人口を抱える BRICs (ブラジル、ロシア、インド、中国、(南

アフリカ))を始め開発途上国の経済発展によるエネルギー消費量とそれに伴う温暖化効果

ガスの急速な増加が予想されています。昨年 11 月開催された京都議定書第 2 回締約国会合

（COP／MOP2）においては、開発途上国を含めた 2013 年以降の温室効果ガス削減の取り

組みを協議することが合意されています。 

一方、エネルギー及び環境問題により効果的対応をするため、昨年クリーンで効率的

な省エネルギー技術の開発・普及・移転を促進するため日、豪、中、米、印、韓の 6 カ国

による｢クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ｣が立ち上げられ、エ

ネルギー・環境技術の地域協力の推進に官民一体となって取組むことが合意されました。

特に今後急速な燃料消費量の増加が予想される中国及びインドを始めエネルギー多量消費

国への高効率技術・省エネルギー技術の移転・普及は緊急を要する世界的な課題になって

います。 

優れた技術を保有するわが国は、政府取組みに協調した民間企業レベルでの技術の地

域交流を推進し、官民一体となって地球規模のエネルギー・環境問題に取組むことが期待

されています。わが国の優れた技術の海外への普及はこれらの問題の解決に有効であると

ともに、翻ってわが国産業界にとっては大きなビジネスチャンスとなり、更なる技術の発

展を促す機会でもあります。 

上記の状況下、当協会は社団法人  日本機械工業連合会の委託を受け、インドのエネル

ギー多消費型産業を対象に｢地球温暖化防止に役立つ省エネルギー技術の普及及び支援調

査研究｣を実施致しました。本調査研究の成果が関係各位のお役にたてば幸甚に存じます。 

平成 19 年 3 月 

社団法人 日本プラント協会 

会 長 伊  藤  源  嗣  
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第 1 章 総 論 

まえがき 

１） 本調査研究の目的 

 エネルギー資源の枯渇及び大気圏二酸化炭素(CO2)濃度上昇による地球温暖化が

危惧されている。近年、十数億の巨大人口を抱える中国やインドを始めとする開発

途上国は目覚しい経済発展を遂げつつあるが、それに伴う化石燃料消費量の急速な

増加は、燃料資源及び地球温暖化問題に大きな影響を及ぼすようになりつつあり、

国連の気候変動枠組み条約においては、開発途上国により積極的な地球温暖化問題

への取組みを求めようとしている。このような状況下、我が国政府主導によりクリ

ーンで高効率・省エネルギー技術の開発・普及・移転を行うための日、豪、中、米、

印、韓６カ国によるアジア太平洋パートナーシップ(APP)が立ち上げられ、国際的

な協力活動が進展しているが、特に今後エネルギーの膨大な消費が予想される中国

やインドなどへの高効率・省エネルギー技術の移転・普及は世界的な緊急を要する

課題となっている。 

 このような情勢において、政府の取り組みに協調して企業レベルにおいてもそれ

らの開発途上国との交流を促進し、官民一体となった高効率・省エネルギー技術の

普及活動が期待されている。我が国の高効率省エネルギープラント技術は世界の

先端をいくものであり、その普及はエネルギー資源の問題や地球温暖化問題に貢献

することが期待され、我が国のプラント産業界にとっては大きなビジネスチャンス

となり、関連機械産業等への波及効果も期待される。 

２） 本調査研究の対象 

 日印の協力が両国政府の喫緊の課題になっている今日、本調査研究は先ずインド

を対象として、我が国の高効率省エネルギー技術の導入可能性とそのための支援策

を調査研究し、我が国の高効率省エネルギー製品の普及に資することを目的とした。

産業分野としてはインド経済を支える製造業、特にエネルギー多消費型産業である

電力、鉄鋼、セメント、化学・肥料、石油・石油精製、環境関連を対象とした。中

でも既調査による参考情報が少なく、エネルギー使用量が も多く膨大な発電プラ

ントの建設が計画されている電力分野により注目した。 

３） 情報の収集 

 情報は国内及びインドで発行されている文献及びインターネットによる収集の
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他に、現地関連機関のヒアリングを行い情報の信頼性向上を図ると共に 新情報の

収集を心がけた。 

 また、我が国の高効率省エネルギー技術については会員企業を中心にプラント･

エンジニアリング技術についてアンケートを実施し 近の省エネルギー技術情報

の収集を心がけた*。 

 上記目的のためインド現地調査を始め国内企業の訪問調査を実施した。次ページ

にインドで現地調査した関連機関及び国内で訪問調査した企業とその日程を記し、

巻末にインド現地調査の概要を添付する。 

*インドの関連機関の他、幾つかの国内機関を訪問しご協力頂いた。また、政府(外

務省、資源エネルギー庁、環境省)、産業界(電機・電力、鉄鋼、セメント、化学、

石油化学、石油精製)、公的機関(日本原子力文化振興財団、エネルギー総合工学研

究所他)及び会員企業のホームページを参照・引用した。付記して謝意を表する。 

 

４） 委員会の設置 

 実施に際しては、有識者による「地球温暖化防止に役立つ省エネルギー技術普及

支援委員会」を設置し 3 度委員会を開催し助言を受けた。委員名簿を添付し、謝意

を表する。 

(1) 第１回委員会開催：平成 18 年 12 月 12 日（火） 

(2) 第 2 回委員会開催：平成 19 年 3 月 2 日（金） 

 

５） 情報の分析 

 得られた情報に基づき、我が国の保有する高効率省エネルギー技術とインドが必

要としている、あるいは将来必要とすると思われる技術を比較調査し、導入の可能

性等について検討した。 
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6) インド現地調査 

調査実施者：日本プラント協会  業務部部長 佐藤英之、 専門家 久留正敏 
No 日 時 調査訪問先および面談者 議 題 

1 
2 月 12 日 
9:45～9:50 

TERI (the Energy and 
Resources)総裁 Dr. R. K 
Pachauri 

表敬と JCI 紹介 

 

2 

2 月 12 日 
10:00～
10:30 

TERI Senior Fellow & Associate 
Director Mr. G. Sethi 

(1) 日本側機関/企業とインド側機
関/企業との連携促進と JCI の
役割について 

(2) インドセメント業界における
省エネルギー技術の導入状況
について 

3 
2 月 12 日 
10:30～

11:10 

TERI Associate Fellow  
Mr. Abhishek Nath  

インドの製鉄鋼業界における省エ
ネルギー技術の導入状況について

4 
2 月 12 日 
11:10～
12:20 

TERI Senior Fellow  
Dr. Y P Abbi 

インドの電力産業の技術動向、省
エネルギー技術の導入状況につい
て 

5 
2 月 12 日 
17:00～
17:30 

住商インド社社長, 日本インド商
工会長 宮前利彦氏 

対インドビジネスについて 

 

6 

2 月 13 日 
15:00～
16:30 

電力省エネルギー効率局(Energy 
Efficiency Bureau, Ministry of 
Power) 局長 Dr. Ajai Mathur 
佐藤尚志氏(ECCJ 派遣) 

(1) インドの省エネルギー技術普
及への取組み 

(2) 日本企業とインド企業との連
携促進と JCI の役割について 

7 2 月 14 日 
9:30～10:30 

インド肥料産業会 (Fertilizer 
Association of India)  
MAICｈE Director  Dr. S. Nand

インドの肥料産業の動向と省エネ
ルギー技術の導入状況について 

(1) PCRA の任務と活動状況  
 
 
 

8 

2 月 14 日 
15:00～
16:30 

石油天然ガス省 PCRA 
(Petroleum Conservation 
Research Association、Ministry 
of Oil  & Natural gas) Mr. 
R.K. Dua (Director)、Kapil 
Mathur (Joint Director)  

Jitendra Sood (JT. Director & RC 
of North Region)、 N.Pownraj 
(Addl. Director (E.C.)、S.Das 
(Dy.General Manager & 
CRC(NR) 

 
 
 
 

9 

2 月 15 日 
14:00～
16:00 

Steel Authority of India (SAIL) 
Dr. R. Agrawal (E. Director), 
J. RAI (Sr.Manager), 
L.N.Sharma (Dy. G. Manager), 
Dr.V.M.Shastri(Dy.G. Manager, 
Environment), Dr. M.Kakkar 
(Dy.G.Manager, Environment) 

(1) インドの製鉄鋼業の動向につ
いて 

(2) 製造設備と省エネルギーへの
取組み状況について 

備考：調査の概要を巻末に添付する。 
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7) 国内企業の訪問調査 
No 日 時 調査訪問先および面談者 議 題 調査実施者 

１ 1 月 16 日  

日 本 貿 易 振 興 機 構
（JETRO）  
経済分析部課長代理 

椎野幸平

インドの工業状況につい
て 

日本プラント協会 
長田芳穂 佐藤英之 
杉田哲也 

2 2 月 8 日 太平洋セメント㈱ 
技術部副部長 伊藤 光弘

インドのセメント製造技
術について 

日本プラント協会 
佐藤英之 久留正敏 

3 3 月 9 日 
JFE スチール 西日本製
鉄所 製銑技術部  

橋本課長

わが国の製鉄鋼技術につ
いて 

日本プラント協会 
佐藤英之 杉田哲也 
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1.1 開発途上国の経済発展とエネルギー資源及び地球温暖化問題 

1.1.1 エネルギー資源問題 

地球温暖化は大気圏に滞留する温室効果ガスの濃度に依存し、その主要物質は化石燃料

（CmHn）の燃焼により排出される炭酸ガス(CmHn +(m+n/4)O2 ⇒ mCO2＋n/2 H2O)

である(図 1.1.1)。化石燃料は使い方によっては地球温暖化の原因になるが、同時に人類の

生存に も重要なエネルギー源であり、経済発展(人類の幸福)に欠くことのできない地球

の恵みでもある。すなわち、人類はこの も重要なエネルギー源である化石燃料の使用に

当たっては慎重でなければならない。化石燃料の消費量は 18 世紀後半から 19 世紀初頭の

産業革命を機に増加を続け、その結果大気中の CO2 濃度は 280ppm から 360ppm に増加  

し、地球温暖化の兆候が顕在化している。

近の世界の一次エネルギー消費量の推移

を図 1.1.及び表 1.1.1 に示すが、近年エネル

ギー消費量は更なる増加の傾向を示してお

り、この消費傾向が続けば今世紀中に化石

燃料の枯渇を招くと共に、CO2 濃度は

700ppm 以上にも上昇し、地球温暖化による

地球規模の災害発生(異常気象による災害、

生態系の異変による災害、界面上昇による

島嶼国の埋没、地球の砂漠化等)が危惧され

ている。この CO2 増加の原因に今までエネ

 
図 1.1.1 温室効果ガスの地球温暖化への寄与度

 

 
図 1.1.2 世界のエネルギー消費量の推移  

出典：｢原子力・エネルギー｣図面集 2005-2006 (1-6)

出典：｢原子力・エネルギー｣図面集 2005-2006 (2006.1)

 



 

－ 6 － 

ルギー消費量の少なかった開発途上国、特に膨大な人口を擁する中国及びインドを始めと

するアジア諸国の急速な経済発展(図 1.1.3)と人口増加(図 1.1.4)が関与することが予想さ

れ、アジアにおける問題解決への取組みの重要性を示している。 

表 1.1.1 世界における一次エネルギーの消費推移と見通し 

 

 

図 1.1.3 世界の経済成長の見通し 
出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006
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図 1.1.4 世界人口の推移と予測 

図 1.1.5 は世界の人口分布、図 1.1.6 は世界の一次エネルギー消費量及び図 1.1.7 は国別

の人口一人当たりのエネルギー消費量を示す。世界の人口の 40％弱を占める中国・インド

の人口一人当たりのエネルギー消費量は、現在わが国のそれぞれおおよそ 4 分の 1 及び 8

分の 1 であるが、今後の経済発展と共にわが国の水準に達するとすれば、世界のエネルギ

ー消費量は現在の倍近くに増加する。このエネルギー消費量の増加に応じて CO2 排出量

が増大する。図 1.1.8 に示すように途上国の経済発展に伴うエネルギー消費量の増加によ

る CO2 排出量の顕著な増加が予想されている。 

 

図 1.1.5 世界の人口（2003 年)  図 1.1.6 世界の一次エネルギー消費量（2003 年）
出典：OECD 資料  

 
出典：｢原子力・エネルギー｣図面集 2005-2006 (1-3)
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図 1.1.7 各国の人口一人当たりのエネルギー消費量 

 

 
図 1.1.8 世界のエネルギー起源 CO2 排出量の予測 

 

 すなわちこれらの急速に経済成長している巨大人口国における省エネルギーの重要性を

示している。図 1.1.9 及び表 1.1.2 は世界のエネルギー資源の賦存状況 (2004 年末) と現

在の消費傾向が持続された場合の主要エネルギー資源の可採埋蔵量を示すが、特に開発途

上国の経済発展の速さによっては可採年数の短縮が予想される。 

 

出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006 (2006.1) 
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図 1.1.9 化石燃料等の可採埋蔵量と可採年数 

 

表 1.1.2 世界のエネルギー資源の賦存状況 (2004 年末) 

 

 

出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006 1-5 
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1.1.2 地球温暖化問題  

大気中の CO2 は地表から反射される放射熱の吸収効果を有し、温室効果ガスといわれ

その増加により大気圏温度は上昇する。産業革命前は 280ppm 程度であった大気中の CO2 

濃度は化石燃料を動力に使用し始めた産業革命を機に急速に増加し始め、現在 360ppm 程

度である。図 1.1.10 は世界及びわが国の年平均地上気温の経年変化を示すが、過去 10 年

間に 0.8～1.0℃温度上昇していることを示している。 

 
図 1.1.10 地上平均気温の経年変化 

 

現在の化石燃料消費傾向が続けば今世紀中に 700～1,000ppm 程度に増加することが予

測されているが、開発途上国のエネルギー消費量の増大によっては CO2 濃度のより急速

な増加の可能性も予想される。 

 図 1.1.11 は CO2 排出量の推移と予測及び図 1.1.12 は地上平均気温変動の予測を示すが、

CO2 削減対策や経済成長等により大気中の CO2 濃度は変化し、それに応じて地上気温の

変化が異なる。21 世紀中に 1.4 ～5.8℃の上昇が予測されているが、途上国の急速なエネ

ルギー使用量の増加によっては温度上昇の拡大も考えられる。 

このような大気温度上昇による氷山の融解により、10～90cm の海面上昇が生じ島嶼国の

出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006 (2006.1)
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水没や気候変動に伴う生態系の変化等の諸災害の発生が懸念されている。これからも人類

が持続的発展を行うには、エネルギー資源の保全及び地球環境の保全が不可欠であり、エ

ネルギー消費量の増大を抑制し気候変動の防止に努めなければならない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.11 CO2 排出量の推移と予測      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.12 地上平均気温変化の予測 
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1.2 わが国の産業界における省エネルギーへの取組み 

エネルギー源を海外特に中東の石油に依存しているわが国は、1973 年及び 1979 年の二

度の石油危機に遭遇し、一次エネルギーの 40 数％を消費する電力産業では、燃料の多様

化と高効率発電技術の開発が世界に先行して行われたのを始め、各産業部門において省エ

ネルギー技術の開発・実用化が精力的におこなわれた。その結果わが国産業のエネルギー

の高効率利用・省エネルギー技術は世界水準を凌駕するものとなった。 

図 1.2.1 は OECD 加盟国の GDP 当りのエネルギー消費量の推移、図 1.2.2 は各国の GDP

シェアとエネルギー関連 CO2 排出量を示すが、わが国の GDP 当りのエネルギー消費量及

び CO2 排出量は主な OECD 加盟国の中で も少ないことを示している。すなわちこれは

わが国産業のエネルギーの高効率利用・優れた省エネルギー技術の成果を総合的に示すも

のであり本調査研究の背景でもある。各産業分野別の省エネルギー技術については第 2 章

で述べる。 

 

図 1.2.1 OECD 加盟国の GDP 当りのエネルギー消費量の推移 

 出典：｢原子力・エネルギー｣2002-2003 (2002-12) 
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図 1.2.2 各国の GDP シェアとエネルギー関連 CO2 排出量 

 

図 1.2.3 は主な OECD 加盟国の GDP 当りのエネルギー消費量の比較を示す。前述した

ように、燃料資源を殆ど保有しないわが国は二度の石油危機を経験し、逸早く特に製造業

を中心に徹底したエネルギー消費量削減に取組んだことにより、エネルギー消費量の原単

位(単位生産量当りのエネルギー消費量)は も低い水準にある。すなわち、わが国の更な

るエネルギー消費量及びその原単位の低減は容易ではない。地球のエネルギー資源及び地

球環境の保全の観点においてわが国のなすべき も重要な課題は、それらの省エネルギー

性能の優れた技術を世界、特に大量の人口を抱え急速な経済成長を遂げつつあるインド及

び中国を始めとするアジア諸国に普及することである。 

 

 

図 1.2.3  主な OECD 加盟国の GDP 当りの CO2 排出量の比較 

出典：資源エネルギー庁  HP

出典：資源エネルギー庁  HP
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 図 1.2.4 は我が国の産業部門別 CO2 排出量の推移を示す。現在の各部門合計の CO2 排

出量は 1990 年に比べ約 8％増加している。各産業部門の排出量に顕著な変動は見られな

いが、その中で家庭、運輸及び事務所・商店等における排出量の増加が注目される。 

図 1.2.4 わが国の部門別 CO2 排出量の推移 

 

 

出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006 (2-10) 



 

－ 15 － 

1.3 インドにおける省エネルギーへの取組み  

1.3.1 インドの概要 (2006 年 11 月時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド国旗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドの国土      出典：外務省 HP  
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1）一般事情 

（1）面積 3,287,263km2（インド政府資料:パキスタン、中国との係争地を

含む） 

（2）人口 11 億 2,874 万人（2006 年 6 月）  

人口増加率 1.95％（年平均：インド政府資料） 

（3）首都 ニューデリー（New Delhi） 

（4）人種 インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族等 

（5）言語 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語

が 21 

（6）宗教 ヒンドゥー教徒 80.5％、イスラム教徒 13.4％、キリスト教徒 2.3％、

シク教徒 1.9％、 仏教徒 0.8％、ジャイナ教徒 0.4％（2001 年国

勢調査） 

（7）識字率 64.8％（2001 年国勢調査） 

（8）略史 1947 年 英国領より独立 

1950 年 インド憲法の制定 

1952 年 日印国交樹立、第 1 回総選挙 

1950 年代～ コングレス党が長期間政権を担当 

    （但し、1977～1980、1989～1991 年を除く） 

1990 年代 経済自由化政策の推進 

1998 年  インド人民党（BJP）を中心とする連立政権が成立 

2004 年  コングレス党を第一党とする連立政権が成立 

2）政治体制・内政 

（1）政体 共和制 

（2）元首 A.P.J.アブドゥル・カラーム大統領 

（3）議会 二院制（上院 245 議席、下院 545 議席） 

（4）政府 ①首相 マンモハン・シン 

②外相 プラナーグ・ムカジー 

（5）内政  第 14 回下院議員総選挙は 2004 年 4 月から 5 月にかけて行わ

れ、結果は大方の予想に反し、コングレス党が第一党に返り咲き、

与野党が逆転。コングレス党を中心とする十数政党の連立政権、

統一進歩連合（UPA）政権（マンモハン・シン首相）が発足。マ
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ンモハン・シン首相は左派政党の閣外協力を得ながらも安定的に

政権を運営。 

3）外交・国防 

（1）外交基本方針  伝統的には非同盟、多極主義を志向するが、近年、米国はじ

め先進主要国との関係強化。東アジア、ASEAN との関係を強化

する「ルック・イースト」政策を推進。ロシアとの伝統的な友好

関係を維持し、中国との関係強化を促進。 

（2）軍事力  ①予算 220 億ドル（2005 年度） ②兵役 志願制 ③兵力 

陸軍 110 万人、海軍 5.5 万人、空軍 17 万人 （Military Balance 

2005－2006） ④信頼できる 小限の核抑止力の保持、先制不

使用、非核保有国への核兵器不使用、核実験の自発的な停止等を

内容とする核政策を採用。ミサイル開発は継続。 

4) 経済（単位 米ドル） 

（1）主要産業  農業、工業、鉱業、IT 産業 

（2）GDP  8,002 億ドル（2005 年：IMF 資料） 

（3）一人当たり GNI 620 ドル（2005 年：世銀資料） 

（4）GDP 成長率  8.4％（2005 年度：インド政府資料） 

（5）物価上昇率  4.3％（2005 年度：インド政府資料） 

（6）外貨準備高  1,653 億ドル（2006 年 9 月：インド政府資料） 

（7）DSR  9.7％（2005 年度：インド政府資料） 

（8）総貿易額   

表 1.3.1 貿易輸出入額の推移 

年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 

① 輸出 438.3 527.2 638.4 835.4 1,030.9 

② 輸入 514.1 614.1 781.5 1,115.2 1,491.7 

（単位：億ドル）（インド政府資料） 

（9）主要貿易品目（2005 年）  

① 輸出 宝石、基礎化学品・医薬品、既製服、綿糸・綿布、石油製品 

② 輸入 原油、宝石類、金、電気製品、機械類 
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（10）主要貿易相手国（地域）（2005 年）  

① 輸出 米国、UAE、中国、シンガポール、英国、香港、(日本は第 10 位)  

② 輸入 中国、米国、スイス、独、豪州、ベルギー（日本は第 10 位） 

（11）通貨 ルピー 

（12）為替レート 1 ルピー＝約 2.6 円  （2006 年 11 月現在） 

1 米ドル＝約 45 ルピー  （2006 年 11 月現在） 

（13）経済概況  インドは独立以来、重工業を重視し、輸入代替工業化政策を進

めてきたが、1991 年、外貨危機を契機として経済自由化路線に

転換し、産業ライセンス規制緩和、外資積極活用、貿易制度改革、

為替切り下げと変動相場制移行等を柱とした経済改革政策を断

行した。その結果、危機を克服したのみならず、1990 年代中盤

には 3 年連続で 7%を超える高い実質成長率を達成。2000 年から

2002 年にかけて国際原油価格高や世界経済の減速等の対外的な

要因の影響もあって、経済成長率は 4～5％台に落ち込んだが、

2003 年から再び高成長に転じ、2005 年度は 8.4％の成長を達成

した。2004 年に発足したマンモハン・シン政権は規制緩和や社

会的弱者救済等の基本政策に基づき、農村開発や雇用対策に優先

的に取り組むとともに、外資規制緩和や国営企業民営化等の経済

自由化政策を継続している。 

 

1.3.2 インドの省エネルギーへの取組み 

1）インド政府の取組み 

 上記のようにインドは膨大な人口を抱え急速な経済成長を遂げつつあり、それに伴

いエネルギー消費量も急速に増加しつつある。インドの昨年度の GDP 伸び率は 8.4%

であったが(今年度は 9％以上が予想されている)、インド政府はこれからも GDP 成長

率 8％の達成を目標にしているが、その達成のために製造業には 10％以上の GDP 成

長を期待(課)している。そしてそのため基本的な政策として、民間による積極的な投資

の誘致と民間では取組みにくい道路や鉄道等の交通や送配電等の電力のインフラ整備

に重点を置いた取組みを行っている。このように昨年度 8.4%の GDP 伸び率を達成し

たインド経済は今後も急速な経済発展を続け、それに伴いエネルギー消費が急速に増

大することが予想され、燃料資源問題及び地球環境問題は緊急の対応を要する事態に

なることが予想される。 

出典：外務省 HP
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 インドの製造業においては一部西欧の 新設備が導入されてはいるが、たとえば

も重要なエネルギー供給を担う電力産業においては、発電効率の向上の余地がある旧

式の発電設備のままであり、今後新設発電設備はもとより、既存の設備も老朽化に応

じ高効率設備とのリプレースが行われるものと思われる。 

 インドの産業界は多くの分野で海外進出を目指しており、今後国際競合に曝される

ので製品コスト低減が重要になっている。インド製造業はエネルギー多消費型である

ので、コスト低減の重要な要素がエネルギー消費量の低減による製造費低減であり、

電力省エネルギー効率局(Bureau of Energy Efficiency：BEE）を中心に政府は産業界

の省エネルギー対策を強力に推進している。その具体的な施策例を以下に示す。 

2）Energy Conservation Act, 2001 (省エネルギー法 2001) の制定 

 EC (Energy Conservation) Act, 2001 が 2002 年 3 月に発効した。この法律は政府

による産業界におけるエネルギーの高効率利用とエネルギー節約の促進を行うことを

可能にしたもので、この法律に基づき電力省に省エネルギー対策の導入促進を任務と

する政府調整機関である BEE が創設された。 

3）Bureau of Energy Efficiency（BEE：電力省エネルギー効率局）の任務 

 BEE は、インド産業界がエネルギー効率向上によるエネルギー消費量削減により競

争力を向上し、EC Act、2001 の義務条項を履行できるように IIpec (Indian Industry 

Programme for Energy Conservation)と連携して産業界の省エネルギー活動を支援し

ている。業界の情報共有等を目的として 6 大産業分野(セメント、紙・パルプ、繊維、

肥料、化学、及びアルミニウム産業)でタスクフォースを立ち上げている。そして BEE

は例えば、セメント産業と紙・パルプ産業に省エネルギー規範のモデル作りを指示し

たり、政府関係建物の省エネルギープログラムも開始している。更に、省エネルギー

対策を行うエネルギー監査コンサルタントとコンソーシアムを組んでエネルギー監査

(energy audit：エネルギー使用量の適正評価等)を始め幾つかの公共ビルディングで

23～46％のエネルギー節減が可能であることを示した。また、ECBCs (Energy 

Conservation Building Codes) が、インドの気象条件に基づき 6 区分された地区ごと

に商業ビルを対象として制定される予定である。この他 BEE は現在エネルギー監査

(energy audit)機関の認証業務も行っている。この省エネルギー法を効果的なものにす

るために、州政府やユニオンテリトリにそのための機関の設立を指示している。BEE

はまた省エネルギーに格段の努力をしている企業を評価し、省エネルギー意欲の高揚

を図るため、電力省の“ ’National Energy Conservation Awards”計画も担当してい
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る。 

 備考：前に触れたように、わが国企業等の協力を得て当協会が作成した日本の高効

率・省エネルギー産業技術概要集“Advanced Industrial Technology for Energy 

Conservation in Japan”は当協会のウエッブサイトに掲載される予定であるが、同時

にインド電力省エネルギー効率局 BEE のウエッブサイトにリンクされ、インド産業界

に広報される予定である。 

４）石油天然ガス省石油節減研究協会 (Petroleum Conservation Research Association

（PCRA), Ministry of Petroleum ＆ Natural Gas)の省エネルギー活動 

 PCRA はエネルギー(石油に限らない)の有効利用と環境保全を通じて生活の品質向

上に寄与することを任務とし、各産業分野、運輸、農業及び家庭の 4 (全)分野におい

てエネルギー消費の監査(Energy Audit：エネルギー消費量の測定･評価、改善対策の

立案 (ESCO 業務に類似)）を行い、省エネルギーの普及活動、省エネルギー技術の研

究開発 (バイオエタノールの技術開発も実施)、改善対策費の貸与･補助、トレーニング･

指導(釜戸の炊き方や台所の省エネ、エネルギー節減の車輌運転法なども含む)、及び政

府シンクタンクを業務としている。当初は石油を対象としたが、現在はすべてのエネ

ルギー(各種燃料、電気、、、) の消費節減対策に取組んでいる。 

例えば、発電に関しても、電力省より PCRA が主体となってエネルギー節減に取組む。

BEEが省エネルギーのための法制度・体制関連の業務を行う事務部門であるのに対し、

PCRA は省エネルギー対策の実施に関連した業務を行う実務部門である。 

 BEE 及び PCRA を中心とする政府により、インドの省エネルギー活動は強力に推進

されている。 

５）電力省の電源開発計画の特徴  

(1) 高効率火力発電への移行 

 エネルギーの 大使用産業は一時エネルギーの約 42％を消費する電力産業である。

インドは 2030 年までに発電能力を 8 億 kW に増やす計画をしているが、発電の主体

は豊富な国内埋蔵量を有する石炭火力である。当面の計画として第Ⅹ期（2002-2007

年）及び第ⅩⅠ期（2007-2012 年）で 1 億 kW の石炭火力発電所の建設を計画してい

る。従来インドの石炭火力発電プラントは 大容量 500MW、蒸気条件 17MPa×

538°C/538°C で設計されていたが、今後は“Ultra Mega Project”として建設が推進

される。“Ultra Mega Project”とは 1 発電所規模を 400 万 kW とし、ユニット出力

800MW、蒸気条件 240ata×540°C/565°C の超臨界圧ユニットを 5 機設置するもので、
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発電単価の低減と省エネルギーを目的としている。現在下記 Phase 1 の Ultra Mega 

Project 5 地点の具体的作業が進められている。 

基本形式：坑口石炭火力×2、揚地火力×3 

建設地点：①Saasan ②Mundra ③Akaltara ④Karnataka ⑤Maharashtra 

(2) 水力発電の大規模開発   

 水力はインドにとって電力需要増に対応するための も期待されるエネルギー(再

生可能エネルギー)である。インドの水力の潜在発電能力は 150,000MW と推定され

ており, インド国首相は 162 の水力発電所を建設する“50,000MWーHydroelectric 

Initiative”をスタートさせている。水力発電は代表的な再生エネルギー発電であり

省資源 (石炭消費量の低減) と火力発電とのベストミックス (負荷変化対応を水力で

行い、発電設備の 適化を図る)も指向されている。 

 表 1.3.2 に“50,000MW－Hydroelectric Initiative”の水力発電所建設地点(州)を

示す。 
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表 1.3.2‘50,000MW－Hydroelectric Initiative’における 162 ユニットの地理的(州)分布 

 

 

(3) 再生可能エネルギー発電の導入促進 

 水力にとどまらず、再生エネルギー資源 (水力、風力、太陽光、バイオマス) が豊

富にあり、特に電力網による電力供給に不向きな僻地村落の電化を主眼に 1,500 万

kW の再生エネルギー発電を計画している。全ての国民が電気の恩恵を享受すべきで

あるとして、第ⅩⅠ期 (～2012 年) までに非電化村落及び家庭の電化を図る計画がた

てられており、その主要な電源に使用される。 

(4) 既設電源の改造・近代化 

 インドには現在約 1 億 3 千万 kW の発電所があるが、第 10 期計画(2002.4-2007.3)

では合計出力 10,413MW の 106 の老朽火力発電プラントの寿命延長・近代化改造を

行い、負荷率向上を図ると共に効率向上を図る計画である。水力発電については既設

出典：TEDDY2004/05 
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プラントの RM&U (Renovation, Modernization, and Updating)を 14,930 百万ルピ

ー投資して 2,531MW の出力増加(負荷率向上)を図る計画である。 

 上記のように、蒸気条件の向上と大出力化による石炭火力の高効率化、水力発電所

の建設、再生エネルギー発電の増加により、急速に増加する電力需要に対応すると共

に省エネルギーを追及する計画であり、インドの発電設備の近代化が急速に進められ

つつある。 

 なお、これらの電源の新設および改造は国内外の民間の投資を期待しており、民間

企業が参入しやすいように、中央政府による関税引き下げ及び税金の優遇措置等や、

建設地点、買電、対地元問題等に関する州政府の便宜供与・支援等が義務付けられて

いる。 

なお、問題にされている送電・配電については民間の参入も認められているが、中央

政府及び州政府主体で整備強化する計画である。 も民営化が遅い配電部門も逐次民

営化される計画である。 
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第 2 章 わが国のエネルギー多消費型産業の動向と省エネルギー技術 

2.1 わが国の電力産業  

2.1.1 一般  

1) わが国の発電電力量及び発電設備容量 

 わが国の発電電力量及び燃料 (一次エネルギー) 別発電電力の割合を図 2.1.1 に示

す。経済の成長と共に発電電力量が増加している。燃料別発電電力量の特徴としては

昭和 48 年の第一次及び同 54 年の第二次、更に平成 2 年の第三次石油危機を経て石

油火力は大幅に減少し原子力及び石炭火力の発電電力量が増加した。2005 年度の発

電電力量（電気事業用）は、9,691 億 kWh で、その内訳は水力 798 億 kWh（構成比

8.2％）、火力 5,816 億 kWh（構成比 60.0％）、原子力 3,048 億 kWh（構成比 31.5％）、

新エネルギー等 30 億 kWh（構成比 0.3％）であった。近年経済成長は少なく省エネ

ルギー対策の効果と相まって発電電力量の伸びは少ない。 

 

図 2.1.1 わが国の発電電力量(一般電気事業用)の推移 

2) 発電設備容量 

わが国の発電設備容量とその燃料(一次エネルギー)別構成の推移を図 2.1.2 に示す。 
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図 2.1.2 我が国の燃料別発電設備容量(一般電気事業用)の推移 

 2006 年度末の発電設備容量（事業用）は 23,669 万 kW であり、その構成は水力

4,569 万 kW（構成比 19.5％）、火力 13,890 万 kW（構成比 59.2％）、原子力 4,958

万 kW（構成比 21.08％）である。石油危機到来までは急速に増加してきた石油火力

は以降の新設は急速に減り、LNG 火力、石炭火力および原子力が増加した。近年原

子力が低迷したが、それを LNG 火力と石炭火力が補完した格好になっている。 

 
図 2.1.3 発電の一次エネルギーに占める比率(電力化率) 

万 kW 

出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006 2006.1－20 
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 図 2.1.3 はわが国の一次エネルギー供給量及びそのうち発電の占める割合を示す。

近年発電の占める割合は 42％程度である。 

3) わが国の火力発電の熱効率 

 わが国の一般事業用火力発電の発電端効率(高位発熱量基準)を図 2.1.4 に示す。

2003 年度の石炭火力の発電効率(高位発熱量 発電炭基準)は 40.43％、LNG 火力の発

電効率は 42.16％である。旧式の石油火力等を含む火力発電全体 (一般電気事業用) 

の発電効率は 41.1%である。近年建設された電力事業用火力発電所は LNG を燃料と

する高温ガスタービン複合発電プラントおよび石炭を燃料とする高温超臨界圧変圧

火力プラントが主であるが、高効率性能により燃料節減と地球温暖化ガスの主体であ

る CO2 排出量削減に大きく貢献している。 

 

図 2.1.4 我が国の一般事業用火力発電の発電効率と送電損失の推移 

 

 比較的 近建設された発電プラントの基本的な特徴は LNG 火力については高温ガ

スタービンを用いた大容量のガスタービン複合発電および石炭火力については超超

臨界圧高温蒸気条件を採用した大容量の石炭火力発電である。前者では世界に先駆け

て大容量ガスタービンが 1500℃への高温化に成功し実用化され、その複合発電プラ

ントでは約 52％(低位発熱量基準では約 58％)に及ぶ高い発電効率が得られるように

なり、燃料資源の節約と CO2 排出量削減に大きく貢献している。 

 一方、石炭火力発電プラントにおいては、高温材料及び設計技術の開発及び製作・

出典：｢原子力・エネルギー｣2005-2006 2006.1 



 

－ 27 － 

建設技術の向上により蒸気温度・圧力の大幅上昇によるランキンサイクル効率の向上

を主体に、ボイラ効率及びタービン内部効率の向上が図られ 46％に及ぶ高効率発電

が実用化され、燃料資源の節約と CO2 排出量削減に大きく貢献している。特に石炭

は天然ガスに比べ単位発熱量当りの CO2 発生量が 25％程度多いので石炭火力の効

率向上は重要である。 

 蒸気条件については一昔前まで標準的に適用されていた 16.5MPa×538/538 の蒸気

条件 (現在のインドにおける石炭火力発電プラントで標準的に適用されている蒸気

条件) から、主蒸気圧力約 25MPa 主蒸気/再熱蒸気温度 600℃/600℃の超超臨界圧高

温蒸気条件が標準的に適用されるようになった。 

 たとえば中国電力(株) 三隅火力発電所 1 号プラントは定格出力 1,000MW 主蒸気

圧力 24.5MPa 主蒸気温度 600℃/再熱蒸気温度 600℃の超高温超超臨界圧の蒸気条件

が適用されたのを始め、電源開発(株)橘湾火力発電所 1、2 号プラントは出力 1,050MW

主蒸気圧力 25MPa 主蒸気温度 600℃/再熱蒸気温度 610℃の蒸気条件が適用されてい

るが、近年建設された出力 600MW 級以上の石炭火力では主蒸気圧力 24MPa 主蒸気

/再熱蒸気温度 600℃の蒸気条件が標準的に採用され発電効率が大きく向上している。 

 ボイラにおいては超超臨界圧超高温ボイラの変圧運転に適したボイラが開発され、

変圧運転を行うことにより全負荷域で高効率運用が可能になると共に、低空気比低

NOx 高効率燃焼技術の開発による未燃分の低減や、可変ピッチ制御軸流送風機や油

圧加重制御及び回転式分級器(セパレータ)を装備した微粉炭機等の高性能補機が実

用化されボイラ効率が向上した。 

 また蒸気タービンにおいては 終段の長翼化による排気損失の大幅低減や 3 次元

流れ解析技術等の進展による翼設計技術の進歩により翼性能向上が図られタービン

内部効率の向上が図られている。 

 このようにランキンサイクル効率、ボイラ効率及びタービン効率の向上により石炭

火力の発電効率は 46％以上 (発電端高位発熱量基準) の高い効率が得られようにな

ると共に、変圧運転により全負荷域にわたり高効率運用が可能になっている。 

 

2.1.2 わが国の燃料別発電設備の形式と高効率技術 

石油危機以降石油火力は一部の中小容量ユニットのリプレースを除き新たに建設され

たものはない。近年は経済の伸張鈍化や省エネルギーの進展等により電力需要の伸張は少

なく発電プラントの新設は少ないが、エネルギー資源の節約及び CO2 排出量削減の観点
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から効率の低い老朽化力や石油火力の運用減少/停止が行われ、高温高圧大出力の石炭火力

プラント (Ultra Supercritical Plant) や高温大容量 LNG 燃焼ガスタービン複合発電プラ

ント(GTCC) が建設され、世界に先駆けて高効率化大容量化が進展した。 

また一方、排熱を有効利用することにより高いエネルギー効率の達成が可能な熱併給発

電（コジェネレーション）対応の中小容量の分散型電源の技術も大きく進展した。 

更にエネルギー資源の節約及び地球温暖化防止や非電化地域の電化に有効な太陽光発電、

風力発電、水力発電や廃棄物発電等の再生可能エネルギー発電技術が大きく進展した。 

 以下に発電方式を石炭火力発電、天然ガス火力発電、熱併給発電及び再生可能エネルギ

ー発電に大別して 近の高効率発電技術を概観する。表 2.1.1 は火力発電のユニット容量

及び効率(概略値)の一覧を示す。 

表 2.1.1 燃料別発電効率 

燃料 プラント形式 ユニット容量 MW 
(実績/可能)  

発電効率 ％ 
(HHV 発電端)   

コンベンショナル 1,050/1,500 ～47 
加圧流動層複合 350/500 （45～47）  

 
石炭 

ガス化複合 250/500 (45～48) 
コンベンショナル 1,000/1,500 40(～43) 
ガス化複合 250/500 (～43) 

 
石油 

ディーゼルエンジン 70/ ～43 
ガスタービン複合 470/500 ～52 
ガスエンジン 6/10 ～41 

天然ガス 

燃料電池複合 0.1 /1,000 (～70) 
高炉ガス ガスタービン複合 150/300 (～43) 
備考：発電効率は燃料性状及び容量等の機器の設計条件や諸運転条件により変動する。 

 

1) 石炭火力発電の高効率技術 

(1) コンベンショナル型 

 わが国の発電電力の内訳は石炭火力、天然ガス火力、水力及び原子力がそれぞれ約

25％、26％、10％、29％を占めるが、近年建設された石炭火力発電は中小容量のも

ので流動床方式のものがある以外は、コンベンショナル型で出力 500MW 以上の大容

量であるので、以下コンベンショナル型に適用されている高効率技術について記す。 

① プラントシステム  

• 蒸気条件の上昇によるランキンサイクル効率の向上 

蒸気条件(圧力及び温度)を上げるとランキンサイクル(熱力学的)効率が向上する 
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が、その向上分は蒸気条件の上昇分が大きいほ

ど大きい。図 2.1.5 に一昔前まで標準的に採用さ

れていた蒸気条件(主蒸気圧力×主蒸気/再熱蒸気

温度 16.5MPa×538℃/538℃、現在インドでは標

準的条件である)から蒸気条件を上昇した場合の

効率向上(相対値)を示す。このように蒸気条件の

上昇により顕著な効率向上が達成できるので、

燃料の高騰及び技術の向上に伴い蒸気条件の上

昇による高効率化が図られた。同図に示すよう

に蒸気条件を 16.5MPa×538℃/538℃から

24.6MPa×600℃/600℃  に上昇することにより

5％以上の効率改善が可能である。 
 

• 変圧運転による絞り損失の減少、それに伴う主蒸気及び再熱蒸気温度特性の改善及

び給水ポンプ(蒸気タービン駆動)動力減少によるプラント効率向上 

• 給水加熱器段数増加(ボイラ給水温度上昇)による再生サイクル効率向上 

• 復水器真空度上昇による復水損失低減 

• 大容量化による諸損失率低下 

等を主体にプラントサイクル効率の向上が図られている。 

② ボイラ  

• 燃焼技術の向上による未燃損失及び排ガス損失の低減 

微粉炭機の油圧加重方式による粉砕性能の向上及び静止式セパレータと回転式

セパレータの併用による分級性能の向上等により、粗粉及び過粉砕微粉が減少し未

燃損失が減少した。さらに低空気比低 NOx の高性能バーナ及び燃焼技術が開発さ

れ排ガスによる熱損失が低減した。 

• 可変ピッチ制御軸流式送風機の押込み通風機、誘引通風機及び一次通風機への適用

によりボイラ補機動力が低減した。 

 

 

 

 

図 2.1.5 蒸気条件とプラント効率の関係 
出典：三菱重工 (株 )HP 
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③ 蒸気タービン 

• 終段長翼の開発による排気損失の減少 

 排気損失はタービン内部効率に大きく影響する

要因の一つであるが、50 サイクル用に 48 インチ、

60 サイクル用に 45 インチチタン翼及び 40 インチ

スチール翼の ISB 長翼が開発され排気損失が低減

しタービン効率が向上すると共に 1,000MW クラ

スまで串形タービン構造、700MW クラスまで 3

車室構造の適用が可能になっている。 

• 3 次元流れ解析による翼性能の高効率化 

図 2.1.6 の 3 次元翼設計例に示されるように、3 次

元流れ解析技術等の進展により翼形状の高性能化

が図られた。3 次元元 終段長翼の例を図 2.1.7 に

示す。 

 

 

     図 2.1.6  3 次元翼設計例         図 2.1.7  3 次元 終段長翼例 

 

 (2) 加圧流動省ボイラ複合発電  

 九州電力(株)苅田発電所の新 1号機(図 2.1.7)がわが国における唯一の加圧流動床ボ

イラ複合発電プラントであるが、蒸気タービン出力 290MW ガスタービン出力

75MW 総出力 365MW の世界 大容量である。蒸気条件は 24MPa×566/593℃である。 

出典：三菱重工 (株 )HP 出典：三菱重工 (株 )HP
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(3) 石炭ガス化複合発電 

 わが国における石炭ガス化複合発電プラントは現在実用化のため出力 250MW の

実証機の建設がクリーンコールパワー(株)により進められており本年運転開始予定

である。主要仕様を下図（2.1.9）に示す。実証機のためガスタービン入口温度 1250℃

効率 48％(低位発熱量発電端基準)の計画である。 

 

図 2.1.9 石炭ガス化複合発電プラントのシステム            

(4) 石炭ガス化燃料電池発電 

 燃料電池複合発電には発熱量の高い、すなわち反応成分濃度の高い酸素吹きガス化

方式が適性に優れると考えられ、電源開発(株)により酸素吹きガス化炉の開発が進め

られている。 

図 2.1.8 加圧流動床ボイラ複合発電プラントのシステム 
出典：九州電力 (株 )HP 

出典： (株 )クリーンコールパワー研究所
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2) 天然ガス発電の高効率技術 

(1) ガスタービン複合発電プラント 

 わが国は気候変動枠組み条約に基づく京都会議において 2010 年の CO2 排出量を

1990 年排出量のマイナス 6％に削減することに合意した。天然ガス(LNG)を燃料と

するガスタービンコンバインドサイクルプラントは、現在商用化されている発電技術

の中では も高効率が得られ、同一燃焼量当りの CO2 排出量は石炭火力の 50％以下

であることや、発電所建設地の制約、建設期間等の国内外で需要が多く、技術は大き

く進展し大容量コンバインドサイクルプラントの分野では世界の技術水準を凌駕し

ている。主な高効率の技術は以下のとおりである。 

① ガスタービン 

• ガスタービンの高温化及び大容量化 

ガスタービン複合発電プラントの効率は

図 2.1.10 に示されるように、ガスタービ

ン入口ガス温度に大きく依存するが、わ

が国唯一の大容量ガスタービンメーカで

ある三菱重工は世界に先駆けて 1500℃

級ガスタービン(モデル M501G/701G)を

実用化し高性能を得ている。 

ガスタービンの高温化実現のため以下の

技術が開発・実用化されている。 

• 高性能圧縮機翼(MCA 翼、CDA 翼)  

• 3 次元設計タービン翼、一方向凝固材ター

ビン動翼、断熱コーティング材 

• 蒸気冷却燃焼器 

燃焼器は高温低 NOx 燃焼性能に優れる

予混合 2 段燃焼方式が採用されている。

• 大容量化 

 
図 2.1.10 ガスタービン入口温度とコンバ

インドサイクル効率の関係 

表 2.1.2 M501G/701G の性能 

 M501G M701G
Power Output    

MW 254 334 

CC Output*     

MW 371 484 

CC Heat 
Rate-LHV*  
kcal/kWh 

1,482 1,482 

*1 軸型複合発電プラントに関するデータを

示す。  

 

表 2.1.2 に示すように 50 サイクル用の M701G ガスタービンでは、1 軸複合発電プラン

ト(ガスタービン 1台＋蒸気タービン 1台が同一軸で連結されているコンバインドサイクル

プラント)であり高効率で 500MW に近い大出力が得られる。 

出典：三菱重工 HP

出典：三菱重工 HP
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② 排熱回収ボイラ 

• 蒸気条件の上昇 

ガスタービンの高温化に伴い排熱回収ボイラの蒸気条件を上げてボトミングサ

イクルの効率向上が図られている。 

• 燃料の加熱 

ボイラ排ガスによる燃料ガス加熱を行い熱損失の低減と燃焼性能の向上を図っ

ている。 

 

(2) 燃料電池複合発電プラント 

 燃料電池－ガスタービン、更に燃料電池－ガスタービン－蒸気タービンの複合プラ

ントを構成することにより 65～75％に及ぶ高効率の達成が可能である。燃料電池と

しては も適合性の高い固体電解質型(Solid Oxide Fuel Cell：SOFC)の開発が進め

られている。 

 

3) 分散型電源 

(1) ディーゼルエンジン 

 低速舶用機関転用によるユニット容量の大型化 (～100MW) や燃焼改善による効

率向上(～43％HHV 基準）等が行われた。 

(2) ガスエンジン 

 ディーゼルサイクル適用によるユニット容量の大型化 (～10MW) やミラーサイ

クル適用による効率向上 (～41％HHV 基準) 等が図られている。 

 

4) 再生可能エネルギー発電 

(1) 風力発電 

 性能向上及び耐力向上と共に大型化が図られ出力 2,400kW 機が実用化されている。

また電力網でカバーされない離島や僻地の独立電源に適し、容量の小さい電力網に適

用できる同期発電機を使用した大容量風力発電装置も開発されている。 

 

(2) 太陽光発電 

 従来、結晶型太陽電池が発電用太陽電池の主力であるが、結晶型は多量の高純度結
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晶シリコンが必要であり、特に単結晶方太陽電池は高温時に出力が減少すること等が

指摘されている。 近、高純度シリコンが不要でシリコン量が単結晶型の 100 分の 1

以下の省資源型で、温度上昇により出力が増加する特性を持つモルファスシリコン型

太陽電池が実用化された。アモルファス型は薄膜型で生産性に優れ良好な温度特性を

有するので低コスト化が期待されている。更にアモルファス型電池に微結晶薄膜電池

を積層し効率向上を図ったアモルファスー微結晶タンデム型太陽電池が開発されて

いる。 

 

(3) 水力発電 

 国内の水力発電に適した河川は開発され尽くした感があり、近年水力発電プラント

の建設は少ないが、東京電力葛野川発電所は大出力(412ＭＷ×4 ユニット)の高揚程

(714ｍ)の立て軸フランシス形ポンプ水車を用いた揚水発電プラントであり、ピーク

対応負荷平準化及び電力の安定供給用発電プラントとして活躍している。 

 また、山村用の分散型電源用に高性能のマイクロ水車発電装置が開発されている。 

 

2.1.3 わが国の高効率発電技術 

添付リストに示す近年わが国で開発(一部開発中を含む)または実用化された高効率発電

技術の概要を巻末の｢Advanced Industrial Technology for Energy Conservation in 

Japan｣に示す。この資料集はインドを始め開発途上国への広報を考慮して英文で作成した。

近々当協会のウエッブサイトに掲載され、インド電力省エネルギー効率局のウエッブサイ

トとリンクされ、インドの各産業界に広報される予定である。 
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１．POWER 
Item 
No. Name of Product/technology Basic 

class 
Functiona

l group Product group 

P-1 MHI1000MW ultra-high temperature 
supercritical pressure coal-fired power 
plant 

Ditto Coal-fired Large capacity 
supercritical plant 

P-2 H Supercritical/ultra super pressure 
coal-fired power plant 

Ditto Ditto Ditto 

P-3 MHI Large capacity high temperature 
ultra-supercritical steam turbine 

Ditto Coal-fired Large capacity 
supercritical 
turbine 

P-4 MH 1000MW ultra-high temperature 
supercritical pressure coal-fired boiler

Ditto Coal-fired Large capacity 
supercritical boiler 

P-5 IHI Large capacity high temperature 
ultra-supercritical boiler 

Ditto Ditto Ditto 

P-6 IHI Pressurized fluidized bed boiler 
combined cycle Plant 

Ditto Ditto PFBC 

P-7 Integrated coal gasification combined 
cycle 

Ditto Coal fuel IGCC 

P-8 Integrated coal gasification fuel cell CC Ditto Ditto IGFC 
P-9 MHIRS pulvelizer Ditto Ditto Pulvelizer 

P-10 MHIPM burner for coal firing Ditto Ditto Low Nox coal 
burner 

P-11 MHI Variable pitch control axial flow 
fan 

Ditto Ditto FDF, IDF, PAF  

P-12 MHI Dry Selective Catalytic NOx 
Removal System for boiler 

Ditto Ditto Catalytic DeNOx 

P-13 MHI Large capacity advanced GT CC Ditto Gas－
fired 

GT Combined cycle

P-14 IHI Barge-mounted combined cycle 
plant 

Ditto Gas, oil 
fired 

Barge mounted CC 

P-15 IHI LM-engine series gas turbine 
power plant 

Ditto Gas, 
oil-fired 

Aero- derivative 
gas turbine 

P-16 H-25 Gas turbine & generator package Ditto  Gas turbine 
P-17 MHI SOFC combined cycle plant Ditto Gas fuel Fuel cell CC 
P-18 MES Diesel power generation plant Ditto Oil fuel Diesel engine plant
P-19 Niigata advanced gas engine Ditto Gas fuel Gas engine plant 
P-20 MHI Wind turbine generator Ditto Wind Variable pitch 

control wind 
turbine 

P-21 MHI Amorphous－micro crystal silicon 
photovoltaic cell 

Ditto Solar a-Si PVC 

P-22 MHI water turbine Ditto Hydraulic Large capacity 
water turbine 

P-23 Toshiba hydro-power generation 
system 

Ditto Ditto Small capacity 
water turbine 

P-24 Ocean thermal power generation Ditto Ocean 
thermal 

OTEC power plant 

P-25 WEC coupled numerical reservoir 
simulator 

Ditto Geotherm
al 

Geothermal 
reservoir  
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Item 
No. Name of Product/technology Basic 

class 
Functiona

l group Product group 

P-26 H  Super amorphous Distributio
n 

Amorpho
us 

Transformer 
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2.2 わが国の鉄鋼業 

 

2.2.1 わが国の鉄鋼生産量 

世界の粗鋼生産は中国の急激な増加により 11 億トンを超え、更に増加傾向にある。日

本の 2005 年度の粗鋼生産量は、国内需要が引き続き高水準で推移したこともあって１億

1,272 万トンとなり 2002 年度以降４年連続して 1.1 億トンを超える水準となった。ここ数

年の中国の生産量増加は顕著で、2006 年実績は、4.2 億トンと前年比 6,600 万トン増加し

た。これは世界第４位のロシアの粗鋼生産量に匹敵する。世界の粗鋼生産量の推移を図

2.2.1 に示す。 

 

図 2.2.1 粗鋼生産量推移 

 

2.2.2 鉄鋼業におけるエネルギー消費量の推移 

わが国の一貫製鉄所の鉄鋼製品製造プロセスの例を図 2.2.2 に示す。鉄鋼業のエネルギ

ー消費量は図 2.2.3 に示すように、省エネルギーの進展等により減少傾向にある。2005 年

度のエネルギー消費量は、2,345PJ（原油換算で 6,100 万 kl）となり、基準年 90 年度の

2,519PJ と比較すると 6.5％の減少になっている。 

（注）PJ はペタジュール（1015 ジュール）。 

１cal は 4.18605Ｊ。1PJ は原油約 2.58 万 kl。  

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP
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図 2.2.2 我が国の一貫製鉄所の鉄鋼製品製造プロセスの概念 

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP
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図 2.2.3 エネルギー消費の推移および予測 

 

2.2.3 地球温暖化防止への取組み  

1) CO2 排出起源と排出量 

(1) エネルギー起源 CO2 排出量 

 エネルギー起源の CO2 排出量は図 2.2.4 に示すように、2005 年度は１億 8,195 万

t-CO2 であり、 90 年度と比較すると 1,340 万 t-CO2(7.4%弱)減少している。 

 
図 2.2.4 エネルギー起源 CO2 排出量の推移 

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP



 

－ 40 － 

(2) 非エネルギー起源 CO2  

 鉄鋼業は鉄鉱石に含まれる不純物を取り除く目的で、高炉及び転炉で石灰石

(CaCO3)やドロマイト( CaMg(CO3)2)を副原料（非エネルギー）として使用している。 

 石灰石及びドロマイトの消費量は、高炉へ投入する焼結鉱の品質改善や転炉におけ

るスラグ削減など操業努力により減少し、図 2.2.5 に示すように、これらに起因する

CO2 排出量も削減している。 

 

 

図 2.2.5 非エネルギー起源 CO2 排出量の推移 

 

2) 省エネルギー技術  

(1) 設備の改善 

 鉄鋼業は第１次石油危機以降世界で も進んだ省エネルギー技術を駆使し、1970

～80 年代にかけ約 20％の省エネルギーを達成した。1990 年度以降、図 2.2.6 の一貫

製鉄所の主な省エネルギー対策設備例に示されるような省エネ設備投資や操業効率

化等の諸対策により 367PJ（14.6％）省エネ効果を達成した。ただし、製品の高付加

価値化、環境対策の強化等による増エネ要因もあり、図 2.2.7 に示すように全体では

165PJ（6.5％）、426Kl の省エネルギー達成となっている。 

 

 

 

 

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP
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図 2.2.6 一貫製鉄所の主な省エネルギー対策設備例 

 

 
図 2.2.7 1990～2005 年度の省エネルギー対策とエネルギー消費変動要因 

 

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP
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 70 年代～80 年代は、連続鋳造化や連続焼鈍など工程を連続化することによる生産

性向上、大型排エネルギー回収設備導入による省エネルギーが図られた。90 年代以

降は、高付加価値化・環境対策などエネルギー増加要因が顕在化するなか、図 2.2.8 

に示すように排エネルギー回収設備の増強、自家発の発電効率改善、廃プラスチック

の活用などの改善を続けている。 

 
図 2.2.8 鉄鋼業の省エネルギーの取組と評価 

 

 わが国の鉄鋼業は図 2.2.9 に示すように、これまでの省エネルギー対策により世界

高のエネルギー効率を達成しているが、その要因としては、生産技術、操業技術等

の総合技術力に加えて、排エネルギー回収設備の高い普及率が大きく寄与している。 

 

図 2.2.9 主要製鉄国のエネルギー原単位比較 

  

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP 
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 図 2.2.10 は主要設備の普及率、及び図 2.2.11 は主要省エネルギー設備の普及率の

国際比較を示す。 

 

 

図 2.2.10 主要設備の普及率（90 年度－2000 年度)  

 

 
図 2.2.11 主要省エネルギー設備の普及率の国際比較(1996 年調査) 

 

備考： 

CDQ (コークス乾式消火設備）：コークス炉において製造されたコークスの熱を蒸気と

して回収する設備 

TRT (高炉炉頂圧発電）：高圧操業されている高炉から発生するガスの圧力を利用して電

力を回収する設備）1990 年までにおよそ 100ＰＪ回収、90 年

代に更に 20ＰＪ普及拡大 

 

上記の対策による排エネルギー回収による効果（回収熱）を図 2.2.12 に示す。  

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP
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図 2.2.12 排エネルギー回収による効果 

図 2.2.13 は原料炭に占める非微粘結炭比率と PCI（微粉炭高炉吹込み）量の推移を示す。 

 

 
図 2.2.13 原料炭に占める非微粘結炭比率と PCI（微粉炭の高炉吹込み）量の推移 

 

PCI：コークス工程を省略して石炭を微粉にして、直接高炉に吹き込む技術で 90 年代後半、

急速に普及した。対象設備が膨大であり改善ポテンシャル大である。図 2.2.14 にそ

のためのリジェネバーナー累計設置基数の推移を示す。 

 

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP
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図 2.2.14 リジェネバーナー累計設置基数の推移 

 

(2) 廃プラスティック利用 

 自主行動計画の一環として、集荷システム等の整備を前提に高炉およびコークス炉

等への廃プラスチック等の有効利用による 1.5％のエネルギー削減に取組んでいる。

97 年以降、産業廃棄物系の廃プラスチックの利用に取り組んできたが、2000 年４月

の容器包装リサイクル法の全面施行を機に、一般廃棄物系の容器包装廃プラスチック

の利用が進展し、2005 年度の利用実績は 44 万ｔとなった。2010 年度に 100 万ｔの

廃プラスチック等の利用目標を掲げ処理能力増強に取り組んでいる。 

 

 
図 2.2.15 鉄鋼業の廃プラスチック・廃タイヤ等利用実績 

 

鉄鋼業では、産業廃棄物系および一般廃棄物系の廃プラスチック等を原料化し、 

 

 

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP
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ａ. 還元剤として高炉に吹き込む(図 2.2.16)、または、 

ｂ.コークス炉において樹脂原料となる油化物（タール、軽油）、高炉におけるコークスお

よびコークス炉ガスに分解する方法で有効利用している。 

 
図 2.2.16 高炉での廃プラスチック有効利用 

 

 
図 2.2.17 コークス炉での廃プラ等有効利用 

 

(3) 鉄鋼製品利用による社会の省エネルギーへの貢献 

 素材産業においては、素材製造における省エネルギーと共にその素材を利用して製

造される製品により得られる省エネルギー効果が重要である。わが国の鉄鋼業は、た

とえば自動車の軽量化をもたらす高強度鋼板等の高機能化鋼材の開発により、自動車

の省エネルギー化に貢献した。このような高機能化鋼材が社会全体へもたらす省エネ

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP 

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP
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ルギー貢献について、図 2-2-18 に示すように、LCA 的視点から評価・分析が実施さ

れ、その結果、鋼材の高機能化によりその製造段階では CO2 排出量は増加するが、

高機能化製品の利用段階における CO2 排出抑制効果が大きく、必要鋼材使用量の削

減と相俟って、全体では CO2 排出抑制に大きな効果をもたらしていることが定量的

に明らかになった。因みに 90～2000 年度までに製造した鋼材・製品が、2000 年度

時点で貢献している CO2 排出抑制量は、約 964 万 t-CO2 (製造段階：314 万 t-CO2、

使用段階：650 万 t-CO2)と推定されている。 

 

 

図 2-2-18 高機能化鋼材を用いた製品のエネルギー消費量への影響 

 

ａ．調査の前提 

対象鉄鋼製品と、それらが使用段階で省エネルギー効果を発揮する分野、内容を表

2.2.1 に示す。 

表 2.2.1 高機能化鋼材の使用段階における省エネルギーの内容 

 
（注）：使用段階における省エネルギー効果なしとして評価 

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP 

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP 
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ｂ．高機能化鋼材のＬＣＡ的視点からみた省エネ等の効果 

表 2-2-2 は今回対象とした 6 種の鋼材を使用した製品が、その耐用期間にわたり発

揮する省エネルギー効果および CO2 削減効果をまとめたものである。2000 年度に生

産された高機能鋼材（376 万ｔ）については、将来にわたり省エネルギー効果 238PJ，

CO2 削減効果 1,500 万ｔ強の効果が推定されている。 

表 2-2-2 高機能化鋼材のＬＣＡ的視点からみた効果 

 

 

(4) スラッグ等副産物の利用による多産業における CO2 削減効果  

 鉄鋼スラグは、セメントの原料、道路の路盤材、コンクリートの骨材や各種土木工

事用材等に有効活用されている。高炉スラグを原料にした高炉セメントは日本全体の

セメント生産量の 2 割強を占めている(表 2.2.3)。高炉セメントは、通常のセメント

製造に比べ粉砕・焼成工程を省略できるため(図 2.2.19)、製造用燃料を 43％、CO2

排出量を 41％それぞれ削減できる(図 2.2.20)。  

 

表 2.2.3 高炉セメントの生産量推移 

 
 

出典： (社 )日本鉄鋼連盟 HP 
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図 2.2.19 高炉セメントとポルトランドセメントの比較 

 

 

図 2-2-20 セメント産業の CO2 排出における高炉セメントの CO2 排出抑制貢献試算 

 

(5) 製鉄所における緑化への取組み 

 鉄鋼業界は、各製鉄所において 30 年来様々な工夫をこらして、構内および周辺の

緑化に取り組んでいる。森林の環境保全機能を活用するために、その土地本来の樹木

から構成された、いわゆる「ふるさとの森」（その土地本来の樹木で構成する森）に

囲まれた製鉄所の実現を目指している。全国の一貫製鉄所の緑地面積は合計で約

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP 

出典：(社 )日本鉄鋼連盟 HP 
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1,500ｈａ程度にのぼり、その機能を保全するための管理を行っており、仮に、広葉

樹の面積当たり CO2 吸収量を 26t-CO2／ha 年とすると、４万 t-CO2 を吸収するシ

ンク（吸収源）に相当する。 

 

3)  2005 年度時点の CO2 削減効果 

鉄鋼業の CO2 削減効果を 2005 年度実績でまとめると、生産工程における省エネル

ギーにより 90 年度実績から CO2 排出量 1,340 万ｔを削減した。 

一方、民生・運輸部門等への製品・副産物による貢献で CO2 排出量を 1,240 万ト

ン（わが国全体の CO2 排出量の約１％に相当）削減した。 

更に CDM 等クレジット取得を通じた海外との協力や副産物の輸出による貢献でも

1,000 万トン（わが国全体のＣＯ2 排出量の約１％に相当）の CO2 削減が見込まれて

いる。 

 すなわち合計で 3,580 万トンとなりわが国全体の CO2 排出量の約 3％相当の削減に

寄与している。 

 

4) 省エネルギー技術  

添付リストに示す近年わが国で開発または実用化された鉄鋼業における省エネルギ

ー技術の概要を巻末の｢Advanced Industrial Technology for Energy Conservation 

in Japan｣に示す。 



 

－ 51 － 

2. STEEL MANUFACTURING TECHNOLOGIES 
Item 
No. Name of Product/technology Product group Functional 

Classification 
S-1 BFG firing gas turbine combined 

cycle 
BFG combined 
cycle 

Power generation 

S-2 Top pressure recovery turbine Top pressure 
turbine 

Power generation 

S-3 Sintering material segregation 
charge Equipment 

Sintered ore Manufacturing 
technology 

S-4 Pulverized coal injection into 
blast furnace 

Blast furnace Injection of 
pulverized coal 

S-5 Blast furnace top pressure power 
generation equipment 

Blast Furnace 
Gas Pressure 

Power Generation 

S-6 Direct current water-cooled 
furnace wall type arc furnace 

Arc furnace Direct current 

S-7 Continuous casting machine Casting  Continuous casting 
S-8 Hot slab direct transfer rolling 

machine 
Rolling machine Hot slab direct 

transfer 
S-9 Continuous annealing furnace Annealing Continuous 

annealing furnace 
S-10 Convection heating wire-rod coil 

Heat treat furnace 
Annealing 
furnace 

Convection heating 

S-11 Low-temperature welded tube 
preparation 

Pipe/Tube 
manufacturing 

Low temperature 
forged welding 

S-12 High frequency electric melting 
furnace 

Melting furnace High frequency 
electric furnace 

S-13 Cast iron melting channel 
induction furnace 

Melting furnace Channel Induction 
Furnace 

S-14 Energy effective utilization type 
alloy iron furnace 

Electric furnace Alloy iron furnace 

S-15 Sintering kiln high efficient 
ignition equipment 

Sintering 
equipment 

Ignition equipment 

S-16 Coke oven coal drying / moisture 
conditioning equipment 

Cokes oven Moisture control 

S-17 Coke dry quenching equipment Coke oven Fire extinguisher 
S-18 Heat recovery from sintering 

machine cooler 
Sintering 
machine 

Cooler 

S-19 Sintering primary exhaust air 
sensible heat recovery 

Sintering Heat recovery 

S-20 Air Heating Furnace Exhaust 
Heat Recovery Equipment 

Air heating 
furnace 

Heating recovery 

S-21 Continuous Annealing Furnace Annealing 
furnace 

Continuous 
annealing 

S-22 Heat recovery from exhaust gas 
from revolving furnace 

Revolving 
furnace 

Heat recovery 

S-23 Heat recovery from exhaust gas 
from revolving furnace 

Revolving 
furnace  

Heat recovery 
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2.3 わが国のセメント工業 

 

2.3.1 生産量の推移 

わが国のセメントの生産は 1996 年度に 9,927 万ｔでピークになった後、減少を続け

2005 年度は 7,393 万ｔとなり、ピーク時の 74％余の水準である。  一方、国内需要はバブ

ル経済終盤の 1990 年度に 8,629 万ｔとなりピークを記録した。その後、1996 年度に阪神

大震災の復興需要などで一時的に回復したが、長期にわたり縮小傾向は続いており、2005

年度は 5,909 万ｔとなった。図 2.3.1 にわが国のセメント需給の推移を示す。 

 

図 2.3.1 わが国のセメント需給の推移 

 出典： (社 )セメント協会  HP 
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セメントの輸出は 1994 年度にアジア諸国の需要の盛り上がりから 1,500 万ｔとピークを

更新したが、その後 1997 年のアジア通貨危機以降急減し、2004 年度には再び 1,037 万ｔ、

2005 年度には 1,027 万ｔと 2 年続けて 1,000 万ｔ台を回復した。輸入は 1989 年度のピー

ク時 365 万ｔで、国内需要のシェアは 5％足らず、2005 年度では 94 万ｔであった。 

 

2.3.2 省エネルギー及び環境保全への取組み  

セメント工業はエネルギー多消費型産業であり、例えば図 2.3.2 のポルトランドセメン

ト製造工程に示すように、各工程において電力を消費し焼成工程では熱エネルギーも消費

する。また原料に石灰石を用いるのでエネルギー起源 CO2 と共に原料起源 CO2 が発生す

る。図 2.3.3 は我が国の部門別 CO2 排出割合及び図 2.3.4 はセメント産業における起源別

CO2 排出割合を示す。 

セメント業界は 1996 年 12 月に『セメント産業の環境保全に関する自主的行動計画』を

策定（1998 年 10 月改訂）し CO2 削減目標値を設定し削減に努めている。温室効果ガス

削減目標はセメントの生産量は景気や政策によって大きく上下するため「セメント製造用

エネルギー原単位」で設定している。 

 

 

図 2.3.2 ポルトランドセメントの製造工程 

（注）工程別エネルギー使用割合は、2004 年度実績値 
出典： (社 )セメント協会  HP 
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図 2.3.3 我が国の部門別 CO2 排出割

（2003 年度） 

 

図 2.3.4 セメント産業における起源別

CO2 排出割合（2004 年度） 

 

1) わが国のセメント工業におけるエネルギー使用量及び CO2 排出量の推移  

 図 2.3.5はセメント産業の生産量推移及び図 2.3.6はセメント産業の電力消費量等の

推移を示す。また図 2.3.7 セメント産業のエネルギー消費量、及び図 2.3.8 はセメント

産業のエネルギー原単位を示す。 

  

図 2.3.5 セメント産業の生産量推移   図 2.3.6 セメント産業の電力消費等の推移 

 

 2004 年度のエネルギー使用量は 1990 年度と比較して 27％減少したが、これはエ

ネルギー原単位 5.0％の低減と生産量 23％の減少によるものであった。また 2004 年

度の CO2 排出量は、1990 年度と比較して 23％減少したが、これは生産量 23％の減

出典： (社 )セメント協会 HP 出典： (社 )セメント協会 HP 

出典： (社 )セメント協会 HP 出典： (社 )セメント協会 HP 
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少によるものである（CO2 排出原単位は横這い）。エネルギー原単位が低減している

にもかかわらず CO2 排出原単位が横這いにとどまった主な要因は、自家発電（主に

石炭火力発電）比率が年々上昇しているためである（自家発電は各種電源から構成さ

れる購入電力に比べ単位量当たりの CO2 排出量が大きい）。 

   
図 2.3.7 セメント産業のエネルギー消費量   図 2.3.8 セメント産業のエネルギー原

の推移                単位の推移 

 その対策として、 近、木屑などを燃料としたバイオマス発電の導入をしている。

発生する焼却灰は通常は二次廃棄物となるが、セメント工場では焼却灰を原料として

利用するので産業廃棄は発生しない。セメント工場ならではの処理方法である。 

 図 2.3.9 はセメント産業の CO2 排出量 (エネルギー起源) 及び図 2.3.10 はセメント

産業の CO2 排出原単位（エネルギー起源）を示す。また図 2.3.11 はセメント産業の

CO2 排出量（原料起源）および図 2.3.12 はセメント産業の CO2 排出原単位（原料起

源）を示す。 

   

 図 2.3.9 セメント産業の CO2 排出量   図 2.3.10 セメント産業の CO2 排出原単位

（エネルギー起源）            （エネルギー起源） 

出典： (社 )セメント協会 HP 出典： (社 )セメント協会 HP 

出典： (社 )セメント協会 HP 出典： (社 )セメント協会 HP 
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 また原料起源の CO2 排出原単位は、混合セメントの生産比率上昇等により 2000 年

度まで減少傾向であったが、 近は輸出向けポルトランドセメント中間製品（クリン

カ）のウエイト増加により増加傾向にある（クリンカからセメントをつくるプロセス

において若干の添加材を加えるため、単位重量当たりの CO2 排出量はセメントの方

が小さい）。 

  

図 2.3.11 セメント産業の CO2 排出量   図 2.3.12 セメント産業の CO2 排出原単位 

（原料起源）                （原料起源） 

参考： わが国セメント産業 CO2 排出量の国際比較 

次にわが国セメント産業の国際比較について述べる。下のグラフは、日本のク

リンカ ton 当り (図 2.3.13) 及びセメント ton 当たりの CO２排出量  (図 2.3.14) の

比を示す。セメント ton 当たりの CO２排出量は我が国の排出量を 100とした場合、

世界の平均は 119 であり我が国セメント産業の省エネルギー技術が進んでいるこ

とを示している。 

 

図 2.3.13 セメント産業のクリンカ t 当たりエネルギー消費量 国際比較（2000 年） 

出典： (社 )セメント協会 HP 出典： (社 )セメント協会 HP 出典： (社 )セメント協会 HP 

出典： (社 )セメント協会 HP 
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（日本=100） 

出典：Toward a Sustainable Cement Industry Substudy、CLIMATE CHANGE (March 

2002)』(Battelle) 

 

図 2.3.14 セメント産業のセメント t 当たり CO2 排出量 国際比較（2000 年）（日本＝

100）出典：Toward a Sustainable Cement Industry Substudy 8： CLIMATE CHANGE (March 2002) 

(Battelle) 注：セメント  t 当たり CO2 排出量は原料起源分も含んだ数値の比較 

 

 

2) わが国セメント工業の省エネルギーと地球環境保全への取組み  

(1) エネルギー原単位の削減目標の設定 

 セメント産業から排出される CO2 は、我が国の総排出量の約 4.3％を占める（2003

年度）。また、セメント産業は、セメント製造に要するエネルギー起源の CO2 以外

に、原料起源の CO2（主原料である石灰石の熱分解により発生：CaCO3→CaO+CO2）

の排出が避けられないという特徴をもっている。 

 セメント産業は、典型的なエネルギー多消費型産業、つまり生産コストに占めるエ

ネルギー費の割合が高いので、我が国セメント産業は世界各国のセメント産業に先駆

けて省エネルギー対策を 重点課題として取り組んできた。そして様々な新技術の開

発・実用化を行いながら、既存設備においても徹底的なエネルギー利用効率改善対策

を実施してきたので、わが国のセメント産業は世界第１位の高エネルギー効率である。

しかしながらその結果、今後の削減活動には大幅な削減余地は残されていない。 

出典： (社 )セメント協会 HP 
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(2) エネルギー原単位削減目標 

 2010 年度達成目標：セメント産業は、下記の前提の下に 2010 年度におけるセメン

ト製造用エネルギー原単位（セメント製造用＋自家発電用＋購入電力）を 1990 年度

比 3％低減する目標を設定している。 

(注) セメント製造用エネルギーの種類：一般炭、重油、石油コークス、都市ガス、 

購入電力（エネルギー代替廃棄物等を除く） 

2010 年度目標値設定の前提条件： 

・火力等自家発電比率は 70％程度と想定（2004 年度実績は 59％） 

・排熱自家発電比率 10％程度と想定（2004 年度実績は 10％） 

(3) エネルギー原単位削減のための技術 

 我が国のセメント業界ではそれぞれの工程において省エネルギーを図っているが、

主な技術は以下のとおりである。 

① 原料工程の主な技術 

ａ． 竪型原料ミルの導入 

チューブミルよりも粉砕エネルギー効率が高く必要な設置面積は狭く、かつ低騒

音でセメント原料を粉砕することができる。 

② 焼成工程の主な技術 

ａ. キルンバーナーの改善 

クリンカー焼成状況の変化に対応するキルンバーナーの 適化技術 

③ 仕上工程の主な技術 

ａ. ローラーミル型予備粉砕設備 

チューブミル粉砕の前段にローラーミル型の予備粉砕機を設置して、クリンカー

を予備粉砕するシステム 

ｂ. スラグ粉砕の高効率化 

セメント分野での実績を応用した高炉セメント用スラグ微粉末の製造技術 

ｃ. セパレーターの改善 

粉砕量の増加、電力原単位の低減を可能にする第 2、3 世代セパレーター（サイク

ロンエアーセパレーター、ロータータイプセパレーター）の設置 

④ その他の技術 

ａ. ファンの回転数制御 
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大型ファンを駆動する電動機回転数を変化させてファン回転数を制御する方式の

うち、代表的な静止セルビウス制御方式の採用 

ｂ. 廃プラスチック処理設備 

主燃料とほぼ同等の燃焼特性が得られるまで廃プラを破砕する技術 

代替原料処理技術（下水汚泥） 

ｃ. 全国の自治体で発生する下水汚泥(バイオマスの一種)を、従来の埋め立て・海洋

投棄ではなく代替原料として処理する技術 

 

3) 省エネルギー技術  

添付リストに示す近年わが国で開発または実用化されたセメント工業における省エネ

ルギー技術の概要を巻末の｢Advanced Industrial Technology for Energy Conservation 

in Japan｣に示す。 
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3. CEMENT MANUFACTURING TECHNOLOGIES 
 

Item 
No. 

Name of Product/technology Functional 
classification 

Product group 

C-1 Vertical Roller Mill Milling of 
material 

Vertical roller mill 

C-2 Application of Suspension Preheater Dry process Vertical roller mill 
C-3 NSP Method with Kiln for Cement 

Sintering 
Cement sintering NSP method 

C-4 Installing a Vertical Coal Roller Mill Coal milling Vertical roller mill 
C-5 Installation of Pre-Crusher Clinker  Subcategory* 
C-6 Installation of Pre-Grinder Clinker Pre-grinder 
C-7 Installation of Highly eEfficient 

Separator 
Clinker Separator 

C-8 Highly Efficient Clinker Cooler Clinker Cooler 
C-9 NSP type Cement Kiln – Fluidized Bed 

Pre-Calcining 
Kiln Pre-calcining 

C-10 Shaft Type Cement Kiln Kiln Shaft type kiln 
C-11 Vertical Roller Mill for Crushing Clinker Clinker Roller mill 
C-12 Vertical Roller Mill for Slag Crashing Slag crashing Vertical roller mill  
C-13 Utilization of Town Waste as Material and 

Fuel for Cement - Eco Cement Plant 
Town waste Material and fuel for 

cement  
C-14 New Type Clinker Cooler Clinker Cooler 
C-15 Recirculation of Coarse Coal of Vertical 

Roller Mill 
Vertical roller 
mill 

Coarse coal 
recirculation 

C-16 5-Stage Cyclone Suspension Pre-Heater NSP plant Pre-heater  
C-17 Low Pressure Loss Suspension 

Pre-Heater 
Suspension 
pre-heater 

Low pressure loss 

C-18 Utilization of Used Tires as Fuel for 
Calcination 

Fuel for 
calcination 

Used tire 

C-19 Power generation with waste heat 
recovered 

Exhaust heat 
utilization 

Power generation 

C-20 Utilization of Used Plastics as fuel for 
Calcination  

Fuel for 
calcination 

Used plastics 
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2.4 わが国の化学、肥料工業 
 

2.4.1. 化学製品の生産量 
化学工業の製品は多種多様であり、図 2.4.1 に示すように原料から中間原料を経て一次製品が

生産される。 

 
図 2.4.1 化学工業の原料、中間原料及び一次製品 

 
わが国の製造業において、化学工業の出荷額の比率は製造業全体の約 8.5%  24 兆円を占め鉄

鋼業を凌いでいる。図 2.4.2 はわが国の製造業における化学工業の比重、及び図 2.4.3 は製品比率

の推移を示す。 

出典：(社)日本化学工業協会 HP 
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図 2.4.2 わが国の製造業における化学工業の比重 

 
 

 
図 2.4.3 わが国の化学工業の製品(出荷額)構成比の推移 (2004 年度) 単位：％ 

 
 
図 2.4.4 は 近 6 年間のわが国の化学工業の生産量、出荷及び在庫量の推移及び図 2.4.5 は化学

工業の生産量と製造工業の生産量の伸び率比較を示す。ここ数年急速に伸びている。 

出典：(社)日本化学工業協会 HP 

出典：(社)日本化学工業協会 HP 
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出典：(社)化学工業会 HP 

 
図 2.4.4 わが国の化学工業の生産量推移 

 
 

 
図 2.4.5 化学工業の生産量と製造工業の生産量の伸び率比較 

 
 
図 2.4.6 に化学製品の輸出入数量指数を示す。近年輸出入共に上昇基調にある。 

出典：(社)セメント協会 HP 

出典：(社)日本化学工業協会 HP 
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図 2.4.6 化学製品の輸出入指数 

 
2.4.2 省エネルギー及び地球環境保全への取り組み 
1) リサイクル活動 

20 世紀は工業の発達による経済の発展とともに人々の生活が飛躍的な発展を遂げたが、こ

の豊かさを支えた大量生産・消費の一方で大量の廃棄が行われ天然資源を消費した。21 世紀

は「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会から天然資源の消費を抑え、環境を守る「循

環型社会」の構築が指向されており、わが国の化学工業では下記の対応をしている。 
 

(1) 廃棄物の有効利用 
1990 年度の資源有効利用率（資源有効利用量の廃棄物発生量に対する割合）は 28％であ

ったが 2001 年度では 41％へ向上した。2010 年度の目標を 46％に設定し廃棄物を資源とし

て有効利用に努めている。 
 

(2) 終処分量の低減 
わが国産業界全体としては 2010年度における産業廃棄物 終処分量の目標を 1500万トン

（1990 年度比 25％）に設定し、2005 年度の中間目標を 2100 万トン（1990 年度比 35％）

としている。化学業界では 2010 年度の発生量「1990 年度対比で 24％に削減」することを目

標にしている。すなわち、生産評価高から拡大推計した 2010 年度の産業廃棄物 終埋立て

処分量を 87 万トン（1990 年度実績比約 76％減）削減することを目標としている。(2000 年

度実績は 119 万トン、1990 年度比約 64％減）発生量削減（リデュース）再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル）等の観点から工夫を凝らし 終処分量削減を進めている。図 2.4.7
に廃棄物発生量及び処分量の推移を示す。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4.7 廃棄物発生量及び処分量の推移と目標 
(3) 終処分量削減 

出典：(社)日本化学工業協会 HP 



 

－ 65 － 

化学工業から排出される廃棄物は実に多岐にわたるが、廃棄物削減の主な方法は以下の通

りである。 
①製造工程の改良(触媒、溶剤回収等)や運転管理の改善による廃棄物発生量の削減。 
②プラスチックの銘柄削減による製造銘柄切換時に発生する廃棄物の削減。 
③廃油、廃プラスチックを熱源として利用。 

 
2) 地球温暖化対策 

地球は大気圏をとりまく CO2(二酸化炭素)やメタンなどの「温室効果ガス」により、人間

や動植物にとって暮らしやすい温度に保たれているが、産業活動の活発化にともなう石油・

石炭の消費の増大や森林伐採により温室効果ガスの濃度が増加し、地球規模で気温が上昇す

る「地球温暖化」が進行し、100 年後には地表の平均温度は現在よりも約 2～6℃高まること

が予想され、砂漠化や海面の上昇、生態系の変化など、深刻な影響が現われると危惧されて

いる。図 2.4.8 に示すように、化学業界では「経団連環境自主行動計画」に基づき、CO2 排

出抑制するため、省エネルギーを推進し 2010 年度までに化学業界全体のエネルギー原単位

を 1990 年度の 90％にすることを目標にしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4.8 エネルギー原単位指数、CO2 排出量指数及び生産指数の推移と予測 
 
主な省エネルギー対策は下記のとおりである。 
①機器の性能改善、高効率設備の設置などによる設備・機器効率の改善 
②プロセスの合理化、製法の転換などによるプロセス改造 
③排出温冷熱利用などによるエネルギーの回収 
④運転方法の改善 
⑤その他の温暖化対策 

 
・太陽光発電システムの普及により、原油換算 5,600kl/年を削減する。 
・低燃費タイヤ用合成ゴム・カップリング剤・カーボンブラックの供給により、5～6％の燃費が

削減され、CO2 として約 200 万 t/年削減する。 
・製品のコンパクト化、容器の軽量化、薄肉化、詰替え用ボトルの採用などにより、プラスチッ

クや包装資材の削減、輸送時の軽量化を行う。 
 

以上の活動により、エネルギー原単位は 2001 年度 92％まで低減されている。2001 年度生産指

数は 1990年対比で 113％であったが、エネルギー原単位が改善されたことでCO2排出量は 106％
に止まっている。 
 
・その他の対策  

化学業界では、C02 の排出削減の他に、地球温暖化ガスである半導体産業で洗浄用途に使用さ

れている PFC（パーフルオロカーボン）等の削減にも取り組み大きな成果をあげている。 
 

出典：(社)日本化学工業協会 HP 
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表 2.4.1 地球温暖化物質の原単位削減率(1995 年比) 
PFC 21％減 

SF―6 76％減 
 
3) 有害性化学物質削減への取組み 

温室効果ガスではないが、大気中に存在する有害性のある化学物質、特に早期削減が必要

な物質とされているクロロホルム、塩化ビニルモノマー、ベンゼン、ホルムアルデヒド等の

12 物質の排出削減の自主管理計画を立てて削減に取り組んでおり、各物質について 1995 年

度を基準年度とする 1999 年度の削減目標（削減率 20～44％、平均 31％）を設定した。 
 

・ 第 1 期自主管理計画の達成 
 各社の削減努力の結果、第 1 期計画の 終年度である 1999 年度には、クロロホルムを除く

11 物質について目標値を上まわる実績（削減率 30～92％、平均 48％）を達成し、さらなる

削減に向けて自主的取り組みを継続している。 
・ 今後の取り組みについて 

「第 2 期計画」を策定し、1999 年度を基準年度として、12 物質それぞれに 2003 年度の削

減目標（削減率 13～71％、平均 43％）を設定した。第 1 期計画とあわせて平均 80％削減す

る計画である。 
 
 

・PRTR 法への対応 

 
図 2.4.9 284 物質の排出量推移 

 
 自主主管理対象 12 物質以外についても、化学工業では早くから独自に定めた 284 の化学物

質の排出・移動量の把握と削減の取り組みを行っている(図 2.4.9)。さらに、環境への排出量の

把握や管理の改善を定めた「化学物質管理促進法（PRTR 法）」で指定された 354 の化学物質に

ついても、漏洩防止、回収・リサイクル率の向上、代替物質への転換などを積極的に推進し排

出抑制を進めている。 
 

4) 大気汚染防止への取組み 
高度経済成長時代の反省のもと 1970 年代に徹底した公害防止に努めた結果、大気・水質

汚染物質ともに大幅に減少したが、その後も厳しい自主管理基準を守りながら排出量を抑え、

基準値以下の水準を維持している。主な対策を以下に記す。 

・SOx（硫黄酸化物）は、燃料中の硫黄分などから発生し呼吸器へ影響があり、コンビナート

公害の主因物質であるので、低硫黄分の燃料への転換および排煙脱硫装置による除去により

大気への排出を削減している。 
 ・NOx（窒素酸化物）は、燃料や廃棄物の燃焼時に空気中の窒素が酸化して発生し、光化学ス

モッグの原因になるので、NOx の発生を抑えるボイラーへの転換、燃焼条件の 適管理、排

煙脱硫装置により除去し大気への排出を削減している。 
 ・ばいじんは、電力や蒸気をつくるための燃料の燃焼により発生し、低ばいじんのボイラーへ

の転換、燃焼条件の 適管理、排煙集塵装置による除去により、大気への排出を削減してい

出典：(社)日本化学工業協会 HP 
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る。 
 

5) 水質汚濁物質の削減への取組み 
有機物による水質汚濁の指標である COD（化学的酸素要求量）低減のため、有機物を含ん

だ廃水は活性汚泥や吸着により有機物を低減して排出している。水質汚濁の指標としては、

この他に、P（りん）濃度、N（窒素）濃度、SS（浮遊懸濁物質濃度）などがあるが、いず

れも法規制や地方自治体との協定を下回る水準を維持している。 
 

6) 省エネルギー技術 
添付リストに示す近年わが国で開発または実用化された化学・肥料工業における省エネル

ギー技術の概要を巻末の｢Advanced Industrial Technology for Energy Conservation in 
Japan｣に示す。 
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4. CHEMICAL AND FERTILIZER MANUFACTURING TECHNOLOGIES 
 

Item 
No. Name of Product/technology Large class Small class 

Process-1 Manufacturing process－1   
Process-2 Manufacturing process－2   
Process-3 Manufacturing process－3   
Process-4 Manufacturing process－4   

F-1 Urea Production Technology   
F-2  Exhaust Heat Recovery Heat Exchanger 

Type Primary Reformer 
Ammonia plant  Reformer 

F-3 Synthetic reactor with a high conversion 
rate 

Ammonia plant Synthetic reactor 

F-4 Low Differential Pressure Synthetic Reactor Ammonia plant Synthetic reactor 
F-5 Isothermal CO conversion reactor   
F-6 CO oxidizing reactor Ammonia plant CO converter 
F-7 Ammonia manufacturing by coal 

high-pressure gasification 
Coal 
gasification 

Power generation 

F-8 Exhaust heat recovery system for the gas at 
the exit of the synthesized gas compressor 

Ammonia plant Heat recovery 

F-9 Membrane separation-type hydrogen 
recovery system 

Ammonia plant Recovery of H2 

F-10 High-pressure water power recovery turbine Ammonia plant Power recovery 
F-11 Prereformer for ammonia-reforming process Ammonia plant Pre-reformer 
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2.5 わが国の石油化学、石油精製工業 

 
2.5.1 石油化学工業 

1) 石油化学製品 

石油化学工業は、図 2.5.1 に示すように石油や天然ガスを出発原料として、エチレン、プロピレン、

ブタジエン、ベンゼン、トルエン等の基礎原料を製造し、これらの基礎原料からプラスチック、合

成繊維原料、合成ゴム、塗料原料・用材、合成洗剤/界面活性剤などの化学誘導品など多種多様な化

学製品を製造する化学工業である。図 2.5.2 に化学誘導品の需要割合を示す。出発原料として、アメ

リカ、カナダ、中東産油国では天然ガスや原油採取時の随伴ガスに含まれているエタンを主原料と

して使用しているのに対し、わが国やヨーロッパでは原油を精製して得られる石油製品のうち「ナ

フサ」（粗製ガソリン）を主原料としている。 

 
図 2.5.1 石油化学基礎製品と誘導品 

 
以下基礎原料のなかで も重要なエチレン(CH2=CH2：オレフィン系炭化水素のひとつ)を中心に

主体に記す。 
 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 
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図 2.5.2 石油化学製品の需要分布 
（注） 1.石油化学工業協会調べ 
  2.各製品の 2005 年国内需要を金額ベースで算出 
 
2) 石油化学製品の生産量及び生産能力 

石油化学製品を代表するエチレンの生産は、1999 年にアジア経済の回復を背景とした輸出の大幅

増により 769 万トンの過去 高を記録した。しかしその後は米国経済の減速等により輸出が減少し

たことに加え内需も低迷し生産は 3 年連続して減少し、2002 年には 715 万トンに減少した。2003
年に入りイラク戦争終結以降の不況感が後退し、輸出内需とも回復し始めエチレンの生産量は４年

ぶりに前年を上回った。その後も緩やかな国内の景気回復や輸出により 2004 年、05 年もエチレン

の生産量は前年比で増加し 05 年の生産量は 762 万トンと過去 2 番目の高生産量となった。 
内需（エチレン換算量、以下同じ）は、1999 年、2000 年と、設備投資の増加等による緩やかな

景気回復を受けプラスに転じ、それぞれ前年比 2％の増加を示した。しかし 2001 年は、景気の後退

に伴う個人消費の低迷とこれまで内需を牽引してきた設備投資の減少等から需要減退の傾向が強ま

り、年間では 5％の減少、2002 年も需要は低迷を続け、内需は 547 万トン、前年比 3％減となった。

03 年に入ると景気にも徐々に持ち直しの動きが見られ、エチレン内需も 556 万トンと 3 年ぶりにプ

ラスに転じ、04 年に入っても、設備投資や個人消費の増加に見られる国内景気の回復から堅調に推

移し２年連続して前年を上回った。しかしながら 05 年に入ると、景気の停滞とともに原料価格の高

騰、輸入品の増加により内需は前年比 1％微減した。図 2.5.3 にエチレン生産量及び石化製品内需等

の推移及び主要石化製品の海外生産（能力）比率[2005 年末]、表 2.5.1 はわが国の 2005 年度末時点

における石油化学製品の生産能力、表 2.5.2 は主要石化製品の海外生産（能力）比率[2005 年末]を示

す。 
 
 
 
 
 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 
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図 2.5.3 エチレン生産量及び石化製品内需等の推移 
 

表 2.5.1 日本の石油化学製品生産能力（2005 年末）単位:千トン/年 
品  目 生産能力 備 考 

エ チ レ ン 7,232  
ベ ン ゼ ン 5,766   
ト ル エ ン 2,092   
キ シ レ ン 6,424  
パラキシレン 3,378   
低密度ポリエチレン 2,326 L-L,EVA を含む 
高密度ポリエチレン 1,286   
ポ リ プ ロ ピ レ ン 3,148   
ポ リ ス チ レ ン 1,016 GP・HI 
塩化ビ ニ ル樹脂 2,340   
エチレンオキサイド 953   
アクリロニトリル 718   
高純度テレフタル酸 1,450   
カプロラクタム 520   

SBR 602 ソリッド 合成ゴム 
BR 285 ソリッド 

塩化ビニルモノマー 3,484   
スチレンモノマー 3,310   
アセトアルデヒド 429   
酢 酸 685   
ＭＭＡモノマー 547   

 

生産・内需(千トン) ネット輸出(千トン) 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 
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表 2.5.2 主要石化製品の海外生産（能力）比率[2005 年末] （単位：1000 トン／年、％） 

製品名 
国内 

生産能力

[Ａ] 

日本企業 
の海外生産

能力 [Ｂ] 

国内・海外 
合計能力 

[Ｃ＝Ａ＋Ｂ]

海外生産 
能力比率 
[Ｂ／Ｃ] 

備 考 
（海外 

進出件数） 
エチレン 7,600 1,173 8,773 13.4％ 3 カ国・3 件 
ポリエチレン 3,612 920 4,532 20.3％ 4 カ国・6 件 
ポリプロピレン 3,148 511 3,659 14.0％ 4 カ国・5 件 
ポリスチレン 1,016 534 1,550 34.5％ 6 カ国・9 件 
塩化ビニル樹脂 2,340 3,459 5,799 59.6％ 8 カ国・9 件 
エチレングリコール 1,060 787 1,847 42.6％ 3 カ国・3 件 
高純度テレフタル酸 1,450 2,408 3,858 62.4％ 5 カ国・7 件 

（注） 1.海外生産能力は日本側出資比率見合いで算出したもの 
  2.エチレンの国内生産能力は定修実施年とスキップ年の平均値 
 
(1) 石油化学製品の輸出入量 

石油化学製品の輸出は中国、東南アジア諸国等の経済成長とともに年々増加し、1999 年はアジア

経済の急速な回復を背景に前年比 2 割増の過去 高の 236 万トン（エチレン換算、以下輸出入とも

同じ）に達したが、その後アジア・中東における大型新増設プラントが本格稼働入りし、米国経済

の減速がアジア地域へ波及し同市場の需要・市況が低迷したため 2000 年、01 年と 2 年連続伸び率

はマイナスとなったが、05 年には再びプラスとなった。    
石油化学製品の直接輸入は、2000 年度からの韓国、台湾等特恵関税の適用除外措置の影響もあり、

以降 40 万トン程度の低水準で推移している。一方、プラスチック加工品としての間接輸入は急増を

続けており、特に圧倒的なコスト競争力を有する中国、インドネシア、マレーシア等からのポリエ

チレン製のフィルム類、袋物を中心として 04 年まで毎年 2 桁の増加率を示しており、ポリエチレン

加工品の年間輸入量は、03 年には 50 万トン台に達したあと、05 年には 60 万トン台に迫る勢いにあ

る。 

 

図 2.5.4 石油化学製品の輸出入量の推移(エチレン換算量) 
 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 
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（注）輸出入は、財務省「貿易統計」を基に、主要エチレン系製品（エチレンモノマーを含む）をそれ

ぞれのエチレン原単位で換算し集計した。 
 
3) 石油化学工業の省エネルギー及び環境保全への取組み 

(1) 省エネルギーへの取組み 
2010 年を目標に 1990 年比でエネルギー原単位（製品単位あたりのエネルギー使用量）10％削減

を実現するため、新しい技術の開発・採用や製造プロセスの見直しなどを積極的に進めている。た

とえば、軽量高強度素材であるプラスチックはさまざまな製品の軽量化や耐久性の向上を通して省

エネルギー、省資源に大きく貢献している。例えば、自動車の軽量化による燃費の向上や断熱効果

の高いプラスチック建材の供給などエネルギーの節減に貢献している。 

(2) 環境問題への取組み 
石油化学工業界では循環型経済社会の実現に向けて、図 2.5.5 に示すようにリデュース・リユース・

リサイクルの 3R 活動を積極的に進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5.5 石油化学工業におけるリサイクルによる省エネルギー活動 
 
すなわち、 
・リヂュース：限られた資源を可能な限り有効に使い、無駄な消費を控えて、 終的に廃棄する量

を極力減らす取り組み 
・リユース ：容器などの製品をくり返し再使用・再利用することによって、 終廃棄物の発生量

を削減し、資源の節約をはかる取り組み 
 

・リサイクル：プラスチックの「リサイクル」には、「マテリアル・リサイクル」「ケミカル・リサ

イクル」「サーマル・リサイクル」の 3 分野において以下の取組みを行っている。 
・マテリアル・リサイクル： 

例えば農業用ビニルフィルムを回収し床材や履き物材料にしたり、各種廃プラスチ

ックから公園の遊具や運搬用パレット、衣料品などの製品に再利用している。 
・ケミカル・リサイクル： 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 
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例えば、さまざまな廃プラスチックを、燃料油として再資源化するシステムや、水

素などのガスにして工業原料とするシステムを開発し実用化している。 
・サーマル・リサイクル： 

例えば家庭から出るような一般廃棄物を固形燃料にして燃焼させ、エネルギーとし

て回収している。 
 
 
2.5.2 わが国の石油精製産業 

1) 原油処理量と処理能力 

図 2.5.6 に世界の原油生産量及び図 2.5.7 にわが国の原油処理能力と稼働率の推移を示す。 

 
 図 2.5.6 世界の原油生産量(2005 年) 単位：千バレル／日 

 

 
図 2.5.7 わが国の原油処理能力と稼働率の推移 単位千バレル／日 

 出典：(社)石油連盟 HP 
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図 2.5.8 にわが国の製品別需要の推移及び表 2.5.3 にわが国の石油製品の用途別需要を示す。  
 

 

図 2.5.8 わが国の石油製品（燃料油）別需要の推移  単位：千 kl 

 

表 2.5.3 わが国の石油製品の用途別国内需要(2004 年度)  単位：千 kl 

 
 

表 2.5.4 わが国の石油需給バランス 表 2.5.5 わが国の石油製品の輸入比率(2004 年度)  単位千 kl 

 
表 2.5.4 にわが国の石油需給バランス、表 2.5.5 にわが国の石油製品の輸入比率及び表 2.5.6 は我が

国の一次エネルギー需給見通しを示す。 
 

出典：(社)石油連盟 HP 

出典：(社)石油連盟 HP 

出典：(社)石油連盟 HP 
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表 2.5.6 我が国の一次エネルギー需給見通し 

 
 
2) 石油精製業の省エネルギー及び温室効果ガス削減への取組み 
(1) 省エネルギー対策 

石油精製業界は図 2.5.9 に示すように地球環境保全のための自主行動計画をたて、2010 年度を目標

に次の 3 分野で数値目標達成に取り組んでいる。 

①製油所エネルギー消費原単位の改善、 
②石油輸送効率化による燃料消費削減、 
③石油コージェネレーション普及による省エネルギー 

図 2.5.10 に石油産業の地球温暖化対策を示す。 
①の製油所の省エネルギーについては、熱回収の高度化、設備の効率化・ 適化等の推進により、2004
年度の「製油所エネルギー消費原単位」で 1990 年度比 14.0％改善し目標を既に達成した。上記 3 分

野の成果を合計すると、04 年度には、約 380 万の省エネルギー効果、約 1000 万トンの CO2 削減効果

（自然体ケース比）を達成している。 
 
 

出典：(社)石油連盟 HP 
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図2.5.9 石油業界の地球環境保全自主行動計画 

 

 
図2.5.10 石油産業による消費段階における地球温暖化対策 

 
②の石油輸送効率化による燃料消費削減対策として、 

a. サルファーフリー自動車燃料 
サルファーフリー（硫黄分10ppm以下）のガソリン・軽油は、大気汚染対策としてのNOx・PM排

出量の削減に貢献するだけでなく、燃料消費率向上にも有効でCO2排出削減効果があり温暖化対策と

出典：(社)石油連盟 HP 

出典：(社)石油連盟 HP 
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しても有効ある。このため石油業界では、05年1月からサルファーフリー自動車燃料の全国供給を開

始した。 

b. 環境負荷の小さい燃料電池や水素サービスステーション(SS)等の未来技術の開発 
燃料電池は効率が高く環境への負荷が少ない家庭や自動車等への新しいエネルギーの供給形態であ

ることから、CO2削減に貢献し、かつ石油系燃料を有効に活用できる新エネルギーシステムとして、

石油系燃料電池の開発、普及への取り組みを進めている。 

c. 石油残渣ガス化複合発電技術(IGCC)の開発  
図2.5.11に示すIGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) は付加価値の低い石油残渣 (ア

スファルト)をガス化し、ガスタービン複合発電の燃料として利用し高効率発電を行う技術で、従来の

石油火力に比べ下表に示すように高い発電効率が得られると共にCO2排出量削減効果が得られる。 
 

表 2.5.7 ガス化複合発電の性能 
項  目 ガス化複合発電(IGCC) 従来方式火力発電 

発電効率 46％ 39％ 
CO2 排出量 598g-CO2/kWh 706g-CO2/kWh 
排ガス環境性(NOｘ、Sox) 良好 ベース 
 

 

図 2.5.11 石油残渣ガス化複合発電プラントシステム 
 
d．石油コジェネーション 

図2.5.12に示すコジェネレーションシステムは、発電した排ガス排熱を利用して蒸気や温水を製造

する技術で、発電だけの場合のエネルギー効率が一般に40％以下であるのに対し、熱需要等の条件に

より変わるが80％以上の熱効率を得ることも可能であり、大幅なエネルギー消費量の削減とCO2排出

量の削減が可能である。石油産業では従来システムに比べ30％以上CO2を削減可能な石油コージェネ

レーションの普及を推進している。2010年度で、国のコージェネレーション導入見通し1,002万kWの

50％にあたる500万kW （今後新たに250万kW普及）を導入目標としており、目標が達成されれば、

年間137万tの石油消費量（CO2として約370万t）の削減になる。図2.5.13に燃料別コージェネレーシ

ョンシステム導入の推移を示す。 
 

出典：(社)石油連盟 HP 
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図2.5.12 石油コジェネーレーションシステム 

 

 
図2.5.13 燃料別コージェネレーションシステム導入の推移 

 

出典：(社)石油化学工業協会 HP 



 

－ 80 － 

3) 省エネルギー技術 
添付リストに示す近年わが国で開発または実用化された石油精製・石油化学工業における省エネル

ギー技術の概要を巻末の｢Advanced Industrial Technology for Energy Conservation in Japan｣に示

す。 
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5. REFINERY AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY 

 
Item 
No. 

Name of Product/technology Functional class Product class 

R-1 Pinch Technology All Sectors 
(especially Oil Refining / 
Petrochemical / Chemical) 

Total Plant Site / 
Process Unit / 
Energy Supply Unit 

Crude Distillation Unit / 
Vacuum Distillation Unit / 
Residual Fluid Catalytic 
Cracking Unit /
Hydrodesulphurization 
Unit /Boiler / Generator 

R-2 WIN TRAY Extraction Column Tray 

R-3 Hydro-Carbon Vapor Recovery 
system 

  

R-4 Dense Loading   

R-5 Reduction in Blown Steam by 
Column Top Steam Recycle 

Distillation Steam recycle 

R-6 Power Recovery of CO Gas Fluidized contact 
cracker 

Power recovery 

R-7 Power Recovery System with Mixed 
Fluid Condensing Turbine 

Fluidized bed 
contact cracking 

Power recovery 

R-8 Waste Heat Boiler for Sulfur 
Recovery 

Sulfur recovery Heat recovery 

F-9 Distillation Column with 
Intermediate Reboiler 

Oil refinery plant Distillation apparatus 

R-10 Hydrocarbon Membrane Separator Hydrogen 
production 
apparatus 

Membrane separation 
equipment 

R-11 Heat Pump Type PP Separator Propylene 
separation 

Heat pump method 

R-12  Cogeneration Using Gas 
Turbine Exhaust Gas as Combustion 
Air for Heating Furnace 

Heating furnace Cogeneration 

R-13 Rotary Regenerative Burner System Distillation Tublar furnace 
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2.6 わが国の環境関連 

 

2.6.1 環境問題 

1) 地球環境問題 

環境問題は大きく地球規模的な環境問題と地域的な環境問題に分かれる。 

地球規模的な環境問題には、 

(1) 地球温暖化 

(2) オゾン層破壊 

(3) 酸性雨。 

(4) 黄砂 

(5) 海洋環境 

(6) 南極地域の環境の保護 

(7) 世界の森林問題や砂漠化  

等の問題が含まれる。 

 

2) 地域的環境問題 

地域的な環境問題としては、 

(1) 大気汚染  

二酸化硫黄（SO2）、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)、 

二酸化窒素(NO2)、光化学オキシダント(OX)による大気汚染 

(2) 有害物質（ベンゼン等）による汚染 

(3) ダイオキシン類による汚染 

(4) 騒音 

(5) 水質汚染 

(6) 土壌汚染 

等の環境問題が含まれる。 

 

2.6.2 わが国における環境問題への取組み 

1) 地球環境問題への取組み 

(1) 地球温暖化問題への取組み 

地球温暖化は地球温室効果を有する以下の物質の大気圏濃度が高くなることにより生じるが、そ

の中で化石燃料の燃焼により生じる CO2 はその量が膨大であり主原因になっている。 

 

地球温暖化は大気圏に温室効果を有する主に下記物質の濃度増加により起こる。 

① 二酸化炭素（CO2）  

② メタン（CH4）  

③ 亜酸化窒素（N2O)  

④ 対流圏オゾン（O3）  

⑤ クロロフルオロカーボン（フロン：CFC）  

上記温室効果物質の温暖化寄与度を表 2.6.1 に示す。 
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表 2.6.1 温室効果ガスの温暖化寄与度 

温暖化効果ガスの種類 寄 与 度 
二酸化炭素（CO2） 63.7 
メタン（CH4） 19.2 
CFCS及び HCFCS 10.2 
亜酸化窒素（N2O) 5.7 
その他 1.2 

 

 

地球環境問題が顕在化してきた(人類が感知し始めた)のは比較的 近であり、現在それらの問題解

決の対策が研究されており、既に幾つかの有効な技術が開発され実用化されつつあるが、より効果

の大きい抜本的対策はこれからの開発実用化を待たなければならない。基本的な温暖化防止対策は、

上記の温暖化効果ガス、特に絶対量の多い CO2 排出量を低減することであり、以下の対策が採られ

ている。 

a. エネルギー効率向上による燃料消費量及び消費電力削減による CO2 排出量削減 

b. 石炭から発熱量当りの CO2 発生量の少ない天然ガスへの燃料転換等による CO2 発生量の低減 

c. 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等）及び原子力の利用 

d. 植物による吸収固定化 

e. 発生 CO2 ガスの化学吸収・物理吸着法による分離回収 

f. メタンガス〔鉱山メタン、廃棄物処理場〕の回収 

 

等の技術が実用化または開発中である。 

 

(2) オゾン層破壊 

地球をとりまくオゾン層は、太陽光に含まれる紫外線のうち有害なもの（UV－B）の大部分を吸

収しているが、オゾン層が CFC（クロロフルオロカーボン；いわゆるフロンの一種）等の物質によ

り破壊されており、その結果として、地上に到達する有害紫外線の量が増加し、人の健康や生態系

などに悪影響が生じるおそれがある。対策としては下表のオゾン層破壊物質のオゾン層破壊効果の

ない物質の開発とそれへの交換が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省ホームページ
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表 2. 6.2 オゾン層破壊物質 

 
 

 

(3) 酸性雨 

二酸化硫黄（SO2）及び窒素酸化物（NOx）の人為起源排出や火山の噴火等が原因と考えられ、硫

黄含有量の少ない燃料の使用や燃料脱硫、低 NOx 燃焼技術、燃焼ガス脱硫装置(吸収分離)の設置及

び脱硝装置(触媒還元)の設置による燃焼ガスからの SOx 及び NOx の分離回収技術等が開発され実用

化されている。 

(4) 黄砂 

(5) 海洋環境 

(6) 南極地域の環境の保護 

(7) 世界の森林問題や砂漠化 

 

2) 地域的環境問題に対する対応 

わが国は工業先進国であり工業の発展に伴う環境汚染を防止し、人の健康の保護及び生活環境を

保全するためいつ早く環境基準が制定された。そしてその遵守のために世界に先行する環境技術・

製品が開発され実用化されてきた。 

この環境基準は健康の保護及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、

終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目

標を定めたものであるが、実際には自治体等によっては国の環境基準以上に厳格な制限が適用され

出典：環境省ホームページ
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る場合も多い。 

(1) 大気汚染に関する基準と対策技術 

我が国の環境基準はこれから工業発展を目指す開発途上国の参考になると思われるので以下に大

気汚染に係る環境基準概要を記載する。 

①二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダント 

表 2.6.3 大気汚染に係る環境基準と対策技術 

物 質 環境上の条件（設定年月日等） 対策技術 

二酸化硫黄 

 (SO2) 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm以下

であり、かつ、１時間値が 0.1ppm 以

下であること。(48. 5.16 告示) 

燃料脱硫(水素添加脱硫)、燃焼ガスか

らの SOｘ回収(湿式/乾式脱硫装置) 

一酸化炭素 

 (CO) 

１時間値の１日平均値が 10ppm 以下

であり、かつ、１時間値の８時間平均

値が 20ppm 以下であること。(48.5.8

告示) 

高効率燃焼技術(バーナ)、触媒燃焼技

術、CO シフトコンバーター 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以

下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3

以下であること。(48. 5.8 告示)  

高性能燃焼技術、電気式集塵装置、バ

グフィルタ等吸着装置 

二酸化窒素 

（NO2） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppmから

0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下

であること。(53. 7.11 告示) 

触媒脱硝装置、低 NOx 燃焼技術(バー

ナ) 

光化学オキシダント

（OX） 
１時間値が 0.06ppm以下であること 。

(48.5.8 告示) 
同上 

 上記の大気汚染に係る環境基準の他に下記の環境基準及び指針が定められている。 

 

② 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

表 2. 6. 4 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 対策技技術 

ベンゼン 
１年平均値が 0.003mg/m3以下

であること。(H9.2.4 告示) 

トリクロロエチレン 
１年平均値が 0.2mg/m3 以下で

あること。(H9.2.4 告示) 

テトラクロロエチレン 
１年平均値が 0.2mg/m3 以下で

あること。(H9.2.4 告示) 

ジクロロメタン 
１年平均値が0.15mg/m3以下で

あること。(H13.4.20 告示) 

①固定発生源から排出されるベンゼン

を低減する固定発生源対策技術(低温

プラズマ法及び光触媒法) 

②自動車から排出されるベンゼンを低

減する移動発生源対策技術 

③ガソリン中のベンゼンを選択的に分

離する技術とともにそのベンゼンを

無害化しオクタン価の高い炭化水素

へ変換する技術(低ベンゼンガソリン

出典：環境省ホームページ
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の製造技術)等が開発実用化中であ

る。 

③ ダイオキシン類に係る環境基準 

 

表 2.6.5 ダイオキシン類に係る環境基準と対策 

 

 

 

 

 

 

④ 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

光化学オキシダントの日 高１時間値 0.06ppm に対応する午前６分時から９時までの非メタン炭

化水素の 3 時間平均値は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。 

 

以下の環境基準の詳細については略す。 

 

(2) 騒音に係る環境基準 

(3) 水質に関する環境基準 

水質については下記の区分で環境基準が定められている。 

・河川（湖沼を除く。） 

・湖沼（天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以

上である人工湖） 

・海域 

(4) 土壌汚染  

添付リストに示す近年わが国で開発または実用化された省エネルギー環境保全技術の概要を巻末

の｢Advanced Industrial Technology for Energy Conservation in Japan｣に示す。 

物 質 環境上の条件 対策技術 

ダイオキシン類 
1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下で

あること。(H11.12.27 告示) 

高温燃焼技術、膜分離技術、活性炭

吸着分離技術、触媒分解技術 

出典：環境省ホームページ
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6. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 

 

Item 

No. 
Name of Product/technology Functional class Products group 

E-1 Biogas Plants Organic waste 

treatments and 

co-generation 

Biogas plants 

E-2 Vacuum Frying Dryer Recycling of 

organic wastes 

Vacuum Frying Dryer 

E-3 Bio-Ethanol Production System Renewable Energy Biofuel 

E-4 Mitsubishi-Martin Refuse Incineration 

Plant 

Incineration、

energy recovery 

Refuse power generation 

plant 

E-5 Mitsubishi Methane Fermentation System Energy recovery 

from biomass 

Biomass power generation

plant 

E-6 Mitsubishi Sewage Sludge Carbonization 

System 

Energy recovery 

from sewage 

Charcoal production 

E-7 KM CDR Process CO2 recovery CO2 recovery plant 

E-8 Toshiba waste-plastic oil reclamation 

system 

Waste-plastic 

reuse 

Power generation 

E-9 Toshiba’s high-concentration organic 

wastewater treatment system 

Waste water 

treatment 

Waste water treatment 
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7.  OTHER TECHNOLOGY（ENERGY、CONTROL） 

 

Item 

No. 
Name of Product/technology Large class Small class 

O-1 NGH (Natural Gas Hydrate) Transport Chain Energy  Storage, Transport 

O-2 Econo-pilot (Control)  Air conditioning Control 

O-3 InfoEnergy Management system Control 
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第 3 章 インドのエネルギー多消費型産業の動向と省エネルギーへの取組み 

3.1 インドのエネルギー資源と省エネルギーへの取組み 

3.1.1 インドのエネルギー関連体制  

図 3.1.1 は中央政府及び州政府を中心にインドのエネルギー関連体制を示す。エネルギー及び電力を含

め政府の基本政策・計画は Planning Commission (国家計画委員会)で立てられる。ここで策定された計

画に則り、エネルギー関連省(電力省(MOP)、石炭省（MoC）)、新エネルギー省、石油・天然ガス省)及
び州電力管理委員会を有する州政府で具体的計画が策定され実行される。 

3.1.2 インドのエネルギー消費強度 

図 3.1.2 はインドのエネルギー消費

強度(Energy intensity：GDP(ドル表

示)当りのエネルギー消費量(Btu)を示

すが、途上国の中でも非常に高い、す

なわち生産に消費するエネルギー消費

量が非常に大きく、省エネルギー対策

の必要なことを示す。 

図 3.1.2 インド産業の総合エネルギーインテンシティ 

3.1.3 インドのエネルギー需要と供給 

インドの一次エネルギー(含、電力)の需要予測及び生産量の推移をそれぞれ表 3.1.1 に表 3.1.2 に示す。

インドは今後 8％の GDP 伸び率達成を目指すこととしており、エネルギー需要の伸び率 5.2%が必要で

あるとして、第Ⅹ期 (2002～2007 年) の国家予算は第Ⅸ期 (1997～2002 年) 計画の 84.2%増と大幅増に

なっている。これはエネルギーの安定供給が政府の期待する製造業の 10％以上の GDP 伸び率達成には

不可欠であるとの認識によるものであり、経済発展 重視の政府方針を明確に示している。 

出典：TEDDY 2004/05  
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図 3.1.1 インドのエネルギー関連部門の体制 出典：TEDDY 2004/05  
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表 3.1.1 インドの一次エネルギー需要量予測 

 
 

表 3.1.2 インドの一次エネルギー生産量の推移

 
 

1) 石炭 
 インドは石炭とリグナイト(褐炭)が産出され、世界第 3 位の石炭産出国であり、国内全エネルギー

需要の 55％が国内炭で賄われている。そしてその 75％が発電に使用される。2004 年度の産出量は

需要 405.1 百万ｔに対し 387.2 百万ｔ、褐炭の産出量は 30.3 百万ｔで全産出量の約 7％、輸入量は

25.3 百万ｔであった。石炭は灰分の含有量が多く(20～40％)、コークスには不向きでありコークス

用石炭が輸入されている。 
 

2) 電力 
 現在 (2007 年 2 月) の発電設備容量は合計 1 億 2,792kW であり、内訳は下記のとおりである。 
(1) 火力発電：8,419 万 kW (100%)  

石炭 6,941 万 kW (54％)、石油 1,358 万 kW (11%)、ガス 120 万 kW (1%) 
(2) 水力発電：3,354 万 kW (26%) 
(3) 再生可能エネルギー発電：619 万 kW (5%) 
(4) 原子力発電：390 万 kW (3%) 

 発電は豊富な埋蔵量を有する石炭火力主体であり、これに資源豊富な水力が続く、石油火力は今

後は建設されず、石炭の生産量にも関連して天然ガス火力の増加が予想されている。 
 今後の需要増に対応するため、第ⅩⅠ期(2007 年～2012 年)までに“Ultra Mega Project”方式に

よる石炭火力 1 億 kW の建設及び“Hydro Initiative”計画に基づく水力 5 千万 kW の建設や、既設

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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火力発電設備及び水力発電設備の膨大な延命化・近代化改造が計画されている。この他原子力発電

設備の建設が計画されている。  
 

3) 石油 
 インドの石油埋蔵量は世界の 0.4%であることが推定されている。2003 年度の石油生産量は 33.38
百万 t であった。原油の輸入量は 81 百万及び石油製品の輸入量は 7.3 百万ｔで、石油製品の輸出量

は 14 百万 t であった。図 3.1.3 及び表 3.1.3 に原油生産量と輸入量の推移を示す。 

 
図 3.1.3 インドの原油産出量と輸入量の推移 

出典：TEDDY 2004/05  
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表 3.1.3 インドの原油生産量推移 

 
表 3.1.4 にインドの石油精製能力及び表 3.1.5 に精製能力増加計画を示す。 

 
表 3.1.4 インドの石油精製能力

 

 
 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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表 3.1.5 石油精製能力増加計画 

 

 
図 3.1.4 に石油製品の比率、表 3.1.6 に石油製品販売比率及び表 3.1.7 に石油製品の価格 
推移を示す。 

 
図 3.1.4 石油製品の比率  Source：MoPNG(2005a) 

 



 

－ 95 － 

表 3.1.6 石油製品販売比率の推移 

 
 

表 3.1.7 石油製品の価格 

 

4) 天然ガス 
 天然ガスの消費量は過去 10 年伸び率 6.5%で急速に増加している。電力、肥料、石油化学産業が

天然ガスへ燃料や原料を転換しつつある。過去天天然ガスは国内生産に依存していたが急速な需要

増に対応するため LNG の輸入も開始されており、既に下記 2 箇所に LNG 基地が建設されている他

幾つかの基地建設が計画されている。 
(1) Dahej の Petronet LNG 基地、容量 5 百万 t/年 
(2) Hazira の輸入基地、この他にイランから 5 百万 t/年の輸入計画が合意されている。 

 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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 表 3.1.8 にインドの天然ガス生産量、表 3.1.9 に既設ガスパイプライン設備及び表 3.1.10 に LNG
ターミナル(計画を含む)を示す。 

 
表 3.1.8 インドの天然ガス生産量 
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表 3.1.9 既設ガスパイプライン設備 

 
 

表 3.1.10 LNG ターミナル(計画を含む) 

 
 

 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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図 3.1.5 に天然ガスの燃料としての用途及び表 3.1.11 に天然ガスの用途を示す。 
 

 

図 3.1.5 天然のガスの燃料としての用途  Source MoPNG (2005a) 
 

表 3.1.11 天然ガスの用途 

 
 表 3.1.12 は近年需要が急速に増加している CNG (compressed natural gas) の 3 州における販売

量の推移を示す。天燃ガスは石油製品に比べ安価で CO2 排出量及び不純物の含有量も少なく環境に

優しい燃料であり、自動車燃料用など CNG(compressed natural gas) の消費が急激増加している。

表 3.1.13 は石油価格に対する天然ガス価格の比較を示す。 
 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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表 3.1.12 3 州における CNG の販売量 

 

 
表 3.1.13 石油価格に対する天然ガス価格の比較 

 

 
5) 再生可能エネルギー 

 風力、小水力、バイオマス等の再生可能エネルギー発電設備を第ⅩⅠ期までに 1,000 万 kW 建設

計画である。それらの主要な用途は 18,000 の非電化村落の電化である。インド政府は全家庭が等し

く電力の恩恵を享受できるようにすることも電力行政の重要な目標にしている。 
 

6) 水力発電 
 インドには石炭と共に再生可能エネルギーが豊富である。現在再生可能エネルギーによる発電量

は 3 千百万 kW で伸び率 4.35 である。水力の推定潜在エネルギー量は 1 億 5 千万 kW と推定されて

いる。今後 2012 年までを目標に 5 千万 kW の水力発電プラントの建設“Hydro－Initiative”が計画

されている。 
 また 25MW 以下の小水力資源は、1,032 万 kW の潜在発電エネルギーがあると推定されており、

第Ⅸ期計画では 130MWの建設計画に対し 269MW が建設されている。第Ⅹ期計画では 1530MW(Ⅹ
Ⅰ期までに 6,000MW)の小水力発電の建設が計画されている。インドには系統電力に適しない僻地

村落が多数あるが(電化家庭数が 20％以下の州が 6 州もある)、小水力発電はこれの電源開発に採用

される。 
 
 
 
 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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7) バイオマス発電 
 自家発電及び農畑のバイオマスによる潜在可能発電電力量は 1,950 万 kW あり、多数(453)存在す

る砂糖工場のコジェネレーション発電電力のうち 350 万 kW は余剰で外部に供給可能であると算定

されている。 
 

8) 風力発電 
 2005 年時点の風力発電設備の容量は 360 万 kW で世界 5 位である。これはインドの全発電容量の

3％である。インドの風力の潜在発電力は 4,500 万 kW と推定され、1,340 万 kW が技術的に可能で

あると推定されており、第Ⅹ期計画では 150 万 kW の風力発電プラントを建設する計画である。 
 

9) 太陽光発電 
 インドの太陽電池及びモジュールの製造能力はそれぞれ 25MW 及び 36MW あり、今まで(2004
年 12 月)の生産量は 191MW である。そのうち 86MW がインドで用いられており 105MW が輸出さ

れている。 
 

10) 都市ごみ及び産業廃棄物発電 
 潜在可能発電電力量は 250 万 kW あり、その内 150 万 kW が都市ごみ、100 万 kW が産業廃棄

物によるものである。 
 その他まだ実用化されていないが海洋温度差発電、潮汐発電や波浪発電による可能発電量は理論

上は 2 億 kW 以上賦存すると推定されている。 
 以上のようにインドは化石燃料資源、再生可能エネルギー資源共に豊富に存在するが、生産が需

要に追いついていないことが課題であり、更に今後その需要は急増することが予想されており、炭

鉱開発の促進、輸送インフラの強化整備、国内外における石油・天然ガスの探査・権益獲得を重視

した政策が進められている。 
 
3.1.4 省エネルギーへの取組み 
インドは上記のようにエネルギー資源にめぐまれているが、BEE (電力省エネルギー効率局) 及び

PCRA (石油天然ガス省石油保存研究協会)、 政府が中心になってエネルギー使用量削減に鋭意取組んで

いる。その狙いは、 
①インド経済の担い手は製造業であり、それらはエネルギー多消費型工業 (消費エネルギー費：～

全コストの 50％を占める)であり、国際競争力を持つためには消費エネルギーの削減が重要であ

る。 
②GDP10%を達成するためには、製造業の GDP 伸び率が 10％以上 (期待値) であることが必要で

あり、そのためエネルギー消費量の伸び率は 5％以上となり、人口増加と相まってインドのエネ

ルギー消費量は今後急増するので、省エネルギーによりエネルギー消費量の増加を抑制しなけれ

ばならない。 
③エネルギーの 100％自給体制を確立する。 

この目標達成のため、政府が中心になり官民一体となった省エネルギー対策に取組んでいる。主要な

対策は次のとおりである。 
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1) EC (Energy Conservation)  Act, 2001 (省エネルギー法 2001) の制定 
この法律は政府による、各産業界の省エネルギー対策の迅速な実施を推進できるようにしたもので

ある。 

2) BEE (Bureau of Energy Efficiency：電力省エネルギー効率局) の創設 
上記の法律の下で電力省 (MoP) にエネルギー効率局 (BEE：Bureau of Energy Efficiency)が創設

された。BEE の任務等については第 1 章総論で述べたので省略するが、BEE は制度・事務的観点

から、各産業界と連携して省エネルギー活動を促進する。 
因みにインドにおける省エネルギー可能量を表 3.1.14 に示す。 
 

表 3.1.14 インドにおける省エネルギー潜在量  
産業部門 インド 中国(参考) 

産業部門 
鉄鋼業 
セメント工業 
パルプ及び紙 
繊維 
アルミニウム 

家庭 
照明 
冷蔵庫 
空調 

農業 
ポンプ 

輸送 
車輌 
ディーゼルトレイン 
電車 

 

 
15 
17 
20-25 
23 
15-20 
 
10-70 
25 
10 
 
25-55 
 
7.5-10 
5-10 
5-10 

 
15-25 
10-20 
20-40 
15-２８ 
20 
 
10-40 
10-15 
15 
 
20-50 
 
10-15 
5-15 
8-14 

 
また、本調査研究で作成した｢Advanced Industrial technology for Energy Conservation in Japan（我

が国の省エネルギーの観点における先端産業技術集）｣が、BEE のウエッブサイトを通じてインドの産

業界に広報される予定であるが、このような省エネルギー技術に関する産業界の啓蒙・広報活動も主要

な任務である。 
 

3) PCRA (Petroleum Conservation Research Association 石油天然ガス省石油保存研究協会) の活動 
PCRA は 1978 年に当時の石油省に以前から存在した PCAG （Petroleum Conservation Group）

が発展した組織であり、現在は全てのエネルギーを対象に技術を主体とする広範囲の実務を担当し

ており、BEE とは両輪の関係にある組織であり、活動分野は次のとおりである。 
 

(1) 産業部門対応 
全産業界 (大規模工場なところから小規模工場まで) を対象にエネルギー監査（オーディッ

ト）を行いエネルギー効率評価を行う、効率の低いところに改善技術を提案する、エネルギー

監査用の機器購入費用及び省エネルギーのための改善費用としてソフトローンを貸与する。 
 

出典：UNDP2000 
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(2) 運輸部門対応 
諸機関の運転手教育、州政府輸送部隊及び民間の輸送事業者、及び運転者・機械工に対する

講習会等を実施する。州政府輸送事業へのソフトローンを貸与する。 
 

(3) 農業部門対応 
燃料及び潤滑油の浪費に繋がる農耕機器、部品の修正及び交換に関する援助、デモセンター

の運営、農業学校生の教育、ソフトローンの貸与、その他を行う。 
 

(4) 家庭部門対応 
効率的調理法競技、調理機器の点検、燃料の効率的使用に関するビデオ上映及び論文発表会

等を行う。 
 

(5) 若年層対応 
若者を対象に省エネルギー関連の教育を行う。 
 

(6) 省エネルギー技術の研究開発 
各産業部門、農業部門、輸送部門及び家庭部門における省エネルギーに関する研究開発の開

始及び支援を行う。発電所の省エネルギー対策にも PCRA が中心になって推進する。 
 

以上のように、インドでは政府が中心になってエネルギー節減の活動が強力に推進されている。 
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3.2 インドの電力産業 

3.2.1 インドの電力産業の動向 

インドは昨年度 GDP 成長率 8.4％の高い経済成長率を達成し、今後も 8％以上の伸び率を目標に経済

発展に取り組むが、その主役は製造業であり製造業には 10％以上の GDP 伸び率を期待している。例え

ば現在不足し今後大きな需要増加が予想され産業の基盤インフラとなる電力を重視し、第Ⅹ期(2002～
2007 年)～ⅩⅠ期(2007～20012 年)に“Ultra Mega project” 方式による 1 億 kW の火力発電プラント

の建設、“Hydro-Initiative”に基づく 5,000 万 kW の水力発電プラントの建設、既設火力・水力発電プ

ラントの改良・近代化、再生可能エネルギーの利用を中心とした非電化山村・家庭の電化(rural 
electrification), 送電網の強化・整備等設備面の強化を計画すると共に、州電力管理委員会(State 
Electricity Regulatory Commission)の創設による中央政府 (Ministry of Power) と州政府 (State 
Electricity Board: SEB)の連携強化による建設支援、送電網建設や電力料金の設定、及び外資導入促進の

ための関税及び事業税優遇等、目標達成に向け積極的な政策を施行している。 
 
1) 近の電力業界関係の主要な動向 

近の主な動向を以下に示す。 
(1) インドの発電設備容量は 2007 年 1 月時点で 1 億 2 千 8 百万 kW であり、現在も電力不足が続いて

いる。 
 2003 年度の電力不足量：7.1%、ピーク負荷に対する不足：11.2% 

(2) 2004 年度の事業用火力発電プラントの負荷率は 72.7%であった。 
(3) 24 の州で電力管理委員会 (State Electricity Regulatory Commission) が設置され、8 州で電力料

金規定を発行した。 
(4) 2005 年 2 月に国家電力政策 (National Electricity Policy)、同 3 月に電力省より電力料金法原案

(Draft Tariff Policy) が発効された。 
(5) 2003 年 5 月に 5,000 万 kW の水力発電プラントを 2012 年までに建設する“Hydro-Initiative”が

発表された。 
(6) 2003 年度に 2706 の村落が電化された。 
(7) 山村電化インフラ及び家庭電化計画 (これは National Common Minimum Programmeを完遂する

ための法律である) が 2005 年 4 月に発効された。 
 
2) 発電設備容量の推移 

 表 3.2.1 に現在 (2006 年 1①月) の発電設備の所有者別型式別容量を示す。2006 年 11 月時点の設

備容量は 1 億 2 千 7 百 92 万 kW であり、その内訳は図 3.2.1.に示すように、火力発電 8,419 万

kW(66%) 、水力発電 3,354 万 kW(26%)、再生可能エネルギー発電 619 万 kW(0.05%) 、原子力発

電 390 万 kW(0.03%)である。  
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表 3.2.1 型式別。所有者別発電設備容量(2006 年)  

出典：MoP（インド電力省）単位:MW 

所有者 水力 石炭 石油 ガス 火力合計
再生可能 

エネルギー 
原子力 合計 

民間 1,306 4,241 418 597 9,021 3,623 0 13,951 

州政府 25,713 38,615 3,499 3,499 42,199 2,567 0 71,000 

央政中府 6,922 26,510 5,898 0 32,408 0 3,900 43,230 

合計 33,941 69,366 13,581 1,201 84,149 6,190 3,900 128,182 

 

 

図 3.2.1 インドの発電設備容量の型式比率（2006 年 11 月） 
 
 表 3.2.2 に発電設備容量の推移を示す。過去 5 年間 500～600 万 kW が建設されているが今後は倍増さ

れる計画である。 
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表 3.2.2 型式別発電設備容量の推移 

 
 

 

図 3.2.2 火力・水力発電比率の推移 
 

 図 3.2.2 は火力発電と水力発電設備容量の比率を示すが、1980 年代の火力発電の伸び率が 11.6%
であるのに対し水力発電の伸び率は 4.4％しかなく、水力発電の比率が大きく低下していることを示

す。政府は資源が豊富な(潜在エネルギー12.5 億 kW) 再生可能エネルギーである水力発電の開発を

火力発電とのベストミックスの観点からも必要と考えている。 近発表された第Ⅹ期計画 (2002～
2007 年の 5 年間)の建設計画と実績を表 3.2.3 及び表 3.2.4 に示す。建設計画 4,111 万 kW に対し建

設済み容量は 2,325 万 kW であり、現在までの達成率は 57％である。第Ⅹ期計画 4,111 万 kW に対

し実績は前述のとおり 2,325 万 kW 強となる見込みである。 

出典：MoP HP
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表 3.2.3 第 10 期 (2002.4-2007.3) 新設発電プラントの建設計画 

 
表 3.2.4 第 10 期の電源の建設計画と実績 

 
 
表 3.2.5 に 2006 年度運転開始予定の中央政府所有及び州政府所有発電プラントを示す。 

 
 

中央政府 

州政府 

民間 

合計 

出典：MoP HP

出典：MoP HP
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表 3.2.5 2006 年度運転開始の発電所 

 
出典：MoP HP
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3) 発電電力量及び負荷率 
 次に図 3.2.3 に発電電力量および発電所の負荷率を示す。政府は電源設備の建設が需要に追い付か

ず電力が不足しているので、負荷率向上を重視しており近年向上している。 
 

 
図 3.2.3 発電電力量及び発電設備の負荷率 

 
 表 3.2.6 は中央政府所有、州政府所有、民間所有および全体に区分した負荷率の推移を示す。負荷

率の向上が見られる。 
 

表 3.2.6 国･州政府・民間所有発電所別年間稼働率の推移 

 
4) 送電設備の推移 

 インド全体の送電網を図 3.2.4 に、電圧別送電線距離を表 3.2.7 に示す。800kV の直流高圧送電線

も建設されたが。現在は電圧を 500kV に下げて運用されている。 
 

出典：MoP HP
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図 3.2.4 インドの送電網 
 
 

出典：MoP HP
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表 3.2.7 電圧別送電線距離 

 
 表 3.2.8 に第 6 期以降の送電設備建設の推移および表 3.2.9 は送電線所有者を示す。 
送電設備は中央政府が 75％、州政府が 25％所有し、民間はゼロであるが、現在送電事業は民間にも

開放されており、配電事業は段階的に開放されることになっている。 
 

 

出典：TEDDY 2004/05  
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表 3.2.8 第 6 期計画以降の送電設備建設の推移 

 
 
 

送電線長(Circuit km)  

サブステーション容量 (MVA)  

送電部門の発展  

村落の電化   

出典：MoP HP
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表 3.2.9 送電線所有者 

 

送電損失過大の問題 
 送電に関する 大の問題は送電損失が大きいことで、全インドの送配電損失 (送電損失の定義：送電電

力量から購入代金を受領した電力量、本来の送配電損失のほかに盗電量等も送電損失に含まれる) は
2002 年度 38.3%、2003 年度 32.53％であった。この基本的原因は低圧送電設備への投資が不十分であっ

たことが基本的な原因であるが、配電計画の不適正、電力計量の欠陥、非計量供給及び盗電が原因であ

る。州によっては送配電損失が 60％以上のところもある。対策として AT & C (aggregate technical and 
commercial)の推定とモニタリングを行う動きがある。 
 
5) 電力の需要と用途 
 図 3.2.5 に電力需要の推移を示す。例えば 2003 年度は 6.28%の伸び率であった。 

 
図 3.2.5 電力需要の推移 

 
図 3.2.6 に電力の用途別販売量、表 3.2.10 にインドの産業(需要先)別エネルギー販売量の推移を示す。 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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図 3.2.6 インドの産業(用途)別エネルギー販売量(2003 年度) 
 

表 3.2.10 インドの産業(需要先)別エネルギー販売量の推移 

 
 
図 3.2.7 に電力消費者数の推移、表 3.2.11 に電力消費者数の用途(部門)別推移及び図 3.2.8 に系統接続負

荷量(MW)を示す。 

出典：TEDDY 2004/05  
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図 3.2.7 電力消費者数の推移 
 

表 3.2.11 電力消費者数の用途(部門)別推移 

 

 
図 3.2.8 系統接続負荷量(MW) 出典：CEA (2005b) 

 
6) 電力の不足 

 インドは電力不足が恒常的である。表 3.2.12 に電力需要と不足率の推移、及び表 3.2.13 に発電電

力不足率及び表 3.2.14 にピーク需要と不足率の推移を示す。 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05 
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表 3.2.12 電力需要と不足率の推移 

 

 
表 3.2.13 発電電力不足率の推移 

 
表 3.2.14 ピーク需要と不足率の推移 

 

不足電力量 ピーク時不足電力

購入電力量は PTC 創設以来 7 倍に増えている。 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：MoP HP 

出典：TEDDY 2004/05 
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7) 村落家庭の電化 
 図 3.2.9 に地方別一人当たりの電力消費量、表 3.2.15 に家庭電化率 75％以上の州及び表 3.2.16 に

家庭の非電化率 80％以上の州を示す。政府は非電化家庭の低減を重要な課題としてその低減に努力

している。 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 3.2.9 地方別一人当たりの電力消費量   出典：CEA(2005b) 
 

表 3.2.15  家庭電化率 75％以上の州 

 

 
表 3.2.16 家庭の非電化率 80％以上の州 

 

NR ：北部 
WR ：西部 
SR ：南部 
ER ：東部 
NER ：東北部 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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8) 再生可能エネルギー潜在量及び再生可能エネルギー発電 
 インドの再生可能エネルギー量は豊富であり、政府は重要な電力資源、特に系統電力でカバーで

きない地域の電力資源と考えられている。大規模水力を除く再生可能エネルギーによる潜在可能発

電電力は表 3.2.17 に示すようにおおよそ 1 億 kW 程度と推定されている。そのうち現在利用されて

いる発電設備容量は表 3.2.18 に示すように 400 万 kW 弱である。 
 

表 3.2.1７ 再生可能エネルギーの潜在量 

 
 

表 3.2.18 新(非在来型)エネルギー利用発電設備容量 

 
 

9) 発電設備の建設計画 
(1) 水力発電所 

 “Hydro Initiative”：インドの潜在水力可能発電能力は 1 億 5 千万 kW と推定されているが、この

内 162 地点 5,000 万 kW の水力発電プラントを第Ⅹ期及びⅩⅠ期で建設する計画である。現在 132

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05  
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地点 3,738 万 kW の計画案が出され、その内、103 の計画 3,115 万 kW が出来上がっている。セン

トラルセクターの水力発電プラント建設については政府が資金援助を増加する。以下に MoP 資料

の関連部を示す。 
 

 
 火力発電プラント建設については、第Ⅹ期及びⅩ1 期で合計 1 億 kW 建設する計画であるが、そ

の実現には“Ultra Mega Project”方式が取られる。 
 “Ultra Mega Project”方式では、Ⅰ地点の出力を 400 万 kW とし、ユニット出力 800MW 5 機で

構成する (TERI にて聴取)。燃料は石炭で国内炭を使用する坑口火力、及び沿岸に建設する揚地火

力とする。蒸気条件は超臨界圧 240ata×565°C /565°C (TERI にて聴取)とする。国際入札による事

業者選定を行う。選定の基本的指標は発電単価である。 
 送配電はインド政府企業 PGLD 社 (Power Grid Limited), 電力の売買は PTC 社 (Power 
Trading Co.) が担当する。 

103 地点 3,150 万 kW の水力発電所の建設 FS 終了

坑口火力及び揚地火力の両方で検討中

合計 5000 万 kW の水力発電所の建設“Hydro-Initiative” 

(2) 火力発電所の建設 (第Ⅹ期及びⅩ1 期で合計 1 億 kW 建設する) 

132 地点 3,738 万 kW の水力発電所計画案を受領

“Hydro-Initiative”による開発計画

潜在発電電力

水力発電プラント建設に対する政府投資が大幅増加している

出典：MoP HP
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PhaseⅠ計画 (当面 400 万 kW の石炭火力発電所×5 地点 合計 2,000 万 kW の建設) 
①上記 1 億 kW の石炭火力発電所の建設は基本的に Ultra Mega プロジェクト方式で建設される(400

万 kW ×25 地点)。 
②PhaseⅠは下記の坑口石炭火力×2、揚地火力×3 で計画されている。 

ⅰ) Saasan  ⅱ) Mundra  ⅲ) Akaltara  ⅳ) Karnataka ⅴ) Maharashtra 
③FS 等の実施 
下記の 5 電力会社 (Shell company：発電事業主体になる可能性が高い) が FS 等を実施した。 

ⅰ) Sasan Power Limited (M.P.)   
ⅱ) Akaltra Power Limited (C.G.)   
ⅲ) Coastal Gujarat Limited,  
ⅳ) Coastal Karnataka Power Limited   
ⅴ) Maharashtra Ultra Mega Power Project Co. 

④Shell company の役目  
Shell company は CEA(Central Electricity Authority)/PFA( Power Finance Corporation)を支援し

て、プロジェクトレポートの作成、敷地の購入、燃料供給先/石炭ブロックの確保、州政府による水

の割当、EIA 及びプロジェクト報告書作成コンサルタントの指名、国際競争入札の資料作成及びエバ

リュエイションを行うコンサルタントの指名、官庁認許取得業務、発電電力の引取り、送電システム、

評価等を行う。 
⑤CEA の指名した技術コンサルタント：WAPCOS, TCE (Coastal Gujarat project 担当), DCPL, 

Lahmeyer, L&T/S&L, NTPC, Fitcher, Desien (Sasan project 担当), Macon, Tractebel, STEAG の

11 社である。 
⑥プロジェクト推進日程(当初の計画)：2006 年 12 月にビッダー選定し、Shell Company からプロジェ

クト移転する。 
 

(3) 非電化村の電化のための分散型電源の設置 
政府(諮問委員会) 見解は以下のとおりであり、今後分散型電源も非電化村落の電源として増加する。 

①インドは面積広大で送電システム不要の分散型電源(D.G.)が僻地・山村の電源として適性が高い。 
18,000 の村落が中央政府所掌対象となる。残りの非電化村は州政府が担当する。 

②電源形式は風力、小水力、バイオマス/バイオマスガス化、太陽光が適正である。 
③系統電力で電化された村落でも、電力供給が不安定な村落は分散電源化することが推奨される。州政

府が担当する。 
④インドは再生エネルギー発電の設置技術は進歩したが導入量が少ない。REC の失敗にとらわれない

こと。 

(4) 再生エネルギー発電設備の設置： 
 インドは広大で表 3.2.19 に示すように、風力、小水力、バイオマス、太陽光等再生エネルギー資

源に恵まれている(潜在エネルギー量は 9,200 万 kW)。特に上記村落電源に利用される。2003 年ま

での導入量を表 3.2.20 に示す。 
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表 3.2.19 潜在再生エネルギー資源 

 

 
表 3.2.20 再生エネルギー発電設備容量(2003 年度末) 

 

(5) 自家発電設備の建設 
表 3.2.21 第 10 期自家発電設備建設予想 

 

 
10) 発電設備の改良と近代化 

表 3.2.22 第 10 期発電設備改良近代化計画 

 
 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：MoP HP 

出典：MoP HP 
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(1) 水力発電所 
(a)第 10 期：62 件 8,088MW 出力増加目標：2,887MW 
(b)第 11 期：34 件 4,631MW 出力増加目標：3,936MW 
 

(2) 火力発電所 
表 3.2.23  第 10 期長寿命化改造プロジェクト (LEP ) 

i) Number of thermal power stations 32 

ii) Number of thermal units 106 

iii) Estimated Cost Rs.9,200 crore 

iv) Total capacity involved 1 0,413 MW 

v) Average PL F before R&M/L E Programme 49% 

vi) Anticipated PLF after completion 75% 

vii) Anticipated additional generation/ annum 23,700 M U 

viii) Capacity expected after completion of LE work. 10,747 MW 

 
表 3.2.24 第 10 期改良/近代化改造プログラム (R&M) 

i) Number of thermal power stations  13 

ii) Number of thermal units  57 

iii) Estimated Cost Rs.978 crores 

iv) Total Capacity involved 14270 MW 

 
表 3.2.25 11 期計画(2007-2012 年)における改造プラント 

・長寿命化改造：34 ユニット 6,000MW 
・近代化改造 ：31 ユニット 7,090MW 

  LEP R&M 

i) Number of thermal power stations 18 12 

ii) Number of thermal units 34 31 

iii) Estimated Cost Rs.6,000 crore Rs.751 crore 

iv) Total capacity involved 6,000 MW 7,090 MW 

 (Crore：107) 
 

出典：MoP HP

出典：MoP HP

出典：MoP HP



 

－ 122 － 

3.2.2 発電設備の技術動向 

 インドの電源設備の約 68％が火力発電、26％が水力発電、風力 3 % 、原子力 2％及び再生可能エネル

ギー発電 1％である。このように火力発電が主体であり、その 83％を石炭火力が占める。従来インドの

火力発電設備の設計条件は、燃料が灰分含有量 30％以上の割安の低品位国内炭であることもあって、コ

ンサーバティブ(保守的)な蒸気条件が採用されていた。すなわち主蒸気 170ata×主蒸気温度 540°C /再熱

蒸気温度 540°C の亜臨界圧で、出力は 200MW と 500MW が標準容量であった。現在インドではじめて

の蒸気条件 240ata×540°C /565°C 容量 660MW の超臨界圧プラント 3 ユニットが建設中である。そし

て Ultra Mega プロジェクトのフェーズ 1 から蒸気温度が 565°C /565°C に高温化した 240ata の超臨

界圧条件となる。目下インド BEHEL 社がフランスシュタイン社の技術を導入して製造体制を整えつつ

あるようである。 
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3.3 インドの鉄鋼業 

3.3.1 生産量と生産能力 

1) 鉄鋼省の組織及び製造体制 
 インド鉄鋼省 (MoS：Ministry of Steel)の組織を図 3.3.1 に示す。図中 SAIL (Steel Authority of 
India Ltd.)はインド製造量の過半を占める政府所有鉄鋼会社である。インドの鉄鋼会社は“Main 
producer”, “Other major producer” 及び“Secondary producer”に別れ、前記 2 者は 0.5 百万

トン MT 以上の容量の一貫製鉄所を有し鉄鉱石及び石炭/ガスを使って鉄鉱を製造する。Main 
Producer は SAIL、TISCO、RINL であり合計製造量は約 19.3 百万トン、工場負荷率は 104％であ

る。“Other Major Producer”は ESSAR、ISPAT、JVSL で合計製造量は 6.4 百万トンで負荷率は

97％であった。 

“Secondary Producer”は中小企業に分散しており、 
(1) 鉄鉱石と非粘結炭を使用して鉄鉱メーカーにスポンジ鉄(直接還元鉄)を供給する 120のスポンジ

鉄メーカー。13 百万トンの容量を持ち、2004 年度の負荷率は 75％であった。 
(2) 鉄鋼石、スポンジ鉄及びスクラップを使用して鉄鋼を製造する約 650 のミニ高炉、電気アーク炉、

誘導炉、エネルギー調整炉業者、容量は 14.7 百万トンで 2004 年度負荷率は 58％であった。 
(3) 製品鋼を製造する 1200 のロール（re-roll）業者、容量 15 百万トンで 2004 年度利用率は 55％

であった。 

インドの鉄鋼業における 近の主な動静には次のようなものがある。 
・鉄鋼業は 1991 年に非ライセンス化され 1992 年に非管理化された。 
・インドの粗鋼生産量は世界第 7 位である。 
・2005 年度の銑鉄生産量は 44.544 百万トンであった。 
・Main Producer と Secondary producer の 2005 年度の製品鋼の生産比率はそれぞれ 36％、64％

であった。 
 

2) 生産量と生産能力 
 世界の 2005 年の粗鋼の生産量は中国が前年に続き 大の生産量（349.4 百万トン)、 日本が二

位で 112.5 百万トン、三位米国 93.9 百万トンで、インドは前年の 5.9%増加の 1129.4 百万トンで世

界 8 位の生産量であった｡世界的な需要増加と国内の需要増加とあいまってインド鉄鋼産業は利益

を得た。2004 年度の炭素鋼の生産量は前年の 28.9 百万トンから 3.35 百万トンへ増加したが、民間

企業が国内需要に対して重要な役割を果たした。 
 2003 年度の製品鉄鋼の生産量は 36.91 百万トンで前年の 7.4%増、炭素鋼は 28.3 百万トンで 3.8%
増であった｡図3.3.2に示すように2004年度の製品炭素鋼の生産量は38.40百万トンであった。2020
年までに年間製造能力を 110 百万トンに引き上げる計画である。 
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図 3.3.1 インドの鉄鋼産業体制            出所：MoS (2004) 
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図 3.3.2 インドにおける鉄鋼の生産量(2004 年度) 出所：MoS (2004) 
 

 インドは直接還元鉄の世界 大の生産国であり、生産能力は 1990 年度の 1.52 百万トンから 2003
年度は 9.3 百万トンへ増加した。 
 このうち石炭使用のものが 87 基で容量は 3.88 百万トン、ガス使用のものが 3 基あり生産能力が

6.10 百万トンである(2004 年)｡ 2004 年の 4 月から 12 月までの生産量は 7.20 百万トンの予想であ

った。現在 (2004 年) 37 の電気炉が稼動しており年間の合計生産能力は年間 8.06 百万トンである。

電気炉によるインゴット/コンキャストビレットの生産量は2002年度の生産量5.19百万トンに対し

2003 年度の生産量は 5.7 百万トンの予想であった。2003 年度は 650 の炉が稼動し 2001 年度の生

産量 4.30 百万トン、2002 年度の 4.75 百万トンに対し 4.90 百万トンが生産されたと報告されてい

る。 
 銑鉄は鋳鉄及び各種エンジニアリング用の鋳鋼の も基本的な材料であるが、インドにおける

2003 年度の銑鉄の製造量は 5.22 百万トンで前年の生産量 5.29 百万トンを 1.3%下回った。ミニ高

炉を採用している民間/2 次セクターの努力により、銑鉄の全生産量は 2002 年における 79％から

81％に連続して増加した。銑鉄の輸出量は 2003 年度の 0.52 百万トンを下回り 0.18 百万トンであ

った。 
表 3.3.1 主要企業の製品鋼の生産量推移 

 

 

 

 

 

 

 

百万トン 

出典：TEDDY 2004/05  

出典：TEDDY 2004/05 
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3) エネルギー消費量 
 製鉄鋼業で使用する主要なエネルギー源は粘結炭、非粘結炭及び電力である。同等な技術を使用

している鉄鋼業の中でも工場によりエネルギー使用量には大きな差異がある。 
 2003 年度の粘結炭使用量は、SAIL のプラント（IISCO を含む）、VSP 及び TISCO が それぞれ

13.48、3.66 及び 3.21 百万トンであった｡非粘結炭の消費量は SAIL, VSP(JVSL?) 及び TISCO そ

れぞれ 4.43, 0.73、及び 1.38 百万トンであった。主要製綱プラントにおける 1997 年度から 2003
年度における発電電力量及び購入電力量を表 3.3.2 に示す。 

 
表 3.3.2 主要製鉄鋼プラントにおける発電電力量及び購入電力量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAIL の一貫製鉄所におけるエネルギー消費原単位は 6.84Gcal/tcs から 8.88Gcal/tcs の範囲であ

った。これらの一貫製鉄所の中で Bhilai 製鉄プラントは過去数年間 少のエネルギー消費原単位を

記録している｡同様に Rashtriya Ispat プラントも 2001 年度の 6.62 から 6.13gcal から 2003 年度は

6.07gca/tls へ減少した。粗鋼生産のエネルギー使用量を表 3.3.3 に示す。 
 
表 3.3.3 主要製鉄鋼プラントにおける粗鋼製造消費エネルギー 単位：(Gcal/ton) 

 
 

出典：TEDDY 2004/05 

出典：TEDDY 2004/05 
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4) 鉄鋼価格 
 NHAI (National Highway Authority of India) によるハイウエー建設工事を始めとする大規模

な建設活動による国内鉄鋼の需要増加により鉄鋼の価格は上昇した。原料のスクラップ、粘結炭や

製綱用コークスの価格も上昇した。世界の鉄鋼価格の上昇する中で HR (Hot-Rolled) コイルは 2002
年1月から2004年12月の間に140-170から550-600ドル/ｔに上昇した。溶融スクラップ鋼は93-94
から 275-285 ドル/ t へ高騰した。 
 2002 年度に 5.1%上昇し 150.2 になった鉄及び鋼の WPI (ｗhole price index)は 2003 年度には

35%上昇し 202.1 ドル/t、更に 2004 年 12 月には 237.8 ドル/ t へ上昇した。 

5) 政府方針 
 インド鉄鋼省(MoS)は National Steel Policy 2005 (国家鉄鋼政策針)をインド鉄鋼産業の効率向上、

コスト低減、生産性向上、品質向上及び製品多様化を主目的として施行した。特に焦点とした目標

は 2019 年度までに国内生産量を 100 百万トン(設備利用率 100％）、輸入 6 百万トン、輸出 26 百万

トンを達成することであった。この National Steel Policy 2005 における政策的推進及び強化の特

徴は下記のとおりである。 

(1) 国内鉄鋼需要について 
・都市の年間一人当たりの消費量を 2019 年度までに 77kg に上げること。 
・地方の年間一人当たりの鉄鋼消費量を 2019 年度までに 4kg に増やすこと。 

(2) 輸出力について 
・政府は buy-back を伴う戦略的連携を奨励すること。 
・100％輸出目的のユニットによる輸出用製品生産を奨励すること。 
・2019 年度までに年 13％の輸出成長を目標とすること。 

(3) 輸入について 
・国内産業が国際競合力を有するようになるまで十分な時間が取れるように、関税は段階的な下

げをおこなうこと。 
・不正な輸入による国内鉄鋼産業を保護するため、救済的貿易行動迅速に実施し、被害を 少に

すること。 
(4) 原料 

・鉄鉱石、粘結炭、非粘結炭等の主要原料の必要量予測を表 3.3.4 に示す。需要量は高炉 60％、

スポンジ(直接還元)鉄、電気炉及び燃焼炉 33％及びその他の製法によるもの 7％の前提で予測

している。 
 

表 3.3.4 鉄鉱石、粘結炭、非粘結炭等の鉄鋼生産の主要原料の必要量予測 

 

・粘結炭：2019 年末までに粘結炭は 70 百万トンが必要になり、その 85％が輸入に頼らなければ

出典：TEDDY 2004/05  
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ならない。 
・直接還元鉄グレード用の非粘結炭：燃料に非粘結炭を使用するスポンジ鉄産業はコークスの代

替燃料を使用するという重要な役割を果たすことが期待されている。直接還元鉄産業の製造能

力は年 6.5％の率で現在の 13 百万トンから 2010 年度末までに 20 百万トンに増加するので、

2020 年には 38 百万トンに成長するものと思われる。 
・鉄鉱石：2019 年度までに国内鉄鋼生産量を 100 百万トンに増産するために、採鉱量の追加的

増加及び銑鋼能力強化のために政府は投資を奨励した。 

6) インフラストラクチュア整備 
 政府は国家鉄鋼政策(NSP) 2005 で輸送の総合的コスト低減を目指しており、75 百万トンの追加

目標の達成には 300 百万トンの輸送能力の増強が必要になる。大量輸送は鉄道による。同様に 2019
年度までに 26 百万トンの輸出水準を達成するには膨大な港湾設備が必要である。製鉄産業におい

て 2019 年度までに追加が必要になる電力は 7,000MW であり、約 2450 億ルピーの投資が必要にな

る。 
 
3.3.2 製造技術 

1) 鉄鋼製造設備 
 インドの代表的一貫製鉄所である SAIL の Bhilai Steel Plant の設備及び製造能力の概要を以下

に示す。この工場には 新設備が導入されており、年間の製造能力は 3.153 百万トンで主力製品は

レールである。 
・製造できる鉄鋼の品質レベル：鉄道レール、API グレード鋼、等 

・鉄鋼製造装置       ：ツウインーハース炉、真空アーク脱硫黄装置、水素除去装置(H＜

1.5 ppm)、Ladle 炉、塩基性酸素炉、シングルストランドスラブキ

ャスター、フォーストランドブルームキャスター 
・ロールミル設備      ：ブルーム及びビレットミル、プレートミル、レール及びストラクチ

ュアミル(超音波及び渦流テスト装置付)、マーチャントミル(製造能

力：500,000 トン)、ワイアロッドミル、ブルームビレットミル、

プレートミル 
 

2) 省エネルギーへの取り組み 
(1) 運転効率の改善 

 インドの代表的鉄鋼メーカーである SAIL はその運転効率の改善によるエネルギー消費量低減に

取組んでおり、2003 年度のエネルギー消費量はインドで も少なく 7.46Gcal/t-carbonsteel であっ

た。Sponge Iron India 社は直接還元鉄生産のエネルギー消費原単位を通常の 100 から 120 unit/t
から 102 のレベルへの低減に成功している。 
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(2) 製造設備の改善 
 製鉄鋼業のエネルギー削減のため行われている製造設備の改良は、製鋼プロセスの改善、高炉に

おける微粉炭の利用、プッシャタイプ再熱炉のウオーキングビーム炉 (walking beam furnace)への

入れ替え、連続鋳造比率の引上げ、コークス品質改善のためのコークス炉へのブリケットコールの

投入、高炉におけるスポンジフォームの利用、各種炉排ガスからの熱回収、可変速駆動装置の設置、

湿分吸収装置の設置、高効率のモーター、ポンプ及び送風機の採用や電気加熱器の燃焼方式加熱器

への入替え等である。 
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3.4 インドのセメント工業 

3.4.1 セメント産業の動向 

1) 生産量及び製造能力 
 インドは 150 百万トンのセメント生産能力を有し世界第 2 位の生産国である。世界の約 6％を生

産している。2004 年の操業度は生産能力の 80％であったが、2003 年に比べ顕著な改善を成し遂げ

た。しかし産業の急速な成長にもかかわらず、インド国民一人当たりのセメント消費量はおよそ 100 
kg/年であり世界で も少ない。 
 

表 3.4.1 大規模セメントプラントにおける生産量の推移単位（百万トン） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 インドには 128 の大規模セメント工場（一人当たりの生産量 0.20 百万トン/年以上の工場）及び

小規模工場の生産能力はそれぞれ合計 151.69 百万トン及び 11.10 百万トンである。 
 セメント産業の成長率は 2005 年の 4 半期において 8％近傍である。大規模プラントの 1995 年度

から 2002 年度にわたる製造能力と生産量の推移を表 3.4.1 に示す。セメント産業の 近の急速な成

長はインフラストラクチュアの開発と住宅の建築ブームによるものである。 
 

2) 製造技術 
 産業の物理的成長と歩調をあわせて、インドのセメント産業は技術の改善と 新技術の導入によ

り大幅な成長を達成した。設備能力の 91％が近代的環境に優しい乾式製造法を採用している。僅か

に 7％が湿式製造法残り 2％が半乾式技術である。製造能力 1 百万トン/年以上の多くの大規模プラ

ントはローラープロセス、縦型ローラーミル、プロセス制御装置及び効率的な環境対策を設置して

いる。それらの先端技術の導入が実質的なエネルギー消費量と材料節減を可能にした。インドでは

OPC (Ordinary Portland Cement) 、 PPC (Portland Pozzolana Cement)、PBFS (Portland Blast 
Furnace Slag Cement)、Oil Well (油井用) Cement、Rapid Hardening (急速凝固) Cement、White 

出典：TEDDY 2004/05 
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(白色) Cement 等の多種類のセメント生産を行っている。これら各種セメント生産は BIS (Bureau 
of Indian Standards)の仕様に準拠している。大量輸送と輸出のために専用のジェッティを建設して

いるセメント工場が幾つかある。1995 年度から 2002 年度にわたる各種セメント製造の傾向を表

3.4.2 に示す。 
 

表 3.4.2 各種セメントの生産量推移.    単位：百万トン 

 
 
政府方針 
 国家計画委員会(Planning Commission)は第Ⅹ期 5 ヵ年計画作りとセメント工業発展を目指し “ワー

キンググループ”を発足させた。そしてこのグループはセメント工業の重点領域として、下記事項を特

定した。 
・セメント製造における低品位廃棄物原料の利用 
・フライアッシュスラッグ等の産業廃棄物を利用した環境に優しいセメントの製造 
・腐食性物質等の劣化要素に対する混合セメントの耐性向上 
・特殊用途用の多原料混合複合セメントの開発 
・低品位石灰石を使用し省エネルギーと CO2 排出量レベルを低減しつつ、高灰分炭を有効利用するエ

ネルギー消費量の少ないべライトセメントの製造と利用 
 

3.4.2 省エネルギーへの取組み 
 セメント産業はエネルギー多消費型産業でありエネルギー源は石炭である。エネルギーに要する出費

はユニットによっては生産コストの 50％以上に上るものもある。石炭以外の燃料コストは、すなわち石

油、ガス、その他廃棄物燃料のコストは微小である。業界には省エネルギー技術を導入する傾向が強く

なっている。セメント産業における現在のエネルギー効率調査によれば全プラントの 82％がエネルギー

効率の高い乾式法プラントや機械を導入しており、残り 18％が設備改善を必要としている。 
 新のプラントにおける熱消費原単位は 670kcal/kg クリンカーと低いが、旧式の乾式プロセスのプラ

ントでは 900kcal/kg クリンカーである。32 の乾式法セメントプラントの平均エネルギー消費量原単位を

表 3.4.3 に示す。他のアジア諸国とのエネルギー消費量原単位比較を表 3.4.4 に示す。インドの 新プラ

ントの原単位は世界の 良 高効率のプラントに匹敵している。しかしながら比較的旧い設備ではエネ

ルギー効率改善の余地がある。多くの旧いユニットでは 少省エネルギー効率改善策の採用により 低

出典：TEDDY 2004/05 
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10％の省エネルギーが可能であると考えられている。 
 

表 3.4.3 セメント産業における消費エネルギー原単位の推移 

 
 

表 3.4.4 各国のセメント製造消費エネルギー原単位の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
省エネルギー技術 
 セメント製造プラントで導入されている幾つかの省エネルギー技術を概観する。 

①原料の処理工程 
・回転式粉砕機及び可動式粉砕機の採用：ボールミルに替え VRM(Vertical roller mill) 及び VRM

に外部循環機構の設置 
・粉砕工程におけるロ―ラープレス技術及び高性能セパレーターの採用 

②セメント粉砕工程 
・各種運転モードにおいて高効率分離機能を有するセパレータを装備し、高圧ローラープレス機能

持つ VRM の採用 
・可動セパレーターと固定セパレーターの併用によるエネルギー効率向上 

出典：TEDDY 2004/05 

出典：TEDDY 2004/05 
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③熱処理工程 
・プレカルシネーター及び低差圧サイクロン装備の 5 段ないし 6 段の予熱器の設置、 
・低 L/D 比のショートキルンの採用 
・高効率熱回収能力を持つ新世代型クーラー 

 更にセメント産業においては上記以外にもエネルギー消費原単位を低減する幾多の領域がある。例え

ばプレヒーターまたはクーラー出口排ガスの廃熱回収による発電、スラッグやフライアッシュのような

副産物利用による混合セメント製造、及び廃棄物燃料による石炭の一部代替等である。 
 目下日本の協力(“Green Aid Plan”) で廃熱利用したコジェネレーション設備がインドのセメン

ト工場に建設中である。インドセメント業界は先進技術の導入が省エネルギーや省資源に多大な貢

献をしていると評価している。 
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3.5 インドの化学、肥料産業 

3.5.1 生産量 

1) 生産能力及び生産 

 インドは農業がその GDP の 4 分の１ 以上の貢献をしていることからも知れるように農業経済国

である。国民数も比例的に生活を農業に依存しており、その経済は“緑の革命” (Green Revolution) 
により、自給と自足の食糧生産を達成すると共にインド全体の経済発展に弾みを与えた。インドの

農業において、また国家の全体的発展において肥料の重要性を看過することはできない。 
 インドの肥料生産量及び消費量は世界第 3 位に位置する。 も広く使用される肥料は窒素質、燐

酸質、カリウム質及び配合肥料である。カリウム質肥料はインドでは生産されず需要は輸入で完全

に満たされている。インドの全肥料消費量、すなわち肥料成分量で示すと、N (窒素)、P2O5 (燐酸)
及び K2O (カリウム酸)の合計量は、2002 年度の 16.09 百万トンから 2003 年度の 16.80 百万トンへ

僅かに増加した。N、P2O5、および K2O の 2004 年度の消費量は前年度の各 10.47、4.01 及び

1.60 百万トンに対しそれぞれ 11.08、4.12 及び 1.60 百万トンであった。 
 2004年11月の設備能力は窒素 (尿素の設備能力20.51百万トンを含む) 12.39百万トン、燐酸5.42
百万トンであった。窒素質肥料は 2002 年度の 10.51 百万トンから 2003 年度は 10.63 百万トンへ、

2004 年度の 11.33 百万トンへ増加した。しかしながら燐酸肥料は 2002 年度の 3.90 百万トンから

2003 年度は 3.62 百万トンへ減少し、2004 年度 4.00 百万トンへ増加した。(表 3.5.1 参照) この比

較的大きな生産能力向上は全体として、数年間にわたる民間及び政府による大規模投資により促進

された伝導政策の環境により可能となった。 

表 3.5.1 肥料生産能力、生産量および工場負荷率    単位：千トン 

  

   

出典：TEDDY 2004/05 
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 現在、多種類の肥料生産している大型の肥料工場が 57 ユニットあるが、これらのうち 29 ユニッ

トが尿素を生産し、20 ユニットが DAP (di-ammonium phosphate ) 及び混合肥料を、7 ユニット

が LAS (low-analysis straight) 窒素肥料を、残りの 9 工場が複生品として硫安 (ammonium 
sulphate)を生産している。そのほか、SSP (single super phosphate) を生産している 68 の中小容

量のユニットがある。 
 国内肥料産業は相対的に良好な設備利用率を達成している。2003 年度の設備利用率は窒素 88.6％、

燐酸が 67％であったが、2004 年度はそれぞれ 91%及び 76.5%に向上した。 
アンモニア肥料の生産に用いられる化学物質はアンモニアである。アンモニアメーカの製造能力は

2004 年 10 月現在 13.51 百万トンであり、アンモニアの生産量は 2002 年度の 11.83 百万ドルから

2003年度の 25.95百万トンに増加した。インドにおけるアンモニアの 82％が尿素に利用されるが、

2003 年度の尿素生産量は 19.00 百万トンであった。 

2) エネルギー消費量 

 4 種類の肥料うちー窒素、燐酸、カリウム、及び混合肥料―窒素肥料が もエネルギー多消費型

である。窒素肥料を製造するのに使用する基本化学物質はアンモニアである。アンモニア製造には

天然ガス、ナフサ、石油、及び石炭が使用される。このようにアンモニア製造が、各種 終肥料製

品製造の全工程で使用されるエネルギー量の約 80％を消費する。 
 アンモニアのエネルギー消費量原単位を表 3.5.2 に示す。アンモニア製造における平均エネルギ

ー消費量は禁煙減少の傾向を示している。この理由は主にアンモニア製造において も効率的原料

である天然ガス使用の増加によるものである。 
 

表 3.5.2 アンモニアのエネルギー消費量原単位の推移（1888－2002 年度） 
単位：Gcal/t 

 
  
 同様に、尿素製造の同じ期間の平均エネルギー使用量は 6.49Gcal/t であった。これはインドにお

ける全尿素製造に必要な石油換算 5 百万トンに相当する。現在、天然ガス使用のプラントが尿素製

造の 60％以上に使われている。ナフサは尿素製造の 30％以下に使用され、残りが燃料用石油及び

LSHS (low sulphur heavy stock)が原料として使われる。Ramagundam 及び Talcher の二つの石

炭ベースのプラントが技術的に旧く合理的でないことから操業を停止した。 
 燐酸肥料のエネルギー消費原単位は表 3.5.3 に示す。肥料産業における天然ガスのエネルギーと

しての使用量は 2002 年度の 79.5 億 m3 から 2003 年度の 78.9m3 に減少した。これは天然ガスの

入手困難なことと価格高騰によるものである。 

出典：TEDDY 2004/05 
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表 3.5.3 燐酸肥料のエネルギー消費原単位( 1991-1993 年度) 単位:Gcal/t 

 
 肥料製造におけるナフサ消費量は 2002 年度の 3.03 百万トンから 2003 年度の 3.23 百万トンへ増

加した。これに伴い 2002 年度の燃焼用石油/LSHS が 2002 年度の 1.87 百万トンから 2003 年度の

1.89 に増加した。さらに殆どのエネルギーがアンモニア製造に使われた。適用可能な技術及び利用

の経済性の点でアンモニア製造の原料は天然ガスが も適している。 

3.5.2 省エネルギーへの取組み 
 旧式プラントのエネルギー消費量は 1987 年度以来既設アンモニアプラントにおける各種エネルギー

節約対策、改良や部品の入れ替えの実施により全体のエネルギー消費量は 7-9％減少した。たとえば、

KRIBHCO (Krishak Bharati Co-operative Ltd)-Hariza プラントはアンモニア製造の合成ガス製造用の

熱効率 90％の一次リホーマーの設置により 0.04Gcal/t アンモニアのエネルギー節減に成功した。 
Bhatinda、Panipat 及び Nangal の MFL (Madras Fertilizers Ltd)、SFC (Shriran Fertilizers and 
Chemicals Ltd)及び NFL(National Fertilizer Ltd)では高熱効率アンモニア合成用加熱器の部品改良/交
換により 0.2－0.35Gcal/t の消費エネルギーの節減が可能であった。 
 同様にすべてのリホーマー方式アンモニアプラントガス回収装置を設置し 0.15－0.25gcal/ｔアンモニ

アの省エネルギーを行っている。アンモニアプラントにおいて実施された省エネルギー対策は短期対策、

中期対策及び長期対策に分け実施した。 

① 短期対策では諸リークの低減、保温の不適合/損傷によるエネルギー損失、蒸気の減圧、スチーム

トラップの管理、クーリングタワーの改良、等々損失の低減を行うことであった。インドのプラ

ントでは年間 0.05Gcal/百万トン尿素のエネルギー節減が可能であると考えられる。達成の度合い

はプラントの保守/運用及び品質水準によると思われる。 

② 中期対策は DCS またはプロセスの計算機制御、部分的な知能制御及びより良好な冷却水処理、低

効率 /低信頼性機器の交換、蒸気及び電力バランスの見直し、等である。これらの対策により 0.2
―0.3Gcal/t 尿素のエネルギー消費の低減が可能である。 

③ 長期対策は大型設備投資が必要なものである。これにはナフサ及び燃料石油を原料とする肥料プ

ラントを天然ガスプラントへの入替えが含まれる。初期の天然ガス方式のプラントでエネルギー

消費量の多いものは画期的対策や 高効率のプロセスの導入による改良が可能である。改良を必

出典：TEDDY 2004/05  
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要とするプラント機器は、空気圧縮機のガスタービン駆動方式への変更、断熱式プレリフォーマ

ー周波数制御可変速ドライブの採用、高機能触媒採用等々採用した高効率プラントの経験を手本

にすることにより、よりよい効果を得ることができる。並列合成コンバーターの設置、ストリッ

ピングソルーション (stripping solution)の変更、ライナーパッキングの交換及び CO2 除去装置分

配器の設計改善等の対策もある。 

政策的な課題 

 新たな肥料価格設定方式は尿素設備をより競合力のある効率の高いものとすることを目的にしている。

尿素の現在の助成方式の見直しのために設けられたHPFPPRC (High Powered Fertilizer Pricing Policy 
Review Committee) は、尿素のユニットベースの保留価格方式 (retention pricing) の打切りを提案し

た。その代わり、NRP (normative referral price)が既存のガス方式尿素プラントや DAP プラントに対

して固定されるべきこと、更に、FDCR (feedstock differential cost reimbursement：原料価格差償還)
が尿素に対しては 5 ヵ年間認められるべきであると提言した。 
 輸出入政策に基づき 2002 年 4 月から 2007 年 3 月まで、Fertilizer (Control ) Order, 1985 の Part A 1 
(f) に指定されたものを除き、NPK（nitrogen、phosphorus、potassium）を含有したスーパー燐酸及び

ミクロニュートリエント(微粉) 肥料及びその混合肥料を含むあらゆる種類の化学肥料が輸出振興の目的

で制限対象となった。 
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3.6 インドの石油、石油精製工業 

 

3.6.1 生産体制 

 インドの石油産業の体制は図 3.6.1 に示す。油田開発、精製、販売及び省エネルギー事業の 4 分野に別

れており、油田開発に石油天然ガス省 (Ministry of oil & Natural Gas)、省エネルギーに PCRA が参加して

いる。 

 

図 3.6.1 インド石油産業の体制         出典：PCRA  HP 

 

 石油天然ガス省(MoPNG：Ministry of Oil & Natural Gas)の組織を図 3.6.2 に示す。主要任務は下記に関連

する事項である： 

①石油・天然ガス資源の探査と開発  ②石油、天然ガス及び石油製品の製造、供給、販売及び値

決め  ③石油精製プラント  ④添加剤  ⑤潤滑油とグリース  ⑥産業界の計画、発展、管

理及び支援  ⑦付属機関  ⑧油田  ⑨パブリックセクター関連  ⑩管理業務（Petroleum Act 

1934、及び基づく法律、Oil Fields Act 1948、その他） 

 次項に記すように石油資源の探査と開発が 重要視されている。また省エネルギー対策に取組んでい

る PCRA（石油保全研究協会)は MoPNG の下部機関 (legislative structure)であるが、実際には産業界と一

体になった“Oil Industry”の一部として活動している。 

 次の企業が MoPNG に所属している政府企業であり、民間企業の 3 割に対し約 7 割の石油精製能力を有

している。 

①Balmer Lawrie & Co. Ltd.  ②Bharat Petroleum Corporation Ltd.  ③Biecco Lawrie Co. Ltd.（BPCL） 

④Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Ltd.(BRPL ）   ⑤Chennai Petroleum Corporation 

Limited(CPCL） ⑥Cochin Refineries Ltd.  ⑦Engineers India Ltd.  ⑧Gas Authority of India Ltd.  

⑨Hindustan Petroleum Corporation Ltd.  ⑩IBP Co. Ltd.  ⑪Indian Oil Corporation Ltd.(IOL）  

⑫Numaligarh Refinery Ltd.  ⑬Oil India Ltd  
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図 3.6.2 インド石油天然ガス省 (MoPNG：Ministry of Petroleum and Natural gas)の組織 

出典：MoPNG HP 

 

3.6.2 生産量 

 表 3.6.1 及び表 3.6.2 にそれぞれインドの石油・天然ガス産業発展の推移及び原油及び天然ガスの生産

量を示す。輸入が増加の傾向を示し国内生産は約 25％である。原油の輸入量及び国内生産量はそれぞれ

99 及び 32 百万トン/年、消費量は約 130 百万トン/年である。油田の可採埋蔵量は 786 百万トンが確認さ

れている。 
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表 3.6.1 インドの石油産業発展の推移 
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表 3.6.2 原油及び天然ガスの生産量

  

 

 石油製品の販売量を表 3.6.3 及び図 3.6.3 に示す。 
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表 3.6.3 石油製品の販売量 
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図 3.6.3 石油製品の比率  Source：MoPNG(2005a) 

 

3.6.3 省エネルギー及び環境保全への取組み 

 省エネルギーへの取組みは MoPNG に属する PCRA によって他産業部門に対すると同様に“Energy 

Audit” をベースとした手法で行われる。PCRA については第一章で概要を述べたが、以下に Energy Audit

の手法について補足する。 

 Energy Audit は一口で言えば現在ある目的に使用されているエネルギー量 (熱、電気等)を計量してエネ

ルギーの流れを把握し、エネルギー消費量の適正度を評価し、エネルギーが無用に使用されている場合

は改善策を検討し,エネルギーコストの 適化及び公害防止や安全性当の観点から運転保守要領の改善を

提案する。更に必要に応じ、エネルギーの浪費量及び改善によるその減少を定量的に判定し、省エネル

ギーに優れる機器との交換等を提案しそれを実行する。費用については PCRA がソフトローンを供与す

ることにしている。 

出典：TEDDY 2004/05 
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3.7 インドの環境関連 
 
3.7.1 インドの環境保全基準 

 インドにおける環境保全体制を図 3.7.1 に示す。環境森林省(Ministry of Environment and Forest：
MoEF)は 1972 年に科学技術省に設立された環境政策と計画の国家評議会 (National Council for 
Environmental Policy and Planning)が発展し省として独立したものである(1997 年)。環境及び森林に

関する計画、促進、調整、政策及び計画の施行と監理がその任務である。一方 CPCB (Central Pollution 
Control Board：中央政府汚染管理局)及び SPCB (States Pollution Control Board：州政府汚染管理局)
はそれらの実施機関である。過去施行された環境に関する法律、条令、規則、告示及び改正を表 3.7.1 に

示す。それらの法律及び法的処罰事項に関し補足した“1992-Policy Statement for Abatement of 
Pollution and the National Conservation Strategy (汚染の減少と国家保全戦略に関する政策表明－

1992)”及び“the Policy Statement on Environment and Development（環境と開発に関する政策表明）”
が環境省から提出されている。前者は財政支援を利用した環境の保全保護及び改善への自発的取組みを

促すもので、従来方針からの転換を示している。1989 年にはバーゼル条約に調印し、そして 2002 年の

京都議定書に調印したが、国際的な合意や条約も環境法に反映されている。現在環境に関する詳細な国

家政策が検討中である。 

1) 環境保全と開発の調和 

 人口増加と都市化の複合効果がインド環境問題の原因になっている。人口増加と経済発展の速度

はインドが世界一速い。インド政府は温室効果ガスの削減が重要なことを認識し、環境に優しい再

生エネルギー利用発電にも注力しているが経済発展をより重視している。第Ⅹ期国家計画では持続

的発展、すなわち環境の保全及び改善と開発の同時達成を重視しており、MoEF の予算はⅨ期予算

300 億ルピーに対しⅩ期予算は 595 億ルピーに大幅増額されている。 

2) 環境政策 
 インドの環境問題は都市化、産業発展、山林の伐採、交通の発達、高密度農業等がその原因にな

っている。以下に空気、水、固形廃棄物に関する環境状況を概観する。 
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図 3.7.1 環境保護体系（MoEF 1997）  
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表 3.7.1 環境に関する法律、条令、規則、告示及び改正 

 
出典：TEDDY 2004/05 
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(1) 大気汚染 
 大気汚染地域は都市と一部の工業地帯及び火力発電所近傍に限定される。汚染物質は SPM 
(suspended particulate matter)、SO2、NOx、CO、炭化水素、オゾン、ペロキシアセチル、金属、

その他であるが、対策として国家大気監視網 (National Air Monitoring Network) が 国家大気監

視プログラム (NAMP：National Air Monitoring Programme) に基づき設置され、SO2, NOx、SPM 
(Suspended particulate matter)が全設置点で定期的に監視されている。 

(2) 産業汚染 
 高度汚染可能産業 2301 企業のうち 1927 社は環境保護装置を設置し環境規制を満たしたが、235
社が工場閉鎖し 139 社が対策未実施である(表 3.7.2)。CPCB は環境と開発の調和を図るため、各種

基準、標準、規格、グッドプラクティスの作成、及び立地選定基準や環境装置の性能評価・改善対

策や排出基準の見直しを行っている。 
 

表 3.7.2 産業 17 分野 1991 ユニットの 2004 年 3 月時点の環境管理状況 

 

 
(3) 発電産業 

 インドの全発電容量の 70％が火力発電であり、高灰分炭(35～40％)を使用するので、灰処理が

も重要な問題であるが、SPM, SO2, NOx、GHGs、重金属及び fugitive SPM (大気浮遊粒子状

物質) 対策も重要視されている。エネルギー多消費産業における PM (Particulate matter) 排出量

制限値及び火力発電所における世界銀行の大気汚染物質排出量ガイドラインとインドの基準の比較

を表 3.7.3 に示す。 
 

出典：TEDDY 2004/05 
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 表 3.7.4 は火力発電所、セメントプラント、肥料産業、石油精製、カルシウムカーバイド、銅、

亜鉛、鉛溶解炉、カーボンブラック及びアルミニウムプラントからの PM の排出量制限値を示す。 
 
(4) 運輸産業 
 都市部では車両による大気汚染物質排出が重要視されている。 
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表 3.7.3 火力発電所に関する世界銀行の大気汚染物質排出量ガイドラインと 
インドの環境基準の比較 
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表 3.7.4 火力発電所、セメントプラント、肥料産業、石油精製、カルシウムカーバイド、銅、亜鉛、鉛

溶解炉、カーボンブラック及びアルミニウムプラントからの PM 排出量制限値 

2) 環境基準

 

(1) 大気性状基準 
 CPCB により NAAQS (National Ambient Air Quality Standards：国家大気性状基準)が WHO
の健康に基づくガイドラインをベースに制定されている。表 3.7.5 に国家大気性状基準(NAAQS)及
び表 3.7.6に世界保健機構のガイドライン値を示す。大気汚染に関する計測結果では、SO2及び NOx
は許容制限値以内にあるが、SPM (suspended particulate matter)及び RSPM が注意事項である。 

 
 
 
 
 

出典：TEDDY 2004/05  
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表 3.7.5 国家大気性状基準（NAAQS） 

 出典：TEDDY 2004/05 
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表 3.7.6 世界保健機構のガイドライン値 

 

 

(2) 産業排出基準 
 MoEF は 20 数年がかりで火力発電、製鉄、セメント、肥料、製油、カーバイド、鉛、亜鉛、カ

ーボンブラック、アルミプラント等を含む工場からの(大気)汚染物質の排出制限のため排出基準を

制定した。計測結果では SO2 は許容限界以下であるが、NOx の年平均値が 2 地点で許容値以上で

あった。 
 
(3) 車両排出基準 

 CPCB により 1986 年に制定されその後改定されている。住宅地では SO2 は許容値以下であった

が NOx は 3 地点で許容値を超えた。SPM が 77 地点で年平均値を 2％超えた。 
 

(4) 産業排出基準 
 MoEF は 20 数年がかりで火力発電、製鉄、セメント、肥料、製油、カーバイド、鉛、亜鉛、カ

ーボンブラック、アルミプラント等を含む汚染工業からの排出量を制限するため排出基準を制定し

た。計測結果では SO2 は許容限界以下 NOx の年平均値が 2 地点で許容値以上であった。 

(5) 車両排出基準 
 CPCB により 1986 年に制定されその後改定されている。住宅地では SO2 は許容値以下であった

が NOx は 3 地点で許容値を超えた。SPM が 77 地点で年平均値を 2％超えた。 

(6) 騒音基準 
 CPCB が 1987 年に Air (Prevention and Control of Pollution) Act の中で告示している。 
 

出典：TEDDY 2004/05 



 

－ 153 － 

(7) 排水基準 
 飲料水、下水放出、産業排水、沿岸海水、海洋放水、特定産業からの排水に対し排水規定が定め

られている。 

(8) 家庭排水基準 
 インドでは家庭排水が水質汚染の主要原因である。これは家庭排水量 22,900MLD 及び産業排水

量13,000に対し設備容量がそれぞれ6,000MLD及び8,000MLDで大幅に不足していることによる。 
(9) 河川水 

 計測結果では BOD 及び大腸菌濃度が高い結果になっている。 

(10) 固形廃棄物管理基準 
 MoEF は 1989 年に Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 を制定して、

化学物質の製造、貯蔵、有害物質の輸入及び有害物質の管理及び取扱いのガイドラインを規定して

いる。その他、BMW (生物医療廃棄物)、MSW (都市固形廃棄物)、再生プラスティック製品の製造

及び利用規定、蓄電池管理取扱い規定が定められている。 
都市固形廃棄物については埋め立て処分されるが、70％の都市しかその輸送能力を持っていない。

収集、処分、輸送、埋め立てを含み問題を抱えている。生物医療廃棄物は病院の焼却炉で処理され

るものと CWTF (centralized waste treatment facilities)に送致されるものに分かれるが、前者には

規定に従っていないものがある。また産業廃棄物は公共地や MSW 埋立て地に投棄されている。 

3.7.2 インドの環境保全対策 

 基本的にインドは開発と環境の調和を謳いながらも、開発途上国に共通して見られるように経済成長が

重視されている。そのなかで、例えば運輸部門の大気汚染対策として次のような対策がとられているが、

バイオエネルギーは国産であることも関係している。 

・2002 年に MoPNG (石油天然ガス省)は 5％エタノール混合石油の使用を 9 州と 4 ユニオンテリトリ

ーで告示した。 
・ガソリンの鉛とベンゼンの含有量及び重油の硫黄含有量を大幅に低減した。 
・車両用のツーストロークエンジン用の 2T 石油の販売は 1999 年 4 月から EPA (Environment 

Protection Agency：環境保全局)により禁止された。 
・CNG (Compressed natural gas) の使用が車両用として導入された。1996 年 12 月 CNG コンバータ

ーの輸入関税が免除されることになった。今は車両用の代替燃料として LPG(liquefied petroleum 
gas：液化石油ガス)が使用されている。 
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第 4 章 インドの必要とする省エネルギー技術  

 

 インドは 2020 年まで GDP 伸び率 8％の経済成長を目標に、政府民間一体となっ

てその達成に取組む計画である。そしてその主役を担う製造業、特にインドの経済

発展の主導的役割を果たしている、電力、鉄鋼、セメント、肥料、石油化学等のエ

ネルギー多消費型 ( energy intensive) 産業に 10％以上の GDP 伸び率を期待してい

る。このような高度経済成長を志向する背景に 11 億を超える膨大な人口を抱え貧

困に苦しんでいるインドの現実があり、早く先進国の経済レベルに追いつきたいと

いう強い願望がある。巨大人口を抱えるインドを始めとする開発途上国の今後急速

な経済開発によるエネルギー消費の急増により、エネルギー資源の問題や地球環境

問題が人類の持続的発展の障害になるであろうことを危惧する人はインドにも多数

いると思われるが、インド政府の 重要課題は経済の発展であり、そのためには製

造業が国際競争力を高めることであり、それが環境問題に優先すべきとの考えが基

本になっている。  

 すなわちインドが必要としているのは、地球温暖化防止に役立つという技術では

なくて、インド製造業の国際競争力向上に役立つ技術を求めているのである。イン

ドの現在の主要産業の一つに IT 関連産業もあるが、基本的には生産量が世界の上

位にある上記のようなエネルギー多消費型産業であり、これらの国際競争力向上に

はエネルギー消費量低減によるコスト低減が も効果的であろうと考えられている。

すなわち、インドの求めている技術はエネルギー消費量低減に効果的な技術である。

幸いこれは地球温暖化防止にも共通的に有効である。  

 なお、導入する技術は実績のあることが前提であり、開発的要素を含むプラント・

機器は導入の対象にはならない。  

4.1 電力産業  

 インドは、石炭の生産量は世界第 3 位を誇る産炭国であり豊富な石炭埋蔵量を有

し、一次エネルギーの 55％を石炭で賄い、その 75％が火力発電に使われている。

インドは今後 GDP 伸び率 8％ /年を目指すが、そのためには十分な電力供給が不可

欠との考えで 2012 年までに 1 億 kW の石炭火力発電設備を建設する計画である。  
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1) 超臨界圧石炭火力発電プラント (Supercritical Coal-fired plant：SCC)  

 インドはⅩⅠ期 (2007～2012)までに 1 億 kW の石炭火力プラントを建設す

る計画である。  

 従来インドの火力発電プラントは、容量 500MW 及び 200MW、主蒸気圧力

17MPa 主蒸気温度 540℃再熱蒸気温度 540℃の亜臨界圧石炭火力プラントが

標準とされてきたが、今後は Ultra Mega Project の phase 1 を始めとして、

容 量 800MW 圧 力 240ata× 565/565℃ の 超 臨 界 圧 火 力 に 移 行 す る 。 現 在

660MW240ata×540/565℃の超臨界圧火力 3 ユニットを建設中であるが、実

績がないことから同等発電プラント製造技術を必要としている。  

 火力発電プラントの建設は国際入札により発電事業者 /機器メーカを選定す

る方針である。  

 

2) 水力発電プラント (Hydel)  

ⅩⅠ期までに 5 千 kW の水力発電プラントの建設が計画されている。  

 

3) 石炭ガス化複合発電プラント (IGCC)  

 理屈上 IGCC は SCC より高効率が得られるとの認識であり、強い関心が持

たれている。但し、上記のように IGCC に限らず機能と信頼性が実績で証明さ

れたものでなければ導入されない。  

4) ガスタービン複合発電プラント (GTCC) 

 GTCC は直ちに需要が急増することはないと思われるが、これから老朽石油

火力は GTCC に切替えていく考えである。天然ガス (LNG)基地の建設も増加し

つつある。  

 

5) 再生可能 (非従来型 )エネルギー発電設備  

 インド政府は第ⅩⅠ期までに全村落・全家庭の電化 (rural electrification)

を目標にしており、小水力、風力、太陽光及びバイオマス等の豊富な再生エネ

ルギー資源を利用した分散型電源および送配電設備の建設が中央政府支援の

下に州政府により推進することが計画されている。  
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4.2 鉄鋼業  

 政府所有の一貫製鉄所“Main producer”には西欧の 新設備が導入されている

が、“Other Major producer”及び  “Secondary producer”の設備は近代化が遅れ

ている。インドは 2020 年までに炭素鋼生産量を現在の生産量の約 3 倍の 100 万ト

ン /年に増やす計画であるが、今後政府は製鉄所の新設や改良の援助はしない方針で

あり、競争原理に則った事業展開がなされる。  

省エネルギー性能をはじめ優れた製品 (競争に勝てる製品 )の需要は増加することが

予想される。現地調査で訪問した SAIL は特にコークス炉の乾式冷却設備及び焼結

機クーラー排熱回収装置に高い関心を示した。なお、廃エネルギー有効利用技術と

して高炉ガス利用のガスタービンコンバインドサイクルが我が国で実用化されてい

るが、インドには未だ導入されていない。例えば SAIL では高炉ガスを他の加熱炉

で使用し有効利用しているとしているが、加熱炉の燃料は安価な石炭等が使用でき

るのであれば、高炉ガスはより価値の高い発電に使用することなどの検討が必要で

あると考える。  

 

4.3 セメント工業  

 インドは年間 150 百万トンの生産能力を持つ世界第 2 位の生産国であり、インド

はこれから高度経済成長に必要な道路を始めとする各種インフラや各種施設の建設

の増加によりセメントの需要は増加する。既にセメント製造プラント 90％以上が乾

式プロセスであり、機器の性能向上が図られており、製造エネルギー原単位は我が

国のそれに匹敵する。これは欧米の 新設備の導入によるものである。性能の優れ

た製品 (製造エネルギー原単位等 )・技術の需要や、エネルギー源として、あるいは

原料としてまた環境保全の観点から廃棄物利用のセメント需要の増大が予想され、

優れた製品・技術のニーズは高い。  

 

4.4 化学・肥料工業  

 インドは農業国であり肥料の需要は大きく生産量は世界第 3 位である。カリウム

質肥料は輸入に依存している。エネルギー消費量の多い中間製品であるアンモニア

の原料を石油系原料から天然ガスに切替えつつあり消費エネルギーの原単位が低下

しつつある。  
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省エネルギーのアンモニア製造技術が求められている。  

 

4.5 石油化学、石油精製工業  

 インドはこれから車両急増が予想されているが、エネルギー消費量の削減、特に

70％を輸入に依存する石油の消費量削減を重要課題としていること、及び車輌排気

ガスによる都市部の大気汚染が問題になりつつあること等から、資源の豊富なバイ

オマスを利用したバイオエネルギー (バイオディーゼル、バイオエタノール )の車両

用燃料としての利用を重要視している。  

4.6 環境関連  

 政府は環境関連の政府予算の増額や環境基準及び環境汚染物質排出産業に対する

排出規制の制定など、環境問題に手を打ちつつあるが、経済発展を環境保全に優先

する基本的な方針に変りはない。また未だ民間の環境改善に対する積極的な投資等

を期待できる状況ではないと思われる。とは言え都市ゴミおよび産業廃棄物の処理

は問題化しつつあり、優れた対応策が必要になりつつある。今後の急速な経済発展

に付随して環境関連の製品・技術の必要性が大きくなる筈である。  
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第５章 インドへの技術移転に関する課題と提言 

 
5.1 日本側の課題及び提言 

5.1.1 わが国産業のインドに対する重要性の認識 

 まず、日本側のインドに関する下記を含む基本的知識の向上が必要である。 

①インドは膨大な 11 億超の人口を抱える巨大な潜在市場であり、また永い歴史にも見

られるように国民は元来有能であり、優れた労働力提供国になりうること等、イン

ドの我が国に対する重要性を認識し、交流促進による友好の増進を図ることが大切

である。大きな視点に立てば、インドの発展はアジアの発展に繋がるものであり、

それはアジアの平和、世界の平和に貢献するものである。 

②インドは昨年度 GDP 伸び率 8.4%の高度経済成長を達成しているが、今年度(2006

年度)は 9％を超える経済成長が予想されている。またインド政府は 2020 までは経

済成長率 8％、製造業は 10％以上の達成を目指した政治を行う。すなわち今後も安

定した経済状態の維持が予想される。 

③インドは、WTO に 1995 年に加盟している（GATT には 1948 年に加盟）。政府は上

記の高度経済成長を達成するために、外資導入が重要であると認識し外資に対し税

金等について優遇策をとっている。例えば、 

・特殊なものでない限り 100％の投資が認められる（中小企業への投資は 24％が限

度）。 

・更に特殊業種でない限りライセンス取得は不要である。インフラに関するものは

10 年間法人税の非課税その後 3 年間は 30％が免除される。 

・電源開発及び送配電分野への投資初期の 10 年間(石油工業は 7 年間)の利益が免税

される。 

但し、関税(約 34％)、穂人税率(約 42％)はやや高い。わが国とは 2 国間租税条約が

あるが特恵等の特別措置はない。 

④インドは英国の統治下にあったので英語が通用し欧米の法体系、生活習慣に馴染ん

でいることなどビジネスがやり易い。 

5.1.2 積極的なビジネスの展開 

 言葉の問題はあるが、日本は欧米に比べビジネス活動、特に製品技術広報活動が不足し

下手であると言われる。良い製品で同等であれば購入されるはずである。但し良い製品で

も、例え長期的には有利というような初期投資の高いものは購入され難いので、初期投資
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が過大な負担にならないような政府又は公的機関による経済的仕組みが要求される。また

わが国企業側には価格のみでなくライフサイクル基準の価値を他国製品と容易に比較評価

できるようにすることが必要である。そして欧米企業に遜色のない英文の技術資料やホー

ムページの充実が大切である。 

わが国企業は省エネルギー技術を取り入れた製品・技術をインドに提案し、CDM 制度を

利用した CO2 排出権による投資回収に協力すること等も心がけることが大切である。 

 日本製は価格が高いとして、積極的な購入の対象にされてないのではないかと考えられ

ている。日本製は価格(初期投資)が多少高くても、品質(機能と寿命)が優れており、ライフ

スパンで考えれば日本製が有利な場合が多いので、先ず日本製品を調べ他国製品と価格の

みならず性能・寿命を考慮した価値評価をするように要求する。 

 

5.1.3 インドへ進出しているわが国の企業の体験の検証  

 日本の対インド FD I (直接投資) は、2005~07 年の３年間で 18 億ドル以上、年平均 700

億円（6 億ドル）以上になる。さらに、投資額未公表 7 件、検討中案件、今後の新規案件

などを勘案すれば FDI 額は 2,400 億円（20 億ドル）以上に達するものと見込まれる。わ

が国の進出全企業を表 5.1.1 に示す。 

 これら進出企業の成功、失敗体験を検証し、インド進出へのキーポイントを探る。 
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表 5.1.1 インドに進出しているわが国企業 

１．投資額が報道されている案件（2005 年~2007 年予定） 

企業名 直接投資

額（円） 
直接投資

額(ﾄﾞﾙ)  

１ 
マルチ・スズ

キ 438 億円 3.74 億ﾄﾞﾙ
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･ｴﾝｼﾞﾝ､ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ生産（2007 年生産開

始） 

2 マルチ・スズ

キ 
380 億円 3.25 億ﾄﾞﾙ 四輪車新工場（25 万台）（2007 年生産開始）

3 三菱化学 426 億円 3.64 億ﾄﾞﾙ ハルディア工場増設 
4 旭硝子 150 億円 1.28 億ﾄﾞﾙ ﾙｰﾙｷｰ(ｳｯﾀﾗﾝﾁｬﾙ州）工場新設（2006 年生産開始）

5 トヨタ 150 億円 1.28 億ﾄﾞﾙ 工場増設 
6. ﾎﾝﾀﾞ･ﾓｰﾀｰｻｲｸ

ﾙ&ｽｸｰﾀｰ 
125 億円 1.07 億ﾄﾞﾙ 二輪車工場増強 

7 ヒーロ・ホン

ダ 
125 億円 1.07 億ﾄﾞﾙ 第三工場建設 

8 サカタ・イン

クス 
63 億円 0.54 億ﾄﾞﾙ 工場増設 

9 ホンダ・シエ

ル 
39 億円 0.33 億ﾄﾞﾙ 四輪車工場増強（3 万台～5 万台） 

10 ヤンマー 38 億円 0.32 億ﾄﾞﾙ 印 ITL 社（トラクター）に資本参加 
11 NTN 30 億円 0.26 億ﾄﾞﾙ 等速ジョイント生産（自動車部品）、ハリアナ

州パワル工業団地 
12 関西ペイント 22 億円 0.19 億ﾄﾞﾙ 工場新設 
13 小糸製作所  17 億円 0.15 億ﾄﾞﾙ 自動車用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ第二工場建設 
14 ヤクルト 17 億円(ﾔ

ｸﾙﾄ分） 
0.14 億ﾄﾞﾙ 仏ﾀﾞﾉﾝとの JV に 50％資本参加 

15 YKK 15 億円 0.13 億ﾄﾞﾙ ファスナー工場の拡張  
16 ロッテ 13 億円

(ロッテ

分) 

0.11 億ﾄﾞﾙ JV に７０％資本参加（2006 年初頭に投資） 

17 ロッテ 11 億円 0.09 億ﾄﾞﾙ 工場新設 
18 三洋電機 11 億円

（三洋

分） 

0.09 億ﾄﾞﾙ BPL 社との JV に 1/2 資本参加 

19 三菱重工 10 億円 0.09 億ﾄﾞﾙ 精密切削工具生産工場  

20 日本工装 3 億円 0.03 億ﾄﾞﾙ ケララ州特殊パルプ工場増設（2005 会計年度

中に投資開始） 
21 エイザイ（製

薬） 
2 億円 0.02 億ﾄﾞﾙ ムンバイに販売会社設立 

22 OBARA 2 億円 0.02 億ﾄﾞﾙ 自動車用抵抗溶接装置、プネに工場（2007 年

投資開始）  
(注
) 

投資予定額  
合計 

2,087 
億円 

17.83 
億ﾄﾞﾙ
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2．投資額が報道されていない案件  

23 ムンジャル・

ショーワ（自

動車部品) 

    マネサール第二工場新設 

24 日本リークレ

ス(自動車部

品) 

  
 
 

  マネサール工場新設 

25 牧野フライス

(工作機械) 
    バンガロール工場増強  

26 スズキ     二輪車工場新設（2006 年初頭より、二輪車

は市場普及） 
27 丸紅     印ハルドマン社との JV により縫製工場 2

工場設立(2006 年初め、投資開始）  
28 コマツ     バンガロールで油圧パワーショベル工場増

強 
29 日立     グローバル・ソリューション・センター開

設(ハイデラバード、バンガロール) 

3．検討段階の案件 

30 ダイハツ     四輪工場 
出典：本邦紙報道 

為替レート：１US ドル=117 円 
 

出典：在インド日本国大使館 
 

5.1.4 官民一体となった売り込み  

 1）セミナーやプラットフォーム開催による需要と供給のマッチング 

 2）ODA 資金の活用、JBIC、NEDO、JETRO 資金の活用 

 3）インド官庁へのコンサルタント派遣 

   METI より BEE に１人派遣されているが、ドイツは１０人。 



 

－ 162 － 

第 6 章  結  論  

 
 わが国は二度の石油危機を経験して、いち早く高効率技術・省エネルギー技術を

開発・実用化して、わが国製造業は省エネルギー技術において世界に先行した。こ

れはまた製品の製造原価の低減にも寄与し輸出量増加にも貢献した。  

 本調査研究は、その優れた高効率・省エネルギー技術の普及又は普及支援の方策

に関する調査研究である。インドを対象に選択した背景は、11 億余の膨大な人口を

抱えながら急速な経済成長を遂げつつあり、経済成長に伴うエネルギー消費量増加

により CO2 排出量の増加 (インドは世界第 3 位の石炭産出国であり、石炭に一次エ

ネルギーの 30％を依存している )による地球温暖化が懸念されるためである。一方

同じアジアにありながら欧米諸国に遅れたわが国産業のインド市場進出の切っ掛け

を掴むことは、今後の日印友好の増進に有効であり、わが国産業の一層の発展の切

っ掛けになることも予期されたからであった。  

 本調査研究では、エネルギー多消費型産業である発電、鉄鋼業、セメント製造、

化学・肥料製造、石油化学・精製、環境の分野におけるわが国の高効率・省エネル

ギー技術を調査して、それらの技術をインドへ普及又は普及支援するための方策を

検討した。  

6.1 わが国の製造業分野における高効率・省エネルギー技術の調査  

 企業でなければ知り得ないことも多いので企業アンケートを実施したが、提案は

少なくインド市場進出に躊躇している企業の多いことが明瞭になり、本調査研究の

意義が強く感じられた。そこでインド側が必要とすると推測されるわが国の製品・

技術を文献、メーカー各社及び各産業界のホームページ等を調査し、わが国の高効

率・省エネルギー製品・技術約 100 件に関する簡潔な技術概要集“ Advanced 

Trchnoogies for Energy Conservation in Japan”を作成した。  

 このわが国の高効率・省エネルギー技術の概要集は、インド側が必要とする技術

の現地調査に参考資料として使用したところ訪問機関の強い関心を引いた。特にイ

ンド産業界と連携して省エネルギー活動を強力に推進しているインド電力省エネル

ギー効率局（BEE）の要望により、そのホームーページを介してインドの各産業界

に広報されることになった。このわが国の高効率・省エネルギー技術を取り纏めた

概要集“Advanced Trchnoogies for Energy Conservation in Japan”は、当協会の
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ホームページに掲載し、インドだけでなく広く開発途上国関連業界の閲覧に供する

予定である。  

 

6.2 インドのニーズ調査  

 インド産業界に関する情報は 近増加してきたものの、産業分野によっては情報

が殆どなく、あるいは内容に乏しいものであったので、短時間ではあったがインド

の関連機関を訪問し必要としている技術について聴取した。例えば、国営製鉄会社

である SAIL (Steel Authority India)、肥料工業およびセメント工業には西欧の

新技術が導入されているようである。しかし全ての企業に 新技術が導入されてい

る訳ではない。また 8％の経済成長に伴って製造設備の需要は増加するので、わが

国企業の進出が期待されている。  

6.3 インド市場進出のための官民一体となった施策推進  

 わが国の優れた省エネルギー技術・製品の導入はインドにとっても有益であり、

日印双方の貿易促進の努力が必要である。わが国としては官民一体となった施策の

推進が要望される。  

1) 政府の対応  

(1) わが国首脳を始めとするトップ外交によるインド首脳との親密な関係を構築す

る。  

(2) わが国首脳による 11 億強のインド国民に対する、“わが国の日印関係重視の姿

勢”をアピールすることにより、インド国民の対日友好の感情・知識の高揚を

図る。  

2) 官界の対応  

(1) 資金面における優遇  

 インドの現状は一人当たりの GDP 等に顕著なように、特定企業を除けば、

財政状況は未だ暫くは厳しい状況が続くものと思われる。優れた製品でもプラ

ント類のように初期投資の嵩む製品の購入は容易ではなく、製品の品質よりも

表面価格が優先されるようである。  

 対インド ODA 枠の拡大、日本国際協力銀行の低金利長期返済融資や新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構および日本貿易機構の活用等を図る。  

(2) セミナー及びプラットフォーム開催等によるわが国の製品・技術の広報を行い、
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需要と供給のマッチングを探る。  

(3) インド官庁へのわが国コンサルタント派遣による、インド政府へのわが国の経

験を生かした協力を行う。  

(4) インド官庁、企業及び学生の日本における研修機会を増加し、親日派を育成す

る。  

3) 企業の対応  

(1) 積極的なインド市場へのアプローチを行う。ロングランにおける日本製品の利

点を PR する。  

(2) 既インド市場進出のわが国企業及びわが国企業のインドにおける成果の検証や

成功 /失敗例における施策を調査し参考にする。  

(3) CDM を適用可能な省エネルギー技術を織り込んだ製品・技術を提案する。  

(4) 技術移転を伴う製品・技術 (わが国における技術指導は関心が大きい )を提案する。 

(5) 投資や JV 設立を伴う製品・技術の提案を行う。  

4) 日本プラント協会の対応  

(1)  プラント協会のホームページの充実、特にわが国の高効率・省エネルギー技

術の概要を取り纏めた“Advanced Industrial Technologies for Energy 

Conservation”の充実を図る。  

 4 月 (予定 )からインド電力省エネルギー効率局のホームページにリンクされ、

インド産業界に広報されることとなった、わが国の高効率・省エネルギー技術

の概要を取り纏めた“Advanced Industrial Technologies for Energy 

Conservation”の充実 (技術・製品数の増加、情報の更新、説明文の改良 )を行

う。  

 この技術集は今後インドのみならず、多くの開発途上国政府及び産業界との

交流促進に使用する。  

(2) 平素よりインド電力省を始めとするインド官庁と情報交流を行い、インド企業

組織と一体となって企業発展に取組むインド政府との友好を深める。  

 プラント協会とインド政府関係者の往来を行い、わが国の製品・技術に関す

る見識向上の促進とわが国プラント製品の広報を行う。  

(3) 平素よりインド産業連合会と情報交流を行い、インド産業界のニーズを把握す

ると共に、わが国の製品・技術の紹介を行う。  
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(4) 上記の活動により、日本プラント協会は先方のニーズ及びプロジェクトの発掘

を行い、企業と連携してニーズに適合した製品・技術およびプロジェクトの提

案を行う。  

(5) プロジェクトの形成前だけでなく、プロジェクト形成後においても、プラント

協会は先方企業とコミュニケーションを維持しプロジェクトをフォローし、わ

が国企業を側面から支援する。  

以上  
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「平成 18 年度地球温暖化防止に役立つ省エネルギー技術の普及及び支援調査研究」 

 

インド現地調査概要 

 

a. 調査実施者：JCI 業務部部長 佐藤英之、JCI 非常勤嘱託 久留正敏 

b. 調査日程：平成 19 年 2 月 12 日～15 日 

No 日 時 調査訪問先および/面談者 議 題 

1 
2 月 12 日 

9:45～9:50 

TERI (the Energy and Resources)総

裁 Dr. R. K Pachauri、 

表敬と JCI 紹介 

2 

2 月 12 日 

10:00～

10:30 

TERI Senior Fellow & Associate 

Director  Mr. G. Sethi 

(1) 日本側機関/企業とインド側機関/

企業との連携促進と JCI の役割に

ついて 

(2) インドセメント業界における省エ

ネルギー技術の導入状況について 

3 

2 月 12 日 

10:30～

11:10 

TERI Associate Fellow  

Mr. Abhishek Nath  

インドの製鉄鋼業界における省エネ

ルギー技術の導入状況について 

4 

2 月 12 日 

11:10～

12:20 

TERI Senior Fellow  

Dr. Y P Abbi 

インドの電力産業の技術動向、省エネ

ルギー技術の導入状況について 

5 

2 月 12 日 

17:00～

17:30 

住商インド社社長, 日本インド商

工会長 宮前利彦氏 

対インドビジネスについて 

6 

2 月 13 日 

15:00～

16:30 

電力省エネルギー効率局(Energy 

Efficiency Bureau, Ministry of 

Power) 局長 Dr. Ajai Mathur 

佐藤尚志氏(ECCJ 派遣) 

(1) インドの省エネルギー技術普及へ

の取組み 

(2) 日本企業とインド企業との連携促

進と JCI の役割について 

7 

2 月 14 日 

9:30～10:30 

インド肥料産業会 (Fertilizer 

Association of India)  

MAICｈE Director  Dr. S. Nand, 

インドの肥料産業の動向と省エネル

ギー技術の導入状況について 

8 

2 月 14 日 

15:00～

16:30 

石油天然ガス省 PCRA (Petroleum 

Conservation Research Association、

Ministry of Oil  & Natural gas) 

(1) PCRA の任務と役割 
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No 日 時 調査訪問先および/面談者 議 題 

Mr. R.K. Dua (Director)、Kapil 

Mathur (Joint Director)、Jitendra 

Sood (JT. Director & RC of North 

Region)、 N.Pownraj (Addl. 

Director (E.C.)、S.Das (Dy.General 

Manager & CRC(NR) 

9 

2 月 15 日 

14:00～

16:00 

Steel Authority of India (SAIL) 

Dr. R. Agrawal (E. Director), 

J.RAI(Sr.Manager), L.N.Sharma 

(Dy. G. Manager), 

Dr.V.M.Shastri(Dy.G. Manager, 

Environment), Dr. M.Kakkar 

(Dy.G.Manager, Environment) 

(1) インドの製鉄鋼業の動向について

(2) 製造設備と省エネルギーへの取組

み状況について 

 

C. 調査概要 

各訪問機関に、 

 JCI コンサル部門カタログを配布し説明した。 

 JCI 作成の「Advanced Industrial Technologies for Energy Conservation in Japan」（Preliminary）

を配布、説明。なお Final 版完成後送付を約束した。 

 JCI作成の「Related Organizations for a Energy Conservation Project- Japan ODA Loan Basis-」、

「Related Organizations for a Energy Conservation Project- CDM Basis-」を配布し説明した。 

以下個別面談概要を示す。 

 

 

１．TERI 総裁 Dr. R. K Pachauri 訪問 

 面会目的：表敬および JCI 紹介と訪印目的説明 

TERI(The Energy Resources Institute) ：TERI はエネルギー資源の有効利用およびクリーン利用

に関する問題の解決を始めとする人類が直面する問題解決に取組むことを趣旨として 1974

年に創設された。以降発展を続け、現在は 700 余名の所員を擁し、下記分野を含むインドを

主対象に世界のエネルギーおよび環境問題を対象に持続的発展のための技術および政策の研

究、研究者の高等教育、産業界の指導・技術移転、世界の研究機関との連携を行う民間の営

利を目的としない研究機関である。 
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研究分野：エネルギー(電力、再生エネルギー、石炭、バイオマス、水素、燃料電池、IT)、

環境問題（大気、水質、土壌、地球温暖化）、各産業分野の技術改善(効率向上、省資源省エ

ネルギー)、農業等 

 総裁の Dr. R. K Pachauri は 1940 年生まれのインド人、資源およびエネルギーの技術･経済

の分野の権威で米大学教授や国連研究員等の経歴を始め国内外の機関の要職を経て、現在は

IPPC の議長でもある。 

２．TERI Senior Fellow & Associate Director Mr. G. Sethi との面談 

 Sethi 氏は昨年の日印エネルギーフォーラムのインド側の担当責任者でもあり、今回の調査

訪問においては TERI の製鋼技術関連専門家 Mr. Nath および電力技術関連専門家 Dr. Abbi と

の Mtg.を無料でアレンジしてくれた。 

(備考： TERI は独立採算であり、通常は所外要請による調査･打合せ等に対しても、時間当

たりの人件費を請求するものと思われる。これが TERI に公式ルートで要請した面談アレン

ジに対し高額の見積りが提示された理由と思われる。今回の Mtg.は Sethi 氏のアレンジであ

り無料であったが、今後配慮が必要と思われる。)  

また、同氏は TERI においては部門間連携等の任にあたる幹部であると共に、セメント技術

の専門家でもある。 

議題 1. インド産業界/機関と日本の産業界/機関との協力関係構築促進における JCI の役割に

ついて： 

  JCI より産業技術および CDM に関する日印の協力促進の基本体制、協力関係構築の手順

と JCI の役割について説明し今回の調査への協力を要請した。 

① TERI－JCI 間の情報交換を継続することを双方了承した。 

② 技術についてのインド側からの問合せは、関連企業に直接でも良いし、JCI にしても良い。 

議題 2. インドセメント製造業界における省エネルギー技術導入状況について： 

Mr. Sethi より下記聴取した。  

①インドのセメント製造量は中国に次ぎ世界第 2 位であり、先進技術が導入されている。 

②調査項目のうち一般的事項に関連する情報は TERI 発行の｢TEDDY｣に、現時点の最新情報

が記載されている。（備考：同図書は昨年末購入済み） 

③JCI 作成資料記載のセメント製造関係技術の導入状況について 

大変興味のある資料である、C-13,C-18,C-19,C-20 以外の技術は既に幾つかのプラントで導

入されている。C-19 の熱回収技術を適用すべきプラントは多い、特に 3,000t/d 以上の設備

で有効であると考えている。 

④バイオエタノールの製造技術については、South India で British Petroleum と大型プロジェク
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トを実施している。政府が 50％ファイナンスしている。 

⑤日本技術の導入におけるバリアはイニシャルコストが高いことであろう。 

３．TERI Associate Fellow Mr.A.Nath との面談 

議題：インドの鉄鋼製造業における省エネルギー技術の導入状況について 

JCI 資料掲載の鉄鋼関連省エネ技術の導入状況について簡単な説明を受けた。導入されてい

るもの、効果が期待されるが未導入のもの、余り関心の無いものもあるが基本的には非常に

有用な技術情報である。 

４．TERI Senior Fellow Dr. Y P Abbi との面談 

Abbi 氏はインド最大の電機メーカーBHEL で 30 余年発電技術業務に従事し退職後 TERI に 6

年前に入り、Senior Fellow に就任した。UNFCCC 方法論の専門家でもある。 

議題：インドの電力動向と省エネルギーへの取組状況について 

①火力発電プラント技術動向 

・現在稼動中のインド最大容量は 500MW 石炭火力で蒸気条件は 170ata540/540°C の亜臨界圧

である。 

・亜臨界圧貫流ボイラを貫流ボイラの技術修得のために建設中である。技術は Stein より導入

した。 

・660MW×3 の超臨界圧プラントが BHEL 及び NTPC により建設中である。蒸気条件は

240ata540/565°C である。ボイラの技術はロシアの LMZ である。 

・出力 1,000MW クラスまでの超臨界圧及び超超臨界圧発電プラントは BHEL が Stein の技術

で製造可能である。日本の超超臨界圧プラント技術に強い関心をもっている。 

②“Ultra MEGA プロジェクト”について 

“Ultra MEGA プロジェクト”フェーズⅠで出力 4,000MW の Ultra Mega Plant を 5 ケ所建設

する。1 発電所は 800MW×5 ユニットで構成される。蒸気条件は 240ata565/565°C の超臨界

圧である。石炭は国内炭(坑口火力)、輸入炭(揚地火力)いずれでも良い。2 プラントの入札

が行われたが詳細は好評されていない。発電単価が評価される。 

送配電はインド政府企業 PGLD (Power Grid Limited), 電力の売買は PTC (Power Trading Co.) 

が担当する。 

③インドの発電設備容量(HP で要確認、HP は週単位で更新される) 

2006 年 3 月時点における設備容量は、 

石炭：68,000MW、2012 までに 46,000MW が建設され 114,000MW になる計画である。 

天然ガス：13,000MW、2012 年までに 18,000MW に増加する。 

石油：1,178MW で増やす計画はない。 
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水力：50､000MW の新設計画を推進している。 

原子力は 1,500MW である。 

2030 年までに発電能力を 8 億 kW にすることが計画されている。 

④関心の高い発電技術 

・超臨界圧火力発電及び IGCC に強い関心をもっている。2012 年までに超臨界圧火力と 2017

年までに小規模 IGCC を建設する計画である。IGCC の方が高効率が得られると考えている。 

・ペトコークを燃料とする 1,000MWの IGCCがReliance Petroleumの JamnagarをベースにShell

及び Texaco が FS 行った。インド政府が 50％ファイナスしたが、最大の協力事業であった。 

・250MW のスラッギングファーネスボイラは 2025 年までに試験する計画がある。溶融灰の

流動が問題である。 

・PFBC は高灰分炭に対する適性の問題、ガスタービン入口ガスクリーニングなどの未解決

の問題があり導入対象になっていない。 

・燃料電池は高価であり 2025 年までは商用化されないと考えている。 

⑤インドの発電機器製造業は BHEL が大企業でほかは小企業である。 

⑥その他 

・昨年 15 件の CDM も方法論のデスクレビューと新方法論についてコメントした。CDM に

よる IRR の改善は 1.5～2％と微々たる物で CDM に認定されたからプロジェクトが成り立

つという可能性は少ないと考える。 

・バングラディッシュの sugar fertilizer の FS を TEPSCO と JBIC 支援で実施した。 

５．住商インド社長、インド日本商工会会長 宮前社長 

話題：インドにおけるビジネス戦略と JCI への期待 

・インド人には反日感情はない。太平洋裁判でも日本を弁護した。日本の対インド ODA は

世界一である。しかし日本企業の進出は中国に比べたら比較にならぬ程少ない。たとえば

中国では上海だけでも日本人は 3 万人いるが、インドには全土で 2 千人（内ニューデリー

に千人）しかいない。ODA1400 億円の内日本企業は 20％しか受注していない。 

・インドは日本の昭和 30 年代中頃の発展状況である。 

・日本製品商売のポイント：日本製は高価と評されるが、品質を下げて低価格で競合しよう

という考えは不適当だ。品質･機能が優れていることを前面に出し、イニシャルコストが高

くてもロングランでは有利であることをポイントにすべきである。日本人の技術力、勤勉

さを認識させることが大切だ。 

・日本は技術力で商売すべきでありそのためには技術者の育成が重要である。現在商社はメ

ーカーから離反し独自に投資などのビジネスをやっているが、かつてはメーカーを支え日

本製品・技術の販売に注力した。 



添付 １ 

添付 1－6 

・日本プラント協会は国益を念頭に、日本の産業・企業の育成に努力して欲しい。もっと CDM、

省エネの技術をインドへ売り込んで欲しい。 

６．電力省エネルギー効率局(Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power) 局長 Dr. Ajai 

Mathur 

議題：   

①省エネルギー技術普及への取組 

②日本企業とインド企業との連携促進と JCI の役割について 

・インド産業界/機関と日本の産業界/機関との協力関係構築促進における JCI の役割につい

て：JCI(佐藤部長)説明、以下先方コメントおよび要望 

・JCI 作成の省エネルギー技術集は非常に有用な資料であるので BEE の website に載せ、各

産業界に紹介したい(備考：BEE の website と JCI の website をリンクすることに合意した)。 

 各技術についてコストがいくらか、どこで稼動しているかも知りたい。導入に際しバリア

になるのはコスト高である。website 製作に際してはインド人の有能な翻訳者の利用を薦め

る。 

・インドの産業別企業数はおおよそ次のとおりである。 

セメント：132、製紙：65～70(大企業)、300(中小企業)、肥料：50(大企業)、石油：15(大企

業)、製鉄：5 大一貫製鉄プラント、Sponge Iron 100、パワー(発電設備：合計 128GW、石炭：

80GW、水力：30GW、ガス 10GW、風力：6～7GW、原子力：2～3GW) 

・今年は日印首脳会談が行われる、また 3 大臣が訪印する。その際協力分野の選定をしなけ

ればならないが、人材の Capacity up を取り上げたいと考えている。 

・経団連との交流は速い効果が期待できるのではないか (ECCJ 派遣コンサル佐藤氏) 

・PCRA(Petroleum Conservation Research Association) が省エネ技術に取組んでいるので訪問し

説明して欲しい。アレンジする。 

・BEE は各業界とタスクフォースを立ち上げたので、JCI website 掲載の技術についてはイン

ドの各業界に参照させたい。各技術についてコンタクト先および価格と実績(適用した企業

1,2 例)知りたい。 

 

＜ECCJ 派遣コンサル佐藤氏と個別面談＞ 

・METI→ECCJ→BEE へ半年間派遣されている。（3 月中旬で終了予定） 

・インドへの省エネ関連コンサルが主な役割。 

・現在インド側へ小集団活動による中企業の省エネを提案中。今後は出張ベースで Follow 予

定。 
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・日本からインドの役所への派遣はほとんどない。METI はこの席を今後も何とか確保の予

定。 

・BEE は HP にプラントの範疇ではないが、省エネ技術集を公開予定。 

・ドイツの GTZ 社が 10 人前後（ドイツ人 1 人、インド人 10 人）を派遣して、BEE をほと

んど主導している。 

 

７．インド肥料産業会 (Fertilizer Association of India：FAI) MAICｈE Director Dr. S. Nand 

議題：肥料産業の動向と省エネルギー技術の導入状況について 

・肥料産業はインドの重要産業であり、アンモニア、尿素はの生産量は世界の上位である。

FAI には全肥料企業(肥料メーカー、ディストリブーター、肥料製造機器メーカー、研究機

関等の肥料に関連する全ての企業)が加入している。FAI は業界団体の統合機関であるが販

売は行わない非営利団体であり、政府シンクタンクおよび政府メンバー（ポリシイフォー

メーション）としても活動している。運営はすべて会員企業の会費による。 

6 諮問委員会(技術、環境、販売、農学、SSP、ITT)とエネルギー、人材育成、計画企画等

の小委員会が理事会をサポートしている。 

・効率向上、distribution、marketing、production、consumption 等あらゆる分野の改善に携わり、

技術開発や農業生産性向上の観点から肥料使用の啓蒙等行う。 

・肥料製造はエナジーインテンシブな産業であるので、プラント性能は重要なモニタリング

項目である。そのほか水質や安全についてもモニターしている。決った Format を使って、

各傘下企業よりデータを e-mail で収集。（データセンターになっているが、コンピューター

ネットワークにはなっていない。）メインテナンスに関するトレーニング、雑誌・図書の出

版、統計等も行う。 

・アンモニアに関し欧米企業(デンマークトプソ、米国、オランダケロッグ)を招待しプレゼ

ンテーションを行った。技術はヨーロッパから導入している。1980 年代に導入した技術が

その後の改善により発展した。 

・会員企業は提出された資料(技術)を共有するが、それぞれ独自性を有し、また生産が需要

に追いつかない状況であり会員間の競合はない。 

・第 11 次計画(2007～2012 年)が 1 ヶ月後発表されるが、尿素製造装置の拡充が必要である。

30 の大企業と 100 の中小企業があるが会員企業間の競合はない。企業評価は政府が行い、

政府基準より良ければ利益が出る仕組みである。ヒューマンリソースが重要になっている

が、従来政府が行っていたトレーニングを中止したのでトレーニングが重要事項になって

いる。 

・2008 年には新ガス田が創業する。4 工場で原料のナフサから天然ガスへの転換がなされ製
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造コストが低下する予想である。政府補助を考慮した適正価格を政府が決め、メーカーは

それ以下のコスト達成を目指す。その差がメーカの利益・損失になる。 

・工場新設計画があるが、既設設備の製造能力アップ（10－20％目標）のための改造工事が

増える。例えば、送風機、リアクタータンク、CO2 アブソーバー、リジェネレーター、蒸

気量増加、ガスクラッキングからリフォーマーへ転換(Fuel oil から天然ガスへの転換)等。 

８．石油・天然ガス省石油消費節減研究協会（Petroleum Conservation Research Association, 

Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India) 

・PCRA の任務：エネルギーの有効利用と環境保全を通じて生活の品質向上に資することを

任務とし、各産業分野、運輸、農業及び家庭の 4 (全)分野の Energy Audit（エネルギー消費

量の測定･評価、改善対策の立案 (ESCO 業務に類似)―お金は企業からもらう。）、省エネル

ギー普及活動、省エネルギー技術の研究開発(バイオエタノールの技術開発も実施)、改善対

策費の貸与･補助、トレーニング･指導((釜戸の炊き方や台所の省エネ、エネルギー節減の車

輌運転法なども含む)、政府シンクタンクを業務とする。 

・エネルギーは当初は石油を対象としたが、現在はすべてのエネルギー(各種燃料、電気、、、) 

消費節減対策に取組んでいる。例えば、発電に関しても、電力省より PCRA が主体となっ

て取組む。陣容は 62 名プラス外部専門家である。BEE は institutional (事務的)機関であるの

に対し、PCRA は実務機関である。人員は 62 名。外部専門家を含み。 

・日本の METI(JOGMEC, ECCJ,  、)とは 5 分野で協力することを合意した。ECCJ（MOU 締

結済み）とは昨年 6 月に商業ビルディングの省エネルギー対策をテーマに第 1 回会合を持

った。第 2 回は 3 月開催予定である。 

・前日も METI が 4～5 人来た。 

９．Steel Authority of India (SAIL） 

・Steel of India (SAIL）はインド政府が 86％の株式を保有すインド最大の製鉄企業である。四

つの一貫製鉄プラントおよび四つの特殊鋼プラントを所有するほか、3 関連会社と異業種

との 8JV も所有している。今後のプラントの新設は民間が行う。 

・2 ブラストファーネス(4000m3へ)及び 4 溶融炉(5 プラントの一つにオーストリアプッショ

ン社の酸素コンバーターを設置して 4mt/ｙの出力を 5.2mt/y へ出力増加)の出力増加改造を

行う。高炉のコークス使用量および石炭使用量低下の技術や原料のアルミナ減少技術が必

要である。 

この一環製鉄所はロシアが納入したものである。 

・高炉ガスは加熱炉の燃料に使用しており、常時一定量が利用できないので、GTCC は考え

ていない。余剰分は NTPC の 500MW 発電プラントの燃料にしようとしている。(当方より
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150MW 級が標準的であるが小容量も可能であること、助燃は通常運用では不要であるこ

と、発熱量が低いので通常のガスタービンでは対応できないこと等回答した) 

・JCI の新技術資料集は大変興味深い。幾つかは既に導入している。特に S-15 の技術は採用

しようとしている技術であり、S-16 は興味大な技術である。NEDO の下で Steel Plantec 社

と FS を行った。 

・かつて NKK と一貫製鉄所のエネルギーオーディットを行ったことがある。 

・500t/dの焼結プラントに S-15 の技術を適用した場合CO2はいくら削減できるか知りたい。 

・JCI、日本企業との交流を深めたい。 

以上 
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Preface 
 
At the first meeting in January, 2006 of the ministers of AP6 countries (Australia, China, India, 
Japan, R. of Korea, United States) for Asia Pacific Partnership on Clean Development and 
Climate, the importance to use fossil fuels efficiently and cleanly for sustainable development 
of economy and to promote deployment of the most promising technologies for that purpose 
was declared.  
At UNFCCC COP/MOP2, it was agreed that review of article 9 of the Kyoto protocol would 
be made for developing countries to combat climate change more positively. 
 
Apart from the above international movements regarding conservation of energy and 
protection of global environment, every country, especially India which has been achieving 
very rapid economic growth possessing enormous population, shall make the best efforts to 
solve those problems. 
 
This brochure is in process of collecting the advanced industrial technologies from viewpoints 
of high efficiency and energy conservation which have been used or will be adopted in 
Japanese industries. The information in the brochure will be increased to cover of more 
products / technologies and renewed appropriately hereafter. 
They are basically concerned with the technologies or products related to the following 
energy intensive industries which were developed or are being developed, or applied by major 
Japanese plant manufacturers or plant engineering companies.   
 
 
1. Power ：  P0 ～ P26* 
2. Steel manufacturing ：  S0 ～ S23 
3. Cement manufacturing ：  C1 ～ C20 
4. Fertilizer manufacturing ：  F1 ～ F11 
5. Refinery / petrochemical ：  R1 ～ R13 
6. Environment ：  E1 ～ E10 
7. Others (energy, control) ：  O1 ～ O3 

 
Remarks 1：Continual number is given to each information sheet of the technologies / 

products which are grouped into the above seven categories in relation to the 
industrial sectors. 

 
Remarks 2：The information included is based on those supplied by manufacturers responding 

to our request which show the name of the person to be contacted or the phone 
number in the sheet, their catalogues provided by the manufacturers and their 
websites. For more information, please contact the manufacturer of the product 
or us JCI whose address, phone number, fax number and e-mail address are as 
follows： 
 Address ：Hideyuiki Sato, Japan Consulting Institute 

Sumitomo Fudousan Kudanshita Bldg. 3F 
Kanda-Jinbocho 3-5, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan 

Tel.    ：+81-3-3222-8105    Fax.：+81-3-3222-8102 
E-mail  ：sato@jci-plant.or.jp  
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１．POWER 
Item 

No. 
Name of Product/technology Basic class 

Functional 

group 
Product group 

P-1 MHI1000MW ultra-high temperature 

supercritical pressure coal-fired power 

plant 

Ditto Coal-fired Large capacity 

supercritical plant

P-2 H Supercritical/ultra super pressure 

coal-fired power plant 

Ditto Ditto Ditto 

P-3 MHI Large capacity high temperature 

ultra-supercritical steam turbine 

Ditto Coal-fired Large capacity 

supercritical 

turbine 

P-4 MH 1000MW ultra-high temperature 

supercritical pressure coal-fired boiler

Ditto Coal-fired Large capacity 

supercritical 

boiler 

P-5 IHI Large capacity high temperature 

ultra-supercritical boiler 

Ditto Ditto Ditto 

P-6 IHI Pressurized fluidized bed boiler 

combined cycle Plant 

Ditto Ditto PFBC 

P-7 Integrated coal gasification combined 

cycle 

Ditto Coal fuel IGCC 

P-8 Integrated coal gasification fuel cell CC Ditto Ditto IGFC 

P-9 MHIRS pulvelizer Ditto Ditto Pulvelizer 

P-10 MHIPM burner for coal firing Ditto Ditto Low Nox coal burner

P-11 MHI Variable pitch control axial flow fan Ditto Ditto FDF, IDF, PAF  

P-12 MHI Dry Selective Catalytic NOx Removal 

System for boiler 

Ditto Ditto Catalytic DeNOx 

P-13 MHI Large capacity advanced GT CC Ditto Gas－fired GT Combined cycle 

P-14 IHI Barge-mounted combined cycle plant Ditto Gas, oil 

fired 

Barge mounted CC 

P-15 IHI LM-engine series gas turbine power 

plant 

Ditto Gas, 

oil-fired 

Aero- derivative gas 

turbine 

P-16 H-25 Gas turbine & generator package Ditto  Gas turbine 

P-17 MHI SOFC combined cycle plant Ditto Gas fuel Fuel cell CC 

P-18 MES Diesel power generation plant Ditto Oil fuel Diesel engine plant

P-19 Niigata advanced gas engine Ditto Gas fuel Gas engine plant 

P-20 MHI Wind turbine generator Ditto Wind Variable pitch 

control wind 

turbine 

P-21 MHI Amorphous－micro crystal silicon 

photovoltaic cell 

Ditto Solar a-Si PVC 

P-22 MHI water turbine Ditto Hydraulic Large capacity water 

turbine 

P-23 Toshiba hydro-power generation system Ditto Ditto Small capacity water 

turbine 

P-24 P-24  Discharged Thermal Energy 

Conversion (DTEC) 

Ditto Ocean 

thermal 

DTEC power plant 

P-25 WEC coupled numerical reservoir simulator Ditto Geothermal Geothermal 

reservoir  

P-26 H  Super amorphous Distribution Amorphous Transformer 
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P-1 MHI 1000MW Ultra-High Temperature Supercritical Pressure Coal-fired Power Plant

Power Generation Coal-fired steam plant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chugoku EPC Misumi PS No.1  
1,000MW High temperature ultra-supercritical  

pressure coal-fired plant (sliding pressure 

operation) 

 

Specification 

Rated output 1,000MW 

Steam condition  

(at turbine inlet) 

 

Pressure  main steam 24.5MPa 

Temperature Main steam 600°C 
      Reheat steam 600°C 
Main fuel         Imported coal 

Pressure mode Sliding 

pressure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Radiant reheat variable 

pressure once-through 

vertical tube furnace boiler

Main steam 2900t on/h Steam flow 

RH steam 2379.8 ton/ h

SH outlet 25.4MPa Steam 

pressure RH outlet 4.5MPa 

Steam 

temperature 

SH outlet 604°C  

 RH outlet 602°C  

M
a
x
im
u
m 
c
on
t
in
uo
u
s
 r
a
ti

n
g
 

Feedwater 

temperature 

Economizer 

inlet 

289.2°C 

Fuel Coal, light oil (30％) 

Combustion Circular firing system with 
Ａ-ＰＭ burner & Advanced 
MACT 

Pulvelized coal Unit direct pressurized 

system 

Draft system Balanced draft system 

Primary air 

system 

Cold primary air fan system

 

 

Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-axis 4flow exhaust reheat 

condensing 

Steam condition  

Pressure 24.5MPa 

Temperature 

Main steam 

600°C 

Reheat steam 600°C 
Rotating speed  

Primary turbine 3,600rpm 

Secondary turbine 1,800rpm 

Last blade length 46ins 
No. of FW heater 
stages  

8 

 

 

 

 

 

Boiler Steam turbine 
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Features 

 

① High efficiency 

② Large output 

③ Flexible operation 

④ Excellent dynamic performance 

⑤ High reliability 

 

Effect on Energy Saving 

 

① Fuel consumption is less by about 5～(8) % compared with the units with the standard steam 

condition of 16.7MPa×538/538°C used in India depending on unit capacity and design. 

② CO2 emission is less by about 10% than the standard team condition of 16.7MPa×538/538°C 

in India  

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

(2) Address ：                                                      

(3) Contact to ： 

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-2 H Supercritical/Ultra Super Pressure Coal-fired Thermal Power Plant 

Power Generation Boiler 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

For Power Generation 

(2) Structure/System 

 

    Apply supercritical pressure steam to realize high efficiency in power generation 

    We can provide the most efficient generating component for coal-fired thermal power plant. 

 

(3) Features 

 

- High efficiency (Plant efficiency: Super Critical >40%, Ultra Super Critical>43%) 

- Low emission level (CO2, NOx, SOx,) 

- High reliability 

- Flexibility in load change (Sliding load operation) 

-  

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

 

a) Super Critical: (Competitive) 

- Steam condition: (Main steam pressure) :24.1 MPa / (Main steam temperature) 538-566℃ 

/ (Reheat steam temperature) >566-593℃ 

- Plant output: >500 - 700MW 

- Plant efficiency: >40% 

b) Ultra Super Critical: (Very Competitive) 

- Steam condition: (Main steam pressure) 24.5 MPa / (Main steam temperature) 566-600℃ 

/ (Reheat steam temperature) >593-610℃ 

- Plant output: >700-1,000MW 

-   Plant efficiency: >43% 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

 

Realize fuel saving due to 4-8 %(Comparative) higher plant efficiency than subcritical power 

plant, resulting in reduction of operational cost, emission of air pollutant incl. CO2. 

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Hitachi, Ltd. / Power Systems Sales Division 

(2) Address： Akihabara Daibiru Building, 18-13, Soto-Kanda 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8608, Japan 

(3) Contact to：Keika Gomi, International Project Development Office 

Tel．     ：81-3-4564-5787   Fax．：81-4564-3511 

E-mail    ：keika.gomi.qz@hitachi.com 
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P-3 MHI Large Capacity High Temperature Ultra-Supercritical Steam Turbine 

Power  Generation Steam turbine 

Outline of Product/Technology 

(1) Function  

① High efficient power generation with high temperature supercritical pressure steam 

② Large power production 

③ Load swing capability 

④ High reliability 

 

(2) Structure/System 

  
EPDC Tachibanawan No.2             46 インチ ISB 低圧ロータ 

1,050MW 25.1MPa×600°C /610°C Steam Turbine made by MHI 
 

(3) Features 

 

① High efficiency 

② Large output 

③ Flexible operation 

④ Excellent dynamic performance 

⑤ High reliability 

 

Effect on Energy Saving 

 

① Fuel consumption is less by about 5～(8)% compared with the standard steam condition of 

16.7MPa×538°C /538°C used in India 
② CO2 emission is less by more than 5 (～8)% than the standard team condition of 16.7MPa×538°C 

/538°C in India  
 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

(2) Address ：                                                    

(3) Contact to ： 

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-4 MHI 1000MW Ultra-High Temperature Supercritical Pressure Coal-fired Boiler 

Power Generation Coal-fired steam plant 

Outline of Product / Technology 
(1) Function 
① High efficient power generation 

By applying ultra-high supercritical steam condition such as 24.6MPa600/600°C to Rankine 
Cycle, very high thermal efficiency of plant is obtained. 

② High thermal efficiency over the whole operating load range 
By making the plant suitable for sliding pressure operation, high efficiency of plant is 
obtained over the whole load range. 

③ Excellent dynamic performance  
Owing to the application of once-through boiler of which heat storage capacity is less than 
recirculation type boiler, superior dynamic performance is obtained.  
Higher thermal efficiency is obtained 

(2) Structure / system 
① The most prominent difference between supercritical sliding pressure plant and subcritical 

pressure drum type plant from the structural viewpoint of main components is furnace water 
wall construction, because that the water flow is once-through in the former furnace water 
wall while it is recirculated in the latter furnace walls. 

② To achieve reliable operation with once-through flow, the furnace water walls use rifled 
tubes in vertical tube wall design, while they are wound spirally in case that smooth tubes 
are used.  

Furnace structure 

Vertical tube wall 
construction  
With rifled tubes 

Spiral tube wall 
construction 
With smooth or rifled 
tubes 

Plant efficiency VS steam condition 

 

Energy Saving Effect 
(1)Technical Features 
① High efficiency 
② Better dynamic performance 
③ Less feedwater pressure loss and simple construction with vertical furnace wall design 
(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

More than 5%～(8%) reduction of fuel consumption and CO2 emission are achievable. 
Note: The referenced steam condition is 16.7MPa×538°C /538°C which is the standard steam 
condition in India. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 
(2) Address ：                                                     
(3) Contact to ： 

Tel．   ： 
E-mail  ： 
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Chugoku EPC Misumi No.1 Boiler 
 
Rated output      : 1,000MW 
Steam condition at turbine inlet 
Main steam press.  : 24.5Mpa 
      temp.  : 600°C 
RH steam temp.    : 600°C 
Maximum continuous evaporation of 
boiler            : 2900t/h 
Main fuel: A wide range of imported coal 
Commercial operation date: June 1998 
Manufacturer 
 Boiler: Mitsubishi Heavy industries 

Steam turbine: Ditto 



P－ 8

P-5 IHI Large Capacity High Temperature Ultra-Supercritical Boiler 

Power  Generation Boiler 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

It is capable of rapid start-up and extremely low load operation keeping high efficiency 

to meet the prospective demand of large capacity boilers under cycling load 

(2) Structure/System 

 

 
Example: EPDC Tachibanawan PS No.1 boiler   

                     

(3) Features 

(1)Helically wound tube circuitry is used in the lower furnace to meet variable pressure 

operation. 

(2)Boiler water circulation system is applied to keep a minimum water flow through the furnace 

during start-up 

(3)Others 

 

Effect on Energy Saving 

 

Fuel consumption and CO2 emission are much less compared with the standard steam condition of 

16.7MPa×538/538°C in India in case that it is coupled with a proper steam turbine. 

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Ishikawajima-harima Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 

 

Reference shall be made to the attached catalogue for more detail. 

 

Electric Power Development Co. 
Tachibanawan No.1  
 
Rated output     : 1,050MW 
Steam condition at turbine inlet 
Main steam press. : 25Mpa 
     temp.  : 600°C 
RH steam temp.    : 610°C 
Maximum continuous evaporation of 
boiler            : 3,000t/h 
Main fuel         : A wide range of 

imported coal 
Commercial operation date: July 2000 
Manufacturer 
 Boiler: Ishikawajima-Harima Heavy 

industries 
Turbine: General Electric 
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P－ 10

P-6 IHI Pressurized Fluidized Bed Boiler Combined Cycle Plant 

Power  Generation PFBC 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① High efficiency power generation with a wide range of coal 

② Environmentally friendly power generation 

 

(2) Structure/System 

 
Example: Kyushu EPC Karita PS Shin No.1 boiler   

(3) Features 

 

① High plant efficiency 

② Low emission  

  • In-Bed DeSOx 

  • Less NOx 

  • Less CO2 

③ Compactness 

 

Effect on Energy Saving 

Less Fuel consumption and CO2 emission  

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Ishikawajima-harima Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 

Reference shall be made to the attached catalogue for more detail. 

Kyushu Electric Power Co. Karita PS Shin 

No.1 unit  

Rated output      : 360MW 

Steam turbine output: 290MW 

Main steam press.  : 24.12MPa 

     temp.    : 566°C 

RH steam temp.      : 593°C 

Maximum continuous evaporation of 

boiler             : 760t/h 

Gas turbine output  : 75MW 

GT inlet pressure   : 1.55MPa 

GT inlet temperature: 870°C 

Main fuel           : Imported coal 

DeSOx     : In-Bed DeSOx with limestone

DeNOx     :Selective catalytic DeNOx  

Commercial operation date: July 2001 
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P-7 MHI Integrated Coal Gasification Combined Cycle 

Power  Generation IGCC 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Coal gasification and power generation 

② High efficiency power generation with coal 

③ Environmentally friendly coal-used power generation 

 

(2) Structure/System 

 
Plant system of integrated coal gasification combined cycle 

 

(3) Features  

① High efficiency power generation with coal.η～50% (LHV base) will be achievable with 

commercial size plant(Under development at present) 

② A wider range of coal can be used for fuel 

③ Less emission of SOx, NOx and particulate per kWh generated 

    
Effect on Energy Saving 

 

Higher power generation efficiency is obtained than conventional coal-fired plant, resulting 

in less fuel consumption and less CO2 emission than conventional coal-fired plant.  

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address   ： 

(3) Contact to：  

Tel．  ： 

E-mail ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coal gasifier 

Coal feed 
system 

Coal gas

Porous 
filter 

Combust

Gypsum Wet 

Air 
Stack

N2

O2

Char

Air Air separating 

Air 
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P-8  Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle Plant 
Power Generation IGFC 

Outline of Product / Technology 
(1) Function 
①Ultra high efficiency (～60％～) power generation with coal 
②Clean power generation with coal 
③Large to medium capacity power generation 
④Advanced power generation for the near future use  
(2) Structure / System 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) Features 
①Ultra high efficiency power generation with coal which is the most abundantly reserved fuel on the earth.

Ultra high efficiency is obtainable with coal such as 60% (HHV basis) or higher. 
②Environmentally friendly power generation with coal 

As the plant efficiency is much higher than those of the presently available power generation 
technologies, CO2 emission is reduced to about two-third (2/3) contributing to the prevention of global 
warming. 
As the fuel gas is cleaned, then used for fuel cell first, then burnt in combustor for gas turbine, the 
exhaust gas contains almost no SOx, particulate and negligible amount of NOx, CO and hydrocarbon. 

③Versatility in application 
As the main power generator is fuel cell which is static power generator by electro-chemical reaction, 
moving power generators such as gas turbine and steam turbine are much smaller, the operation of the 
plant is low in noise and vibration and the much less cooling water is required. 
Therefore it is applicable not only to central power generation but to cogeneration plant deployed near 
urban area. 
The plant is suitable for central power generation of large capacity and medium to small capacity as well.  

④The type of fuel cell shall be SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) which is suitable for high temperature 
operation such as 1000 °C  

Energy Saving Effect 
(1)Energy saving 

As the plant efficiency is 60 % or higher while that of conventional type plant is approx. 40%, fuel 
consumption can be reduced by more than 30 %. 

(2) CO2 Emission Reduction 
Compared with conventional coal-fired plant, CO2 emission can be reduced by more than 30%.  

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department：Electric Power Development Co., Ltd.(J Power) 
(2) Address  ：                                                     , Japan 
(3) Contact to  ：  

Tel．   ：             Fax．： 
E-mail  ： 

Test plant of gasifier 

 
 

IGFC plant system 

Steam turbine power 

generation plant 

O2-blown coal gasifier 

Gas Turbine power 
generation plant 

Fuel cell power 
generation plant 
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P-9 MHI RS Pulvelizer 

Power  Generation Boiler 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Pulverizing coal fuel to the fineness required for boiler 

② Pulverizing wide variety of coal 

③ Pulverizing coal with high reliability and long life 

 

(2) Structure/System 

   
 

(3) Features 

 

① Extremely high fineness 

② Effectively classification of 

coarse particle 

③ Higher combustion efficiency 

④ Lower NOx emission and lower 

unburnt carbon 

⑤ High capacity and lower power 

consumption    

 

Effect on Energy Saving 

High boiler efficiency is obtained owing to least unburned carbon loss with minimum excess 

air, which results in reduction of fuel consumption and CO2 emission.  

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-10 MHI PM Burner for Coal firing 

Power  Generation Boiler 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Combustion of variety of coal with minimum carbon loss with least excess air 

② Combustion of variety of coal with least emission of NOx 

 

(2) Structure/System 

 

 
Advanced PM burner 

(3) Features  

 

① Stable ignition and combustion owing to Conc. Flame with a variety of coal

② Stable, uniform, complete combustion owing to helical trajectory of 

combustion 

③ High combustion efficiency with least excess air and unburnt carbon 

④ Low NOx emission  

    

 

Effect on Energy Saving 

 

High boiler efficiency is obtained owing to least unburned carbon loss with minimum excess 

air, which results in reduction of fuel consumption and CO2 emission.  

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-11 MHI Variable Pitch Control Axial Flow Fan  

Power  Generation Boiler 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Forced draft fan to supply a required amount of air at a required pressure to biler 

② Induced draft fan to maintain furnace pressure at a certain level by inducing combustion 

gas from boiler to stack 

③ Primary air fan to supply a required amount of primary air at a required pressure to pulverizer 

system 

④ Boost-up fan for flue gas desulfurization plant 

 

(2) Structure/System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure of Mitsubishi axial flow fan 

 

(3) Features 

① High efficiency over the whole load range resulting in little power consumption  

② Easy operation with automatic control and easy maintenance  

③ Abundant experience of application to the modern boilers showing its excellent performance

and reliability 

④ For high pressure requirement, double stage axial fan is available  

   
Effect on Energy Saving 

 

Least power consumption of primary air fan system over the whole load range owing to the high 

efficiency of Mitsubishi blade pitch control axial flow fan 

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-12 MHI Dry Selective Catalytic NOx Removal System  

Power  Generation Boiler flue gas cleaning 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

SCR (Selective Catalytic NOx Removal system) is a system to decompose the NOx in flue gas 

to N2 and H2O by chemical reaction with NH3 injected into the flue gas using selective catalyst. 

NOx is harmful substance to human body because that it causes photochemical smog in the 

atmosphere and acid rain.  

 

(2) Structure/System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View of DeNOx catalyst 

(3) Features 

① High NOx removal efficiency of 90% or higher 

② Simple construction, easy installation and operation 

③ High Reliability and long life without moving Part 

④ No byproduct is produced  

⑤ Small draft loss through the equipment 

   
Effect on Energy Saving 

NOx in the flue gas is decomposed and removed with SCR which requires small amount of draft 

loss, resulting in the least increase of ID fan power consumption with the equipment. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-13 MHI Large Capacity Advanced GT Combined Cycle Plant 

Power  Generation GT CC 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Highest efficiency natural gas-fired power generation technology commercially available at 

the present. 

② Most environmentally friendly power generation using fossil fuel commercially available at 

the present. 

③ Suitable for large output. Maximum output of a single shaft type CC (gas turbine combined 

cycle plant composed of a gas turbine with a steam turbine) is almost 500MW.  

(2) Structure / System 

    
Example of CC- Single shaft type 

 
Structure of MHI 701G gas turbine 

(3) Features 

① The gas turbine (key component of CC) works at the highest temperature resulting in the highest 

efficiency of the combined cycle plant efficiency in the world such as 58% (LHV base) 

② It works very environmentally friendly emitting least amount of environmentally harmful

substances such as Sox, NOx, HC, VOC and CO.  

③ The gas turbine is applied with the latest technologies for higher performance and reliability

basing on the proven design established by more than 30 years experience..    
Effect on Energy Saving 

As the plant efficiency of the CC with NHI G series GT is highest, fuel consumption is reduced 

resulting in least CO2 emission also. 

The CO2 emission is much less than 50% of modern coal fired power plant. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 

As for MHI G series gas turbine, reference shall be made to the attached catalogue.

LP steam turbine 

HRSG

Stack

Gas turbine

HP/IP ST 
Generator 
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P-14 IHI  Barge Mounted Combined Cycle Plant 

Power Generation Combined cycle 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

① Barge mounted combined cycle plant power generation 

② Construction work at site is minimized 

 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General view of barge mounted combined cycle plant 

(3) Features 

 

 

Energy Saving Effect 

(1) Energy saving 

(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address  ：                                               

(3) Contact to ：  

Tel．   ：           Fax．： 

ULR  ： 

 

 

Reference shall be made to the attached catalogue. 
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P-15  IHI LM-engine Series Gas Turbine Power Plant 

Power Generation Gas turbine 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

① Gas turbine power generation 

② High efficiency power generation with gas turbine simple cycle 

 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure of IHI LM6000 gas turbine 

 

(3) Features 

① High thermal efficiency 

② Proven durability 

③ Light weight and compact design 

④ Easy operation and maintenance 

⑤ Multi fuel capability 

 

 

Energy Saving Effect 

(1) Energy saving 

Fuel consumption is reduced owing to the high efficiency 

 

(2) Energy Saving/CO2Emission Reduction 

CO2 emission is reduced owing to the reduced fuel consumption 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address  ：                                                      

(3) Contact to ：  

Tel．   ：             Fax．： 

E-mail  ： 
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P-16  H-25 Gas Turbine & Generator Package 

Power Generation Turbine (Gas Turbine) 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

For Power Generation 

 

 

(2) Structure/System 

Applicable to simple cycle (with electrical generator), combined cycle (with HRSG, steam 

turbine & electrical generator) & cogeneration (with electrical generator & HRSG) 

 

(3) Features 

- High Reliability and Easy Maintenance with Heavy Duty Design  

- High Fuel Flexibility (Natural Gas, Diesel Oil, Off gas, etc.) with Low Emission Level 

- Applicable to Replacing Existing Old MS5001Gas Turbine with New H-25  

 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

Fuel saving and low emission level are achieved by using the H-25. 

- Efficiency 34.8% (LHV, ISO base load condition, with Natural Gas) 

- Low NOx Emission (25 ppm@15%O2, ISO base load operation, (Low NOx combustor case) 

 

(2) Energy Saving / CO2 Emission Reduction 

 

- In case of replacement from 15 years old gas turbine to new H-25, fuel consumption will 

be reduced to around 3/5. 

(Depends on existing equipment specification, site condition (temperature, humidity, 

etc.) and fuel specification.) 

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Hitachi, Ltd. / Power Systems 

(2) Address ： Akihabara Daibiru Building, 18-13, Soto-Kanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

101-8608 Japan 

(3) Contact to： Mr. Keika Gomi 

Tel．   ：81-3-5295-5787, Fax．：81-3-4564-3511 

E-mail  ：keika.gomi.qz@hitachi.com 
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P-17 MHI SOFC Combined Cycle Plant (for near future use) 

Power  Generation SOFC 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Ultimate power generation technology with high efficiency such as 65～75％ 

② Most environmentally friendly power generation technology owing to almost no emission of 

SOx, NOx, particulate and least emission of CO2. SOFC is a electro chemical apparatus without 

moving parts unlike combustion engines and without producing noise and vibration.  

③ Suitable not only for central power generation but for distributed power generation and 

cogeneration which can be deployed anywhere gaseous fuel is available. 

 

(2) Structure / System 

 
SOFC combined cycle system 

 
SOFC GT package for distributed power generation

 
SOFC combined cycle plant for central power station model  

(3) Features 

① Highest efficiency power generation. It is as high as 65 to 75% which is much higher than

that of gas turbine combined cycle plant which gives the highest efficiency among the 

commercially available power generation technologies at the present. 

② Most environmentally friendly power generation with emitting almost no SOx, NOx, HC and others

and least CO2 emission. It produces minimum noise and vibration being suitable even for 

installation at populated town.  

③ Most suitable for cogeneration of power and steam owing to the relatively high operating

temperature of SOFC, suitable for the deployment even at populated area where demand for

steam / hot water exists.   
Effect on Energy Saving 

The power generation efficiency is so high as 65 to 75% that fuel consumption is greatly reduced, 

resulting in the large reduction of CO2 emission correspondingly.  

If compared with coal fired plant, CO2 emission is less than 40%. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 
(2) Address ： 
(3) Contact to ：  

Tel．  ： 
E-mail ： 

Fuel 
Combustor

Inverter 

Condenser. 

Exhaust
gas 
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P-18 MES Diesel Power Generation Plant 

Power generation Oil-fired Diesel engine 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

2-stroke low speed diesel engine power plant 

 

 

 

(2) Structure/System 

 

Generating set driven by low speed diesel engine, which is widely applied to propulsion 

for ocean-going vessel due to very high reliability 

 

 

(3) Features 

① High thermal efficiency (48 – 50%)  

② Higher Availability (More than 90%)  

③ Low maintenance cost 

④ Less consumption of spare parts 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

Ref. to (3) above. 

 

 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

Ref. to (3) above. 

 

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. 

                                    Power System Sales Dept. 

 

(2) Address ：6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8439, Japan 

(3) Contact to ：Takehiko Ogura 

Tel． ：81-3-3544-3475  Fax．：81-3-3544-3063 

E-mail ：ogurat@mes.co.jp 
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P-19  Niigata Advanced Gas Engine  

Power Generation Gas-fueled Gas engine 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

① Power generation with gas fuel 

② Micro-pilot, instead of spark-ignited, combustion system to challenge the performance level 

of Diesel engines and gas turbines  

 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General view of the gas engine            Gas combustion system 

(3) Features 

① Higher electrical efficiency 

1,070kWe, 41.6％ to 5,255kWe, 43.7% 

② Applicable to low calorie (5,020kJ/Nm3) gas fuel 

③ Low NOx lean-burn system 

 

Effect on Energy Saving 

(1) Energy saving 

Fuel consumption is reduced owing to the high efficiency. 

 

(2) CO2 Emission Reduction 

CO2 emission is reduced owing to the reduction of fuel consumption 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Niigata Power Systems Co., Ltd. 

(2) Address  ：  

(3) Contact to ：  

Tel．   ：          Fax．：  
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P-20 MHI Wind Turbine Generator  

Power  Generation Wind turbine 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Clean power generation with wind (renewable energy) with no fuel consumption and no CO2
emission 

② Suitable for distributed power generation deployed where wind blows. 

(2) Structure / System 

    
 

View of 2,400 kW wind turbine generator ( Model： Mitsubishi MWT95/2.4) and major dimensions

 

(3) Features 

① Excellent performance in moderate wind speed zone (IEC Class ⅡA) 

② Variable pitch control for high efficiency over a wide range of wind speed and for wind load

reduction 

③ SmartYaw technology indigenous to MHI’s wind turbine which increases reliability for the 

frequent change of wind direction   
Effect on Energy Saving 

Power generation with wind turbine does not consume any amount of fuel. Therefore the quantity 

of fossil fuel required for the same amount of power generation with thermal power generation 

is saved with wind power generation resulting in no emission of CO2.   

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 
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P-21 MHI Amorphous－Micro Crystal Silicon Photovoltaic Cell  

Power  Generation Photovoltaic cell 

Outline of Product / Technology 

(1) Function  

① Clean power generation with sunlight (renewable energy) with no fuel consumption and no CO2
emission 

② Suitable for distributed power generation which can be deployed anywhere sun shines. 

 

(2) Structure / System 

    

  
Structure of MHI amorphous-microcrystal Si PVC     Mechanism of high conversion of sunlight 

to electricity of amorphous-microcrystal 

Si PVC  

(3) Features 

① It is amorphous Si-microcrystalline Si tandem type thin film photovoltaic cell  

② It is advantageous at hot/warm region because that it produces more power than crystalline

Si and polycrystalline Si PVC where temperature is higher(>25°C)  

③ It does not require such high quality Si as required for crystalline/ polycrystalline Si

PVC, require much less Si and less energy for manufacturing, resulting in the most 

environmentally friendly PVC developed by MHI.   

   
Effect on Energy Saving 

Photovoltaic power generation is a typical renewable energy power generation which does not 

consume any amount of fuel for power generation.  

Therefore the quantity of fossil fuel required for the same amount of power generation by thermal 

power generation is saved with photovoltaic power generation resulting in no emission of CO2. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. 

(2) Address ： 

(3) Contact to ：  

Tel．  ： 

E-mail ： 

 

 

Reference shall be made to the attached catalogue for more detail. 
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P-22  MHI Water turbine 

Power Generation Hydroelectric turbine 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

① Hydroelectric power generation with renewable energy – hydraulic energy 

② Environmentally friendly power generation 

 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

Combined cycle system                           Efficiency dependence on GT inlet temperature 

(3) Features 

① Environmentally friendly power generation 

② Suitable for peak load shaving and quick load following operation 

③ Suitable for storage of excessive electric power (during night) and for discharge when 

required (at daytime) 

④ Applicable to high head  

 

Energy Saving Effect 

(1) Energy saving 

 

(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

Compared with a conventional gas fired plant, CO2 emission is reduced by about 23% and 

compared with coal fired plant, it is reduced to approx. 40%. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

(2) Address  ：  

(3) Contact to ：  

Tel．   ：          

E-mail  ： 

 

     
329MW×2 Francis type pump turbines         412MW Francis type pump turbine   

Okawachi HPS Kansai EPC        Kazunogawa HPS Tokyo EPC 
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 MHI HYDROELECTRIC PLANT 
 
 

 
3 x 144 MW Vertical Francis Type Water Turbine 
2 x 205 MW Vertical Francis Type Pump Turbine. 
EGAT / Srinagarind Power Station (Thailand) 
 

 
 
 
 
 
 

2 x 329 MW Vertical Francis Type Pump Turbine. 
Kansai Electric Power Co. / Ohkawachi Power Station 

 

 
 

1 x 412 MW Vertical Francis Type Pump Turbine 
Tokyo Electric Power Co. Kazunogawa Power Station 

 
 

 
 

2 x 103 MW Vertical Deriaz Type Pump Turbine 
Hokkaido Electric Power Co. Takami Power Station 

 

 
 

Dia. 2.3 m Spherical Valve 
Tokyo Electric Power Co. Kannagawa Power Station. 

 

 
  

Dia. 5.5 m Flow Through Valve 
EGAT / Sirikit Power Station (Thailand)  
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P-23 Toshiba  Hydro-power generation system 

Power Generation Hydroelectric 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

Small-scale hydro-power generation system Hydro - eKIDSTM using renewable energy 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Features 

Five kinds of the standard unit (S3/S3C, SS, S, M, and L) are available. Their outputs are 

1 ～ 200kW depending on the flow rate of 0.3 ～3.5m3/s and the head drop of 2 ～15m. The 

feature of the standard unit is easy installation, small space and simple structure of 

pipe-in type. In comparison with large-scale power systems, the running cost is cheap and 

the service life is long. The standard unit is therefore economical when used in the long 

run. 

Although the major power system is operated by using fossil fuel, our unit is derived with 

renewable hydro-energy.  So, the emission of [CO2]-gas is almost neglected and the 

consumption of resources is significantly suppressed. Moreover, our units do not need a 

large-scale barrage or a dam that gives a negative environmental impact. The merit of a 

small-scale system like this is to use various water sources: the water and sewage, the 

water for agricultural use, the water for industrial use, the industrial wastewater and 

the river maintenance and discharge. 

The system is useful as a dispersed power source and it can contribute to the reduction 

of the green house gas and also to the energy-saving. 

Energy Saving Effect 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION 

(2) Address  ：36-5,Tsurumichuo 4-chome,Tsurumi-Ku,Yokohama 230-8691, Japan  

Tel．   ：81-45－500－7342             Fax．：81-45－500－7599 

E-mail  ：suzuki.hiroto@toshiba-tpsc.co.jp 
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P-24  Discharged Thermal Energy Conversion (DTEC) 

Power  Power generation 

Sea water desalination 

Ocean thermal energy, waste heat 

power generation plant 

 

Outline of Product/Technology 

(1) Function  

① Power generation 

② Desalination 

③ Heat recovery for low temperature waste heat 

④ CO2 reduction 

 

(2) Structure/System 

  

DTEC is a simultaneous power generation and desalination system using the low temperature waste 

heats, such as waste steam, waste gas, waste water, waste heat in the cooling system etc. Uehara 

cycle system is employed for power generation unit, where mixture of ammonia and water is used 

for working fluid, and flash evaporation desalination method is used for desalination unit. 

These units are efficiently combined in DTEC. 

 

(3) Features  

① Simultaneous power generation and desalination using waste heat 

② No use of additional heat energy, No use of fossil fuel 

③ Contribution to cutting of cooling cost 

④ Contribution to decease of burdens on environment 

 

 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

DTEC generates the power and produces water simultaneously using waste heat ever discharged. 

This means that power generation and desalination is available without additional energy such 

as fossil fuel. 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

Energy saving : 3MW power generation by DTEC leads to energy saving of 6,000kl/y oil*1). 

CO2 Emission Reduction : 3000m3/d water production by DTEC leads to energy saving of 18,300kl/y 

oil*2). 

*1) Compared to the existing thermal power plant using oil with efficiency of 34.3%. 

*2) Compared to the existing MSF desalination system using oil as energy source. 

 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Engineering Department, Xenesys Inc. 

(2) Address：12-16-7F, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8328, Japan 

(3) Contact to： Takayuki Watanabe 

Tel．    ： 81-3-5765-2960 Fax．：81-3-5765-5625 

E-mail   ： watanabe@xenesys.com 
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P-25 WEC COUPLED NUMERICAL RESERVOIR SIMULATOR 

Power generation Geothermal Geothermal reservoir 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

① Evaluate geothermal reservoir potential 

② Forecast the future reservoir and well performances 

 

(2) Structure/System  

Computer simulation coupled three kinds of numerical simulators capable of calculating mass 

and energy transport from upstream (reservoirs) to downstream (turbines) has been conducted 

periodically to ensure an accurate forecast of the future reservoir and well performances, 

which has contributed to a stable power plant operation and a sustainable reservoir 

management. 

 

(3) Features 

 

① More accurate prediction by coupling three simulators (reservoir, wellbore and pipeline flow)

② Changes of wellhead pressure and mass flow rate of production well can be predicted. 

③ Fluid transportation and interconnection pressures at pipelines can be simulated.  

 

Energy Saving Effect 

(1) Technical Features 
 

Geothermal energy is generally defined as heat stored within the earth. A huge energy is 

usually stored in the volcanic areas, where magma exists in deep underground. The geothermal 

power generation produces electricity by utilizing steam, which is rain–origin 

underground-water heated by geothermal energy and stored in an underground reservoir. The 

hot water, simultaneously spouted out with steam, is to be separated and to be returned into 

underground in order to save water resources and to protect surrounding environment 

 

(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

 

The 50,000kW geothermal power generation field corresponds to the oilfield of about 500,000 

barrels/year production capacity with no production decrease. 

The amount of the CO2 emission from power plant is usually evaluated on the life-cycle 

assessment basis, where the total CO2 emission from the period of installation/construction 

of the plant to the operation period of the plant is considered. From this life-cycle 

evaluation view point, the amount of CO2 emission from geothermal power is extremely low 6.3 

g-C/KWh. 

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Company and Department： West Japan Engineering Consultants, Inc. Geothermal Department 

(2) Address ：Watanabe-dori 1-1-1, Chuoh-ku, Fukuoka, Japan 

(3)Contact to ： TOKITA, Hiroyuki 

Tel．   ：81-92-781-2835   Fax．：81-92-751-5044 

E-mail  ：tokita@wjec.co.jp 
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P-26 H Super Amorphous 

Power  Transmission/ Distribution Transformer 

Outline of Product/Technology 

(1) Function  

 

(2) Structure/System  

 

  

(1) Features  

 

 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

 

 

Information of Manufacturer 

 

(1)Name of Company and Department：Hitachi, Ltd. / Power Systems Sales Division 

(2) Address ： Akihabara Daibiru Building, 18-13, Soto-Kanda 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8608, Japan 

(3) Contact to：Keika Gomi, International Project Development Office 

Tel．     ：81-3-4564-5787   Fax．：81-4564-3511 

 E-mail    ：keika.gomi.qz@hitachi.com 

 

Reference shall be made to the attached description. 
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2. STEEL MANUFACTURING TECHNOLOGIES 
 

Item 

No. 
Name of Product/technology Product group 

Functional 

Classification 

S-1 BFG firing gas turbine combined cycle BFG combined cycle Power generation 

S-2 Top pressure recovery turbine Top pressure 

turbine 

Power generation 

S-3 Sintering material segregation charge 

Equipment 

Sintered ore Manufacturing 

technology 

S-4 Pulverized coal injection into blast 

furnace 

Blast furnace Injection of pulverized 

coal 

S-5 Blast furnace top pressure power 

generation equipment 

Blast Furnace Gas 

Pressure 

Power Generation 

S-6 Direct current water-cooled furnace 

wall type arc furnace 

Arc furnace Direct current 

S-7 Continuous casting machine Casting  Continuous casting 

S-8 Hot slab direct transfer rolling machine Rolling machine Hot slab direct 

transfer 

S-9 Continuous annealing furnace Annealing Continuous annealing 

furnace 

S-10 Convection heating wire-rod coil Heat 

treat furnace 

Annealing furnace Convection heating 

S-11 Low-temperature welded tube preparation Pipe/Tube 

manufacturing 

Low temperature forged 

welding 

S-12 High frequency electric melting furnace Melting furnace High frequency electric 

furnace 

S-13 Cast iron melting channel induction 

furnace 

Melting furnace Channel Induction 

Furnace 

S-14 Energy effective utilization type alloy 

iron furnace 

Electric furnace Alloy iron furnace 

S-15 Sintering kiln high efficient ignition 

equipment 

Sintering 

equipment 

Ignition equipment 

S-16 Coke oven coal drying / moisture 

conditioning equipment 

Cokes oven Moisture control 

S-17 Coke dry quenching equipment Coke oven Fire extinguisher 

S-18 Heat recovery from sintering machine 

cooler 

Sintering machine Cooler 

S-19 Sintering primary exhaust air sensible 

heat recovery 

Sintering Heat recovery 

S-20 Air Heating Furnace Exhaust Heat 

Recovery Equipment 

Air heating furnace Heating recovery 

S-21 Continuous Annealing Furnace Annealing furnace Continuous annealing 

S-22 Heat recovery from exhaust gas from 

revolving furnace 

Revolving furnace Heat recovery 

S-23 Heat recovery from exhaust gas from 

revolving furnace 

Revolving furnace Heat recovery 
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S-1 BFG Firing Gas Turbine Combined Cycle 

Steel Power generation Combined cycle plant 

Outline of Product/Technology 

(1) Function  

Generating electricity by using blast furnace gas as the fuel 

 

(2) Structure/System  

Gas turbine combined cycle system using blast furnace gas 

 

(3) Features  

① 1.5 times of electricity generated with the same amount of fuel compared to conventional power 

plant 

② Using low calorific value gas as the fuel. (Approx. 1000kcal/Nm3) 

③ More than 20 years of successful operation record 

 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

Blast furnace gas generated as the by-product of steel mill is normally used in conventional 

boiler or discharged via flare stack. Additional electricity can be generated by using this 

low calorific value gas for firing gas turbine. 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

More than 2,000,000ton per year of CO2 emission (equivalent to CO2 emission for coal firing 

conventional power plant of 150MW) will be reduced by application of 150MW class BFG firing 

GTCC instead of flare stack.  

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

Power Systems International Operations Dept. 

Power Systems Headquarters Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 

(2) Address： 

 3-1 Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama, 220-8401 Japan 

(3) Contact to： Mr. Masaki Hirose 

Tel：+81-45-224-9547 Fax：+81-45-224-9905 

 E-mail：masaki1_hirose@mhi.co.jp 
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S-2 Top-pressure Recovery Turbine 

Steel Plant Energy Recovery Expansion Turbine 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

① Waste energy recovery system 

② Gas expansion 

③ Plant (blast furnace) operation 

 

(2) Structure/System 

Combination of flow gas equalization system and energy recovery turbine. 

 

 

 

(3) Features 

① Power generation without any kind of combustion. 

② 30% of energy input could be recovered as electricity. 

③ Simplification of plant (blast furnace) operation. 

 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

High efficiency energy recovery system by expanding waste gas. 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

30% of energy input could be recovered as electricity. 

System will not produce any CO2 nor waste energy. 

 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. 

                                  Process Equipment & Rotating Machinery Sales Dept. 

(2)Address：6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8439, Japan 

(3)Contact to：Masayuki Dobashi 

Tel．：81-3-3544-3639   Fax．：81-3-3544-3055 

 E-mail：mdobashi@mes.co.jp 
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S-3 Sintering Material Segregation Charge Equipment 

2. Iron/Steel manufacturing Sintered ore Manufacturing technology 

Outline of Product/Technology 
(1) Technology 
The sintering material segregation charge equipment has the following features. Firstly, it 
increases the yield, quality and strength of the sintered product ore. Secondly, this equipment 
achieves energy saving. To accomplish these, the equipment maintains the material granularity 
input position (upper layer of sintering bed) constant when materials are input into the sintering 
kiln used to manufacture the sintered ore that is ironmaking materials in the blast furnace. 
(2) Structure / System 

Before improvement 
With a roll feeder (roll-type material 
feeder), materials are switched to the 
downward palette via the sloping chute 
(sloping tabular structure). If the 
material granularity is improper, there is
poor air permeability to the upper materials
and reduced sintering efficiency, resulting
in sintering failure. This increases the 
amount of ore returned. 

 

After improvement 
The feature of this system is that it uses a drum chute 
instead of the conventional sloping chute and uses the 
charging slit wire. The use of the drum chute reduces 
the height difference, i.e. drop, thereby making the 
granularity even in the charging slit wire. This has 
the following effects for this system: 
1.  Improvement in productivity 
2.  Decrease in the consumption rate of powdered 

coke 
3.  Decrease in the consumption rate of the amount 

of ore returned 
4.  Decrease in the ratio of use of calcined lime

 
(3) Function / Features 
The sintering material is limonite (second rate ironmaking material), which is inexpensive, but 
has some problems (for example, attracts moisture and has low granularity). These have had a 
significant impact on productivity during the sintering process. The use of this equipment resolves 
these problems, and allows inexpensive materials to be available. In other words, to make the 
granularity even, this equipment increases the air permeability among material grains to increase 
the sintering efficiency, and in addition, decreases the return rate of material returns that 
are due to sintering failure. 

Energy Saving Effect 

To achieve energy saving by improving the sintering efficiency and decreasing the return rate 
of material returns that are due to sintering failure. 

Information on Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address：                           Japan 

(3) Contact person ：  
Tel．     ：  
Fax．  ： 
E-mail ： 

 

Surge hopper 

Auto cleaner 

Sloping chute 
Cutoff plate 

Palette 

Main gate roll feeder

Ultrasonic level meter
Cut gate Drum chute

Palette

Charging slit wire

Improved 
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S-4 Pulverized Coal Injection into Blast Furnace 

Steel / Iron manufacturing Blast furnace Injection of pulverized coal 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment consists of (1) coal receiving equipment, (2) crushing/drying equipment, and (3) 

pulverized coal blowing equipment, and (4) an instrumentation system. 

This equipment uses either steam coals or strongly caking coals instead. These coals are 

pulverized into particles of size approximately 74μm and classified with the bag filter. They 

are then fed to the pulverized coal silo. The pressure in the blowing tank is kept high with 

a compressor. Using this differential pressure, pulverized coals are conveyed to the blast 

furnace tuyere, i.e. the input port. The coal type and the pulverized coal size vary with the 

blowing equipment and blast furnace. 

(2) System 

 
(3) Feature 

By improving the blowing techniques and the blast furnace operation techniques, it is possible 

to blow 50 to 200 kg of pulverized coals per ton of iron (they alternate the coke for this amount). 

The production from the coke oven decreases, and this equipment has the advantage of prolonging 

the lifetime of the coke oven, as well as reducing the production cost; namely, in terms of the 

reduced cost for repairing. If 1 t of pig iron is to be manufactured with a blast furnace, 

approximately 450 kg of coke and 50 kg heavy oil are required. The pulverized coals can replace 

this amount of coke. 

Energy Saving Effect 

By replacing the cokes with pulverized coals, thus reducing the amount of coke required, the 

energy consumption can be decreased, and the lifetime of the coke oven prolonged. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address：                            , Japan 

(3) Contact person ： 

Tel． ： 

E-mail ： 

 

 

 

Coal crusher
Pulverized coal 
storage quarrying 
equipment

Pulverized coal 
transporter/distributor 

Distributor

Field tank

N2 compressor
Air compressor 

Coal crusher 

Co
al 

ho
pp

er
 

Blast furnace 

Tuyere

Improved 

Co
al 

re
ce

ivi
ng

 
tan

k  

Ba
g f

ilte
r 

Pu
lve

riz
ed

 co
al 

sto
ra

ge
 ta

nk
 



 

S－12 

 

S-5 Blast Furnace Top Pressure Power Generation Equipment 

Steel / Iron manufacturing Blast Furnace Gas Pressure Power Generation 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment drives the gas turbine to achieve power generation by using the blast furnace 

gas flowing from the top of the blast furnace (1,700 Nm3/t for pig iron; amount of heat: 750 

to 800 kcal/Nm3). The blast furnace gas is recovered into the air heating furnace in the downstream 

process, where it raises the temperature, and is also used as the blast furnace blown gas. If 

power generation is to be achieved, the flow of blast furnace gas must branch before being sent 

to the air heating furnace. With its high temperature and pressure, the turbine is driven to 

achieve power generation. 

(2) System 

<1> This equipment includes a (1) dry-type dust collector, (2) gas turbine, and (3) electric 

generator. 

<2> There are two power generation methods: (1) wet-type and (2) dry-type, which are classified 

by the method of purifying the blast furnace gas. For the dry-type method, dust is eliminated 

with the dry-type dust collector. 

  
Dry-type top pressure power generation Wet-type top pressure power generation 

(3) Features 

<1> During high top-pressure operation, the pressure of the blast furnace gas is 0.2 to 0.236 

MPa (2 to 2.41 kg/cm2) at the top of the furnace. 

<2> Recently, the dry-type method has been more frequently used because the performance of 

dry-type dust collectors has improved. Because the gas temperature for dry type is 50℃ higher 

than the wet type, the amount of power generation amounts to 1.6 times the wet type. 

<3> If the production of pig iron is 1 million t per year (production rate for blast furnace: 

2 t/m3), the blast furnace volume is approximately 1,500 m3 (for a scale of 3,000 t per day) 

and the amount of gas generated in blast furnace is 212,500 m3 per hour. The power generation 

capacity that can be implemented with this amount of gas is approximately 7,000 kW (dry type) 

[pressure condition in blast furnace gas: 0.236 MPa; temperature condition at gas turbine 

input port] 

Energy Saving Effect 

Power is obtained with the turbine electric generator by using the top pressure of the blast 

furnace. It is possible to save the fuel that is required to generate this amount of electric 

power. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address：                            , Japan 

(3) Contact person ：  

Tel． ：81-aaa-bbbb Fax．：81-ccc-dddd 

E-mail ： 
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S-6 Direct Current Water-Cooled Furnace Wall Type Arc Furnace 

Steel/Iron manufacturing Arc furnace Direct current 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment is a high-performance direct current water-cooled furnace wall type arc furnace 

that melts and refine iron materials such as scrap iron. It can decrease the electrode and energy 

consumptions relative to old-type arc furnaces (e.g. three-phase alternating current and direct 

current). Compared to the alternate current type, the direct current type arc furnace is highly 

efficient due to the following features: (1) iron materials can be melted evenly, and (2) the 

magnetic force generated by heat and current are available for melting. 

  

(2) Structure / System 

This arc furnace contains a (1) transformer, (2) thyristor rectifier, (3) direct current reactor, 

(4) water-cooling cable, and (5) black smoke / furnace bottom electrode equipment. 

  
Three-phase alternating current arc furnace (conventional type) Direct-cooling water screen 

arc furnace 

(3) Features 

<1> The materials for arc furnace steelmaking include melted iron and scrap pig iron. In Japan, 

scrap iron is mainly used for furnace steelmaking. With these materials deposited in the arc 

furnace, direct current is fed therein (via the black lead electrode). While being stirred, the 

materials are melted using the generated heat and the magnetic force generated by feeding power. 

The melted steel is then taken in with the ladle. 

<2> The power consumption is 500 to 600 kWh per ton of molten steel. 

<3> The new type of arc furnace has a single electrode; its structure is simpler relative to 

a three-phase alternating current arc furnace, which has two or more. Moreover, the electrode 

consumption is half that for a conventional version (decrease by 50%; 1 to 2 kg per ton of 

molten steel). 

Energy Saving Effect 

(1) Decrease in power consumption: 500 to 600 kWh per ton of molten steel 

(2) Decrease in electrode consumption: 50% 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department: 

(2) Address:                            , Japan 

(3) Contact person: Taro Yamada  Contact person： Taro Yamada 

Tel． ：81-aaa-bbbb Fax．：81-ccc-dddd 

 E-mail： 
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S-7 Continuous Casting Machine 

Steel/Iron manufacturing Casting  Continuous casting 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

After receiving the molten steel molten via a Bessemer converter or electric furnace, this 

machine continuously pours it into a rectangular or round mold to achieve continuous casting 

of the steel pieces that will be used as rolled material. (These pieces are called blooms or 

billets, depending on the size of the finished item.) This equipment is usually called a 

continuous casting machine (CCM). 

(2) Structure / System 

The process places the molten steel 

(molten with an electric furnace, i.e. 

an arc furnace, or Bessemer converter) 

into funnel-like equipment (called a 

tundish) before pouring it into the 

mold. In the mold, the molten steel 

drops down while being gradually cooled 

and molded. The machine draws it out 

using the pinch roll, then cuts the 

continuously output blooms or billets 

in accordance with the product 

specification to complete them as 

finished items. Subsequently, a roller 

is used to machine them into the desired 

products. 

(3) Features 

<1> CCMs are classified as follows based on the size of steel pieces to be manufactured. (1) 

Slab CCM: A steel piece with a width twice as large as the thickness; mainly used in the 

manufacture of steel plates. (2) Bloom CCM: A steel piece with a rectangular cross section 

of 232cm2 or more; mainly used for manufacturing shape steel. (3) Billet CCM: A steel piece 

with width and thickness of 3.8 cm or less and with a rectangular cross section of 232cm2 or 

less; mainly used for manufacturing wire rod or bar steel material. (4) Circular CCM: 

Manufactures hollow steel pieces while rotating the molten steel (mainly used for manufacturing 

steel pipes). 

<2> The unimproved processes in the batch method have been modified into a single process that 

enables steel pieces to be manufactured continuously at once; significantly improving 

productivity, and meaning the holding furnace is not required. This implements energy saving. 

For steel piece making (except some products), a CCM is currently used in nearly 100% of 

cases in Japan. Recently, however, high-speed, high-performance CCMs have been used. 

Energy Saving Effect 
(1) This CCM can achieve energy saving by approximately 1.5 to 2 million kcal/t-steel relative 
to the unimproved method, called the ingot making - blooming method. 
(2) Productivity improves by 5% to 15%.  

Information on Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address:                            , Japan 

(3) Contact person :  
Tel. :                  Fax.: 

 E-mail: 
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S-8 Hot Slab Direct Transfer Rolling Machine 

2. Steel / Iron manufacturing Rolling machine Hot slab direct transfer 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

After steel pieces (e.g., slabs, blooms, billets) are manufactured in the continuous casting 

equipment, this machine transfers them to the rolling equipment, with the high temperature kept, 

to achieve energy saving. There are two methods: (1) placing the hot steel pieces into a heating 

furnace and raise the temperature before transferring them to the rolling equipment, and (2) 

transferring the hot steel pieces immediately to the rolling equipment. 

(2) Structure/System 

In the conventional process, the steel pieces are cooled once, and checked for scratches and 

defective locations; they are then repaired before being heated in the heating furnace. Compared 

with this, this system is as follows. In Method (1) (charging hot steel pieces), the hot steel 

pieces are directly transferred, via the heating furnace, to the rolling equipment without passing 

the cooling process. In Method (2) (direct transfer and rolling), the hot steel pieces are directly 

transferred to the rolling equipment. This system has been implemented by developing the 

technology, heat control techniques, and complete casting techniques through which the heat of 

steel pieces in the continuous casting equipment are not lowered. 

However, use of this equipment has problems about (1) the location in which the continuous casting 

and rolling equipment are installed and (2) the spacing between them. Many existing steelmaking 

plants are laid out on the assumption that cooled steel pieces are to be reheated in the heating 

furnace and rolled; it is hard to link continuous casting and rolling equipment. In Japan, there 

is an instant where this spacing is 300 m. 

 

 
 

Energy Saving Effect 

In the conventional heating furnace, the fuel consumption rate is approximately 70,000 

kcal/t-steel. Compared to this, this system is as follows: In the hot steel pieces - heating 

furnace - rolling method (item 1 above), the fuel consumption rate is approximately 20,000 

kcal/t-steel, with energy of 50,000 kcal/t-steel saved. In the hot steel pieces - rolling method 

(item 2 above), the heating furnace is not required, and thus, power saving can be achieved by 

approximately 70,000 kcal/t steel as the fuel consumption rate. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address：                                                        , Japan 

(3) Contact to ： 

Tel． ： 

E-mail ： 
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S-9 Continuous Annealing Furnace 

Steel / Iron manufacturing Annealing Continuous annealing furnace 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

The conventional batch-type annealing processes are electrocleaning - annealing - cooling - 

temper rolling - recoiling., which are consolidated and integrated into a single line in this 

continuous annealing furnace. This annealing furnace is used for manufacturing of thin plates 

by cold rolling. An annealing furnace is equipment that softens the steel plates hardened by 

machining in cold rolling so that the workability will improve. This continuous annealing furnace 

brings a great effect in terms of energy saving and quality and productivity improvements. 

 

(2) Structure / System 

  
Batch annealing process Continuous annealing process 

(3) Features 

The steel plate is cold-rolled and coiled. While being pulled mechanically, it is then heated 

evenly to the predetermined temperature (approximately 700℃) in the heating zone. After this, 

the plate is cooled at a constant cooling rate, and checked while being wound so that a role 

can be made. 

 

Energy Saving Effect 

(1) Significant reduction in annealing time 

The annealing time per roll in the continuous annealing furnace significantly decreases to 

approximately 30 min, with the fuel consumption rate decreased to two-thirds. (The conventional 

batch method required approximately 10 days for five processes.) 

(2) Improvement in efficiency of temper rolling and productivity improvement 

Out of the cold-rolled coil, approximately 40% to 50% of its amount is subjected to annealing.

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel． ：                  Fax．： 

E-mail ： 
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S-10 Convection Heating Wire-Rod Coil Heat Treat Furnace 

Steel/Iron manufacturing Annealing furnace Convection heating 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 
This furnace is designed to anneal wire-rod coils rapidly. With a forced circulation fan installed 
on top of the furnace, hot air heated with a burner is circulated while being blown from the 
center of the wire rod. This way, this equipment anneals the wire rods by rapid heating and 
cooling. By installing the forced circulation fan, the heat transfer efficiency is improved, 
resulting in reduction in heat treatment time. This is also called a rapid heating furnace.
 

(2) Structure/System 

This furnace anneals the wire-rod coil by both 

(1) heat emission with the radiant tube, 

heated with the burner, and (2) convected heat 

of hot air with the forced circulation fan 

(installed underneath the ceiling of the 

furnace). 

The hot air passes between wire-rod coil 

conductors while heating them. After its 

temperature decreases a little due to heat 

exchange with the wire-rod coil, the air is 

heated again with the radiant tube. The coil 

is heated rapidly by repeating this. When the 

wire rods are to be cooled, the radiant tube 

is replaced with an indirect gas cooler, which 

achieves rapid cooling. 

 

 

(3) Features 

This equipment anneals the wire rods by rapid heating and cooling. 

It decreases the annealing time by 5.5 hours (heating time: approximately 2.5 hours; cooling 

time: approximately 3 hours) relative to the conventional heating furnace. 

 

Energy Saving Effect 

(1) The consumption of the fuel energy used for heat treat can be decreased by approximately 

25%. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                    Japan 

(3) Contact to ： 

Tel． ：                 Fax．： 

E-mail ： 
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S-11 Low-Temperature Welded Tube Preparation 

2. Steel/Iron manufacturing Pipe/Tube manufacturing Low temperature forged welding 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

Welded tube is heated to 1,000℃ or more, and tube-shaped with the roll. Then, the contact section 

is pressure-welded. The resulting one is called a welded tube. In the conventional method, the 

output port of the heating furnace is at 1,300℃. In this method, an electromagnetic induction 

heater is installed at the output port of the heating furnace so that the edge section can be 

heated locally; the temperature of the output port is increased to 1,200℃. This decreases the 

fuel consumption rate of the heating furnace. This method is called low-temperature welding, 

because the temperature of the heating furnace decreases by 100℃. 

(2) Structure/System 

  
Conventional method: Heating -> local machining After extraction of heating furnace in this 

method, welding is achieved during induction 

heating. 

(3) Features 

<1> Conventional welding method 

Slit coil → Leveler → Welder → Heating furnace (preheating zone → heating zone) → Hoop 

steel edge (1,320℃), hoop steel center (1,300℃) → No. 1 forming roll, No.2 forming roll → 

Reducing roll → Correction of bending and cutting 

Length of heating furnace: 90 mm (preheated section: 41 m; heated section: 59 m) 

<2> Low-temperature welding method 

To increase the strength of welding, the system has been modified by installing the 

electromagnetic induction heater so that a certain heating condition can be obtained stably 

at the steel strip edge. This enables the quality to be secured, irrespective of the heating 

conditions. Although this system involves new power consumption because the electromagnetic 

induction heater is additionally installed, it decreases the fuel consumption. 

Energy Saving Effect 

Installation of this equipment decreases the fuel consumption rate from 491,000 kcal/t-hoop 

steel to 391,000 kcal/t-hoop steel (i.e., energy saving of approximately 100,000 kcal/t-pipe 

material). 

The power requirement is 6.6kWh/t-hoop steel. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ： 

(3) Contact to：  

Tel． ： 

 E-mail ： 
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S-12  High Frequency Electric Melting Furnace 

Steel/Iron manufacturing Melting furnace High frequency electric furnace

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This furnace melts a various types of steel, such as stainless steel, cast steel, nickel steel, 

and alloyed steel, which are directly melted in the furnace. Alternatively, it melts a various 

types of non-ferrous metal, such as copper, brass, aluminum, and noble metal, which are indirectly 

melted in the crucible or with carbon in the furnace. It brings a higher power-saving effect 

relative to the low-frequency induction furnace. 

(2) Structure/System 

 
(3) Features 

A melting furnace that uses 300 Hz or more high-frequency power is called a high-frequency melting 

furnace, while a melting furnace with less frequency is called a low-frequency melting furnace.

The relationship between the electric power and frequency is determined by the melting capacity 

to some extent. If 3 t steel is to be melted in one shot, the power is 2,400 kW and the frequency 

500 Hz. 

The high-frequency melting furnace generates induced current with a current density 2 to 5 times 

higher than that of the low-frequency melting furnace. (This is implemented by selecting the 

power and frequency properly.) This melting furnace achieves melting by means of internal 

resistance. Specifically when melting steel, this melting furnace exhibits a feature that it 

heats the material further by means of induced current that is generated through the steel itself 

during melting. 

Energy Saving Effect 

<1> If the high-frequency melting furnace has a capacity of 3 t per heat, the power consumption 

rate (kWh/t-steel) decreases by approximately 12.3% relative to that of a low-frequency melting 

furnace. 

<2> The melting speed (kg-steel/h) increases to 1.7 times relative to that of the low-frequency 

melting furnace. 

<3> The loss in heat radiation can decrease, and rapid melting can be achieved. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ： Taro Yamada 

Tel．  ：             Fax．： 

 E-mail ：  
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S-13 Cast Iron Melting Channel Induction Furnace 

2. Steel & Iron manufacturing Melting furnace Channel Induction Furnace 

Outline of Product & Technology 

(1) Function 

This equipment is a channel induction furnace used for melting cast iron. For cast-iron melting: 

there are two methods: melting with a crucible furnace and that with a channel. Crucible melting 

has disadvantages that (1) it cannot achieve continuous melting, and (2) the power efficiency 

is low. On the other hand, channel melting has advantages that (1) there is not any limit to 

the capacity, (2) it can achieve continuous melting, and (3) the power efficiency is high; it 

brings a great effect of energy saving. 

(2) Structure / System 

 
Conventional method: Crucible induction furnace

 
New method: Channel induction furnace 

(3) Features 

The crucible melting furnace uses the coke heating method or the cast-iron melting method by 

low-frequency induction heating. The channel induction furnace is a cast-iron melting furnace 

aimed at obtaining the power saving effect; it uses the low-frequency induction heating method 

for melting. 

There are no differences in the cast-iron melting process between the two methods. The following 

table summarizes the comparison: 

 

Item Conventional method 

(crucible induction furnace) 

New method (channel 

induction furnace) 

1. Electrical efficiency 60 - 80% 95- 97% 

2. Power consumption rate High Low 

3. Method of operation Batch Continuable  
Energy Saving Effect 

The power consumption rate for the channel induction furnace can decrease approximately 20% 

relative to that for the crucible induction furnace. 

The productivity increases approximately 10%. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：               Fax．： 

E-mail ：    
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S-14 Energy Effective Utilization Type Alloy Iron Furnace 

2.Steel/Ironmanufacturing Electric furnace Alloy iron 

furnace 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment is a ferrochrome finery. In the conventional refining method, coke is used; the 

air permeability is poor among materials grains and the heat exchange efficiency is low, because 

the ratio of the powdered ferrochrome (material) is high. This equipment increases the air 

permeability by making powdered ferrochrome material as pellets and increases the efficiency 

of heat exchange with the material. 

(2) Structure/System (3) Features 
Because this electric 
furnace uses powdered 
ferrochrome material made 
as pellets, it increases the 
efficiency of material 
refining. That is, the power 
consumption rate for 
refining with the electric 
furnace is decreased by 
pretreating the material 
(pelletizing). However, it 
is necessary to build new 
equipment used to sinter the 
powdered ferrochrome into 
pellets. To achieve this, 
ferrochrome is crushed with 
a ball mill, and formed with 
a pelltizer before being 
sintered in the kiln. The 
pellet size is 10 to 15 mm. 
The hot exhaust gas 
containing combustible 
components generated in the 
electric furnace is 
recovered to be used as the 
fuel of the pellet sintering 
burner. For this reason, the 
electric furnace exhaust 
heat recovery equipment is 
additionally installed. 

Energy Saving Effect 
This furnace brings the following effects relative to the conventional method: (1) decrease in 
refining power, (2) decrease in coke consumption rate, and (3) energy saving resulting from use 
of recovered gas in the electric furnace. To implement these, the following are additionally 
installed: (1) pelletizing equipment for ferrochrome and (2) electric furnace exhaust heat 
recovery equipment. (A gas cover with high capability of shielding is installed on top of the 
electric furnace; a gas cleaning equipment, gas holder, and others are included therein). 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel． ：        Fax．： 

 E-mail ： 

Improved 

Cover (new) 

Electrode elevating equipment
Electrode seal equipment (new)

Gas pipe
Dust chamber

Venturi scrubber 
(new) ????? rake 

(new) Schachner

Circulating 
pump (new) 

?????? pump (new)Filter cake

Fan (new)

Flow control 
dumper (new) 

Gas 
holder 
(new) 

Annular kiln 
(new) 

Filter press (new)

Pellet 

Incoming hopper

Pellet granularity 
measuring 
equipment 

?? ball mill (new)
Pan-type pelletizer (new)

Belt conveyor (new) Boiler 
(existing) 

SteamBelt conveyor (new)

Material Binder hopper

Schematic 
Cut-out hopper



 

S－22 

 

S-15 Sintering Kiln High Efficient Ignition Equipment 

2. Steel/Iron manufacturing Sintering equipment Ignition equipment 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment is a high-speed ignition equipment (burner) that is used for a sintering kiln. 

The conventional ignition equipment requires combustion gas of 2.0 Nm3/t to sinter material 

of 1 ton. In addition, with the conventional equipment, it is difficult to control the amount 

of material because it controls 20 burners by opening/closing the valves. The new equipment 

decreases the energy consumption by resolving these problems. 

(2) Structure/System 

Main improvements in this equipment: 
(1) Decrease in distance from the tip of the burner 
to the surface of the material (from 900 to 300 mm)
(2) Controlling the volumetric flow of combustion 

gas accurately with the direct digital control (DDC)

 

 

(3) Features 

Combustion was improved by accurate control rather than unstable control. 

Energy Saving Effect 

Fuel consumption rate: The consumption of coke oven gas can be decreased from 2.0 to 1.2 Nm3/t.

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                      , Japan 

(3) Contact to ： Taro Yamada 

Tel． ：          Fax．： 

E-mail ： 
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S-16 Coke Oven Coal Drying / Moisture Conditioning Equipment 

Steel/Iron manufacturing Cokes oven Moisture control 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment dries the coke material coals and then conditions the amount of moisture so that 

the fuel consumption will decrease in the coke oven. Coals are usually stacked outdoor, and left 

watered to prevent the release of pulverized coals, with the water content of pulverized coals 

at 8.7% to 13.5%. They are dried using steam (by taking advantage of coke furnace recovered exhaust 

heat) so that the water content (moisture) will decrease to 6%. Decreasing the water content by 

1% results in decrease by 18,000kcal/t-coal in the amount of heat. 

(2) Structure / System 

 
(3) Features 

This equipment consists of the feed hopper for wet coals (8.7% to 13%) and shell-and-tube 

exchanger. To convey the coals to the coke oven, a conveyor is used. This equipment is installed 

at the midpoint between the coal pocket and coke furnace. 

The wet coals that entered the rotary drier from the hopper are dried to the water content of 

6.5% with steam heat at the output port. Then, the water content is conditioned to decrease to 

6% before they enter the coke oven with the belt conveyor. This equipment enables using the amount 

of carbonization heat in the coke oven and using a large amount of non heavy caking coal (steam 

coals) as the coke material. 

Energy Saving Effect 

If the water content of the material coals to carbonize (8.7% to 11%) is decreased to 6% in this 

equipment, this decreases the moisture to 2.7% to 5.0%. Because the reduction rate of 1% in moisture 

is equivalent to 18,000kcal/t-coal, the amount of heat decreases by 48,600 to 90,000 kcal/t-coal 

for the material coals of 1 ton. 

In addition, this equipment enables productivity improvement by approximately 5.48% to 14.2%.

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：              Fax．： 

E-mail ： 
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S-17 Coke Dry Quenching Equipment 

2. Steel/Iron manufacturing Coke oven Fire extinguisher 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

After hot coke has been manufactured in the coke oven, this equipment (coke dry quenching (CDQ)) 

cools it with inactive gas, i.e., ordinary exhaust gas, in an airtight container so that inactive 

gas warmed by heat exchange will be recovered and will be used for steam or for power generation 

with steam as the heat source. 

(2) Structure/System 

 
Water spray type red-heat coke 

cooling system 

 
Dry quenching system 

(3) Features 

For general steelmaking plants, 7% to 8% of the energy consumption is occupied by the area of 

coke. Approximately 45% of this consumption is sensible heat of hot, or red heated, coke. This 

equipment recovers this sensible heat. In the conventional method, fire of this hot coke is 

extinguished by watering after being taken out from the coke oven, and the sensible heat generated 

at that time was emitted into atmosphere. (The equipment is called water spray type red-heated 

coke cooling equipment.) 

The new equipment consists of (1) a coke cooling furnace, which contains a spare and a cooling 

chamber, and (2) an exhaust gas boiler. The red-heated coke (approximately 1,200℃) enters the 

spare chamber, blown there from the top of the furnace, exchange heat with the circulating 

inactive gas. The inactive gas that has become hot (800℃) converts water into steam while 

circulating in the heat tube of the exhaust heat boiler. The temperature of the coke temperature 

decreases to 200℃ at the output port of the furnace. 

Energy Saving Effect 

When this equipment is installed, steam of 0.5 t-steam/t-coke can be recovered. Steam of 0.5 

t is equivalent to approximately 150 kWh (300 kWh/t-steam). 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：                   Fax．： 

E-mail ： 

 

 

Steam Extinguishing column 

Tank 

Red-heated coke 

Extinguishing car 
Pit 

Tank 
Hoisting column

Hoist Charging equipment 

Cyclone

Coke bucket

Coke car

Coke 
200°C 

Conveyor Quarrying equipment 

Steam

Feed water 
system 

Gas circulating fan

Duster

Improved



 

S－25 

 

S-18 Heat Recovery from Sintering Machine Cooler 

Steel/Iron manufacturing Sintering machine Cooler 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

After being sintered in the sintering kiln, the hot sintered ore (500℃ to 700℃) is cooled. 

From the cooler that cools this heat, this machine recovers the hot exhaust heat (part of exhaust 

heat: 250℃ to 450℃ on average) to convert it into steam. 

(2) Structure/System 

 
Equipment to recover steam from the sintering machine 

(3) Features 

This machine is exhaust heat recovery equipment being annexed to the sintering machine cooler. 

It contains a boiler-economizer, pure water supply equipment, deaerator, and steam drum. 

After being heat-exchanged with sintered ore in the cooler, the exhaust heat is led to the 

boiler-economizer. It is then heat-exchanged with water, resulting in generation of steam. After 

decreasing through this heat exchange, the heat exchange is returned to the cooler, and used 

for cooling of the sintered ore. 

Energy Saving Effect 

The exhaust heat consumption rate per ton is 60,000 kcal/t-SI (sintered-iron) for sintered ore.

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                     , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel． ：             Fax．： E-mail ： 
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S-19 Sintering Primary Exhaust Air Sensible Heat Recovery 

2. Steel/Iron manufacturing Sintering Heat recovery 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

With a boiler installed in the sintering kiln, this equipment recovers exhaust heat of hot exhaust 

gas with a temperature of approximately of 380℃ and then returns the exhaust gas to the kiln. 

This increases the exhaust heat recovery efficiency to achieve energy saving. The recovered steam 

is used in works. 

 

(2) Structure/System 

 
Sintering primary exhaust heat recovery equipment 

(3) Features 

With the exhaust heat recovery equipment annexed to the sintering kiln, this equipment recovers 

hot exhaust heat, and in addition, returns the remaining exhaust heat to the kiln. (The exhaust 

heat recovery equipment contains a boiler, economizer, pure water supply equipment, deaerator, 

and steam drum.) 

Energy Saving Effect 

This equipment recovers steam of 30,000 kcal per ton of sintered ore. It also decreases the 

consumption of coke fuel by 1.8 kg. Steam of 50% or more of the whole steelmaking plant is furnished 

with the recovered steam. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel． ：             Fax．： 

E-mail ： 
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S-20 Air Heating Furnace Exhaust Heat Recovery Equipment 

2. Steel/Iron manufacturing Air heating furnace Heating recovery 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment recovers the exhaust gas sensible heat that has heated the air heating furnace 

feeding hot air to the blast furnace, and is used for preheating the blast furnace heating fuel 

and combustion air. Installation of this equipment improves the combustion efficiency of the 

blast furnace, thus enabling power saving. 

(2) Structure/System 

 
Heating medium type exhaust heat recovery system 

(3) Features 

This system consists of two heat exchangers. One is the receiving-system heat exchanger, which 

receives exhaust gas exhausted from the blast furnace. The other is the heating-system heat 

exchanger, which heats the exhaust gas received by the receiving-system heat exchanger. The 

heating-system heat exchanger preheats the combustion air and fuel gas. The preheated combustion 

air and fuel gas are fed to the blast furnace. 

There are two heat exchange methods: (1) forcibly circulating the heating medium between the 

two heat exchangers, and (2) directly preheating the combustion air with a regenerative heat 

exchanger. 

In addition, the heat exchange method may be one of the following, depending on the heat exchanger 

type: (1) rotary, (2) plate, (3) heat pipe, and (4) others. 

Energy Saving Effect 

When this equipment is used, the recovery rate of blast furnace exhaust gas sensible heat is 

approximately 40% to 50%, and the amount of heat decreased is 30,000 kcal per ton of pig iron.

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                     , Japan 

(3) Contact to ： 

Tel．  ：         Fax．： 

E-mail ： 
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S-21 Continuous Annealing Furnace 

Steel/Iron manufacturing Annealing furnace Continuous annealing 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

The conventional continuous annealing batch-type processes are electrocleaning - annealing -

cooling - temper rolling - recoiling, which are consolidated and integrated into a single line 

in this continuous annealing furnace. An annealing furnace is equipment that softens the steel 

plates hardened by cold-rolling machining in so that the workability will improve. This 

continuous annealing furnace brings a great effect in terms of energy saving and quality and 

productivity improvements. 

 

(2) Structure / System 

Batch annealing process 

 
Continuous annealing process 

(3) Features 

The steel plate is cold-rolled and coiled. While being pulled mechanically, it is then heated 

evenly to the predetermined temperature (approximately 700℃) in the heating zone. After this, 

the plate is cooled at a constant cooling rate, and checked while being wound so that a role 

can be made. This continuous annealing furnace has implemented a breakthrough in time reduction: 

its annealing time per roll is approximately 30 min. (The conventional batch method required 

approximately 10 days for five processes.) Out of the cold-rolled coil, approximately 40% to 

50% of its amount is subjected to annealing. 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

Installation of this equipment enables the annealing time to reduce significantly, with the fuel 

consumption rate decreased to two-thirds of the previous amount. 

It is also useful to improve the efficiency and productivity in temper rolling. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ： Taro Yamada 

Tel．  ：81-aaa-bbbb   Fax．：81-ccc-dddd 

E-mail ： 

 

Improved
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S-22 Heat Recovery from Exhaust Gas from Revolving Furnace 

2. Steel/Iron manufacturing Revolving furnace Heat recovery 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 
This equipment recovers and uses a large amount of hot exhaust gas (primarily carbon monoxide 
CO) that is generated when blowing refining is achieved in a Bessemer converter, which 
manufactures crude steel from pig iron, iron chips, and/or others. 
It is applicable also to a closed Bessemer converter. 

(2) Structure / System 

 
 

(3) Features 

To manufacture molten steel, either the Bessemer converter or arc furnace method is available, 

the former of which is used primarily for seamless steelmaking plants. The primary material 

for a Bessemer converter is melt pig iron, with scrap iron contained up to approximately 30%.

Recently, 110 Nm3 pure oxygen is used when 1 t molten steel is to be manufactured. This pure 

oxygen is blown to the molten steel at supersonic speed; while the temperature is being regulated 

with scrap iron, the steel is refined rapidly to make molten steel. This oxygen gas oxidizes 

the carbon in the pig iron to generate approximately 100 Nm3 hot exhaust gas (CO) (heat amount: 

approximately 2000 kcal/Nm3). The heat from this exhaust gas is recovered to use as the energy 

source of steam and power. 

There are two exhaust heat recovery methods: (1) burning (also called boiler-type) and (2) 

non-burning (also called closed OG type), the latter of which recovers unburned gas and is 

recently used primarily. 

Energy Saving Effect 

This equipment can recover 200 thousand kcal energy per ton of crude steel. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：81-aaa-bbbb   Fax．：81-ccc-dddd 

E-mail ： 
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S-23 Heat Recovery from Exhaust Gas from Revolving Furnace 

Steel / Iron manufacturing Revolving furnace  Heat recovery 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 
This equipment recovers the OG exhaust gas sensible heat to take advantage of it. The Bessemer 
converter exhaust gas recovery equipment recovers exhaust gas itself. Contrary to this, this 
furnace feeds water through the gas duct through which hot exhaust gas is flowing. It heats another 
medium with the heat-recovered cooling water to generate steam, which will be used as steam and 
electric power. 
 

(2) Structure/System 

 
 

(3) Features 

Conventionally, radiant heat was primarily recovered in heat recovery in a Bessemer converter, 

whereas this new equipment recovers the potential heat of hot gas (1,800℃) from the throat of 

the Bessemer converter. 

This equipment contains a steam drum, accumulator, and boiler. 

 

Energy Saving Effect 

Installation of this equipment enables recovery of 30,000 kcal energy per ton of molten steel.

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                          , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：                 Fax．： 

E-mail  ： 
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3. CEMENT MANUFACTURING TECHNOLOGIES 

 
Item 

No. 
Name of Product/technology Functional 

classification

Product group 

C-1 Waste Heat Recovery System for Cement Plant Heat recovery Power generation 

C-2 Vertical Roller Mill Milling of 

material 

Vertical roller mill 

C-3 Application of Suspension Preheater Dry process Vertical roller mill 

C-4 NSP Method with Kiln for Cement Sintering Cement 

sintering 

NSP method 

C-5 Installing a Vertical Coal Roller Mill Coal milling Vertical roller mill 

C-6 Installation of Pre-Crusher Clinker  Subcategory* 

C-7 Installation of Pre-Grinder Clinker Pre-grinder 

C-8 Installation of Highly Efficient Separator Clinker Separator 

C-9 Highly Efficient Clinker Cooler Clinker Cooler 

C-10 NSP type Cement Kiln – Fluidized Bed 

Pre-Calcining 

Kiln Pre-calcining 

C-11 Shaft Type Cement Kiln Kiln Shaft type kiln 

C-12 Vertical Roller Mill for Crushing Clinker Clinker Roller mill 

C-13 Vertical Roller Mill for Slag Crashing Slag crashing Vertical roller mill 

C-14 Utilization of Town Waste as Material and 

Fuel for Cement - Eco Cement Plant 

Town waste Material and fuel for 

cement  

C-15 New Type Clinker Cooler Clinker Cooler 

C-16 Recirculation of Coarse Coal of Vertical 

Roller Mill 

Vertical roller 

mill 

Coarse coal 

recirculation 

C-17 5-Stage Cyclone Suspension Pre-Heater NSP plant Pre-heater  

C-18 Low Pressure Loss Suspension Pre-Heater Suspension 

pre-heater 

Low pressure loss 

C-19 Utilization of Used Tires as Fuel for 

Calcination 

Fuel for 

calcination 

Used tire 

C-20 Power generation with waste heat recovered Exhaust heat 

utilization 

Power generation 

C-21 Utilization of Used Plastics as fuel for 

Calcination  

Fuel for 

calcination 

Used plastics 
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C-1 Waste Heat Recovery System for Cement Plant 

Cement manufacturing Heat recovery Power generation 

Outline of Product/Technology  

(1) Function 

To generate electric power by way of recovering waste heat from clinker production of cement 

production process. 

 

(2) Structure/System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Features 

① Reliable and highly efficient waste heat recovery system to generate electric power. 

② The generated electric power can be substituted with the electric power currently consumed 

at cement plant. 

 

Effect on Energy Conservation 

(1)Technical Features 

Waste Heat Recovery power generation system utilizes the waste heat currently emitted to 

the ambient air, thus realizes energy saving. 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction39,000t-CO2 

<Condition>:Operation hours: 7,200hrs/Plant Capacity: 7,500kW/Baseline: CO2 emission by 

diesel generator 

Information of Manufacturer 

(1)Name of Company and Department：JFE Engineering Corporation 

                        International Business Development Center 

(2) Address ： 2-1, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama 230-8611, Japan 

(3) Contact to ： Jun OGAWA 

Tel．  ：81-45-505-7387   Fax．：81-45-505-7456 

E-mail ：ogawa-jun@jfe-eng.co.jp 
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C-2 Vertical Roller Mill 

Cement manufacturing Milling of material Vertical roller mill 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

Conventionally, a ball mill and a classifier were used for the cement material milling process, 

but this involved considerable power consumption. A vertical roller mill has thus been developed 

and installed, enabling a reduction in power consumption and improved milling efficiency. 

 

(2) Structure/System 

 
Vertical roller mill 

System 

(3) Features 

With the discal turn table and three vertical rollers, the vertical roller mill mills the 

material. It can also crush large blocks that cannot be crushed with a ball mill. 

The vertical roller mill has been developed with the aim of reducing the power consumption 

and improving the efficiency of milling. This mill exhibits a remarkable effect in terms 

of reducing power consumption (by 30% or more) and improving performance (increase in 

efficiency = 1.6 to 1.8 times). 

In addition, this mill includes the following features: 

(1) High responsibility to the material blending system (because of the short material residence 

time in the crusher) 

(2) Can dry the material with kiln exhaust gas while milling it. 

(3) Small footprint and low noise 

Energy Saving Effect 

The material is input onto the turn table through the material input port on top of the vertical 

roller mill. It is then milled between the turntable and the set of vertically placed rollers, 

which usually consists of three tire-type rollers. The milled chips are classified with the 

classifier installed in the vertical roller mill. Conforming items are fed into the cyclone 

of the suspension preheater, while nonconforming items are returned to the table and remilled.

Manufacturer Information 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：  

(3) Contact person：  

Tel．  ：                        Fax．： 

E-mail ： 
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C-3  Application of Suspension Preheater 

Cement manufacturing Dry process Vertical roller mill 

 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This is a cement sintering method using the SP method, and a technology that allows alternation 
of the former wet sintering and dry-type long kiln methods. It can also achieve a far greater 
energy-saving effect compared to the two old methods. Using kiln exhaust gas, or exhaust heat, 
the SP method dries and preheats the material to improve the sintering efficiency. The mechanism 
to take in this exhaust heat is also used in the suspension type cyclone method. It is a tall 
structure often found in a cement plant. Presently however, only very few cement plants are 
using either of the two former methods. 

(2) Structure / System  

 
SP method dried and preheated the material system 

(3) Features 
The basic mechanism of the SP method decreases the energy consumption in primary sintering by 
using the hot wind or exhaust gas generated after the cement material is sintered in the kiln.
Compared to this, the wet sintering method involves the material being milled and then dissolved 
in water before being made cakey with the use of the filter press; the resulting object is milled 
and sintered. This method thus requires much greater energy for sintering because of the high 
content of the material. 
In the dry-type long kiln method, the material is dried in kiln exhaust gas, and sintered directly 
in the kiln. Both methods have the disadvantage of requiring considerable energy consumption.
Conversely, the key feature of the SP method involves preheating the material using hot kiln 
exhaust gas, as well as improving the efficiency of drying the material. The kiln exhaust gas 
in SP is taken out through the duct installed in the kiln, and fed to the lowest cyclone (this 
is known as air bleeding). 

Energy Saving Effect 
The SP-method system is equipped with cyclones (i.e. heat exchangers) installed in stages. An 
SP-method system containing four cyclones is called a four-step SP, while one containing five 
cyclones is called a five-step SP. 
The temperature of the final exhaust gas of a four-step SP is 350℃ to 380℃, and usually used 
for power generation by exhaust heat recovery, while that for the five-step SP is 250℃. Because 
of the medium-temperature exhaust gas, this leads to an advantage in terms of reducing the 
emission amount of hot exhaust gas, although this system is not applicable for power generation.

Manufacturer Information 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address ：                            , Japan 

(3) Contact person ： Taro Yamada 
Tel．  ：81-aaa-bbbb Fax．：81-ccc-dddd 
E-mail ： 
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C-4 NSP Method with Kiln for Cement Sintering  

Cement manufacturing Cement sintering NSP method 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

The NSP method for cement sintering is a leading global technology that has been developed 

uniquely in Japan. To increase the production capacity through the SP method, the kiln must 

be upsized. This upsizing has the disadvantages that (1) clay bricks in the kiln severely waste 

away (repairing is very costly), (2) there is an extended period of suspension, and (3) 

considerable heat loss. This technology has been developed to resolve such disadvantages. The 

name of this method varied, depending on the development corporation, and "NSP" was used as 

a standardized term. Subsequently, it has become established as an internationally common term.

(2) Structure/System 

 
NSP-method kiln system 

 
Configuration of two-calciner system 

(3) Features 
In the NSP method, no less than 90% of the material is sintered with equipment called a calciner, 
and the remained is processed with a conventional-type kiln. For the calciner, there are two 
methods: (1) directly sintering the material with a burner installed, and (2) sintering the 
material indirectly by heating the fluidized layer. In Japan, there are six methods for the 
NSP technology, each of which has its own term. 
The direct sintering (item (1) above) is detailed herein. 
The calciner is a vertical round structure, and the locations of the burner and material input 
port vary slightly depending on the method of NSP technology used. In general, the calciner 
is installed between the second lowest cyclone and the kiln in the SP MSAS so that the material 
can be sintered while heat is being taken in from the kiln. After being preheated in the SP 
equipment, approximately 90% or more of the material is sintered, and fed into the kiln through 
the lowest cyclone. 

Energy Saving Effect 
The use of the NSP technology increases the production capacity for an existing SP kiln by a 
factor of 1.5 to 2.0, and also decreases the sintering energy consumed during the entire cement 
production. 
In other words, an existing cement plant with an annual production scale of 500 thousand tons 
will be upgraded to one with an annual production scale of one million tons. A cement plant 
with superior operation techniques would further improve its capacity. 
Manufacturer Information 

Manufacturer Information 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address ：                          
(3) Contact person ：  

Tel．  ：      Fax．： 
E-mail ： 
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C-5 Installing a Vertical Coal Roller Mill 

3. Cement manufacturing Coal milling Vertical roller mill 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This roller mill crushes coals using the fluid fuel supply system that was used for the sintering 
of heavy oil. After the oil shock, Japanese manufacturers turned the fuel to coals, which had 
relatively low fuel cost. Because coal tube mills were used before the use of heavy oil (those 
that were almost liable to have been scrapped during the heavy oil period), there was considerable 
power consumption. The system developed to resolve this problem is the vertical roller mill.

(2) Structure/System 

 
(3) Features 
This equipment dries coals of size 40 to 70 mm while milling it into powered coals, and supplies 
it as kiln-NSP sintered fuel. (Water is poured over the coals in order to prevent spontaneous 
firing and flying of powder in the coal storage.) The basic structure is the same as the vertical 
roller mill and the material mill. With a separator equipped inside, this equipment classifies 
the milled powered coals into conforming and nonconforming items. Strong hard-wearing material 
is used for the vertical coal mill; for example, chrome steel is used as the material for the 
lining of the tire-type roller (outermost milled surface). The structure and the milling process 
are similar to those of the material mill. 
One of the basic differences from the tube mill, however, is that coals are milled using a 
tire-type roller rather than an iron ball. 

Energy Saving Effect 
This mill has been developed for the purpose of reducing power consumption and improving the 
milling efficiency. It can thus reduce the electric power consumption rate significantly (19% 
to 24%) and greatly boost the production capacity (20% to 50%), compared to the conventional 
method, i.e. tube mill plus separator. 

Manufacturer Information 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address ：                                                        , Japan 
(3) Contact person ：  

Tel． ：              Fax．： 
E-mail ： 
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C-6 Installation of Pre-Crusher 

Cement Clinker  Subcategory* 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
After clinkers sintered in the kiln are crushed with a crusher, this equipment crushes them 
(preliminary crushing) before they are subjected to primary crushing. The milling mechanism 
differs from the vertical roller mill. This installation competes with a vertical preliminary 
crushing mill or pre-grinder. It is an energy-saving, highly efficient installation that can 
alternate a ball or tube mill crushing system. 

(2) Structure/System 

 
(3) Features 
After being sintered in the kiln, clinkers are cooled and then 
conveyed to the hopper. They are then fed, by the metering feeder, 
to the roller press. The clinkers preliminarily crushed here are 
fed to the finishing mill, and finely powdered before being fed to 
the separator. Larger clinkers with a cement particle diameter are 
returned from the separator to the finishing mill, and re-crushed. 
The roller press preliminary crushing system flow is shown in the 
above figure. The key feature is in the crushing mechanism. Unlike 
the vertical roller mill, clinkers are thrown between two 
horizontally-opposed rollers (stationary and variable), and milled 
by the pressure of the rollers. While the rollers are rotating in 
the reverse directions to entangle the clinkers between them, the 
pressure of the rollers causes rotary milling at a high speed. 
Roller press mechanism conceptual diagram  

 
Roller press mechanism 

conceptual diagram 

Energy Saving Effect 
A clinker is typically a block with of diameter approximately 200 mm. To finish it into cement, 
the clinker must be crushed finely into particles of diameter approximately 17 to 20 mm. 
Improvement in production capacity and energy-saving are implemented by performing preliminary 
crushing (to particles of 20 to 30 mm) with the roller press and then cementing them with the 
finishing mill, instead of using the finishing mill alone. 
1) The cement production capacity improves by 30% to 100% (or more). 
2) The electric power consumption rate for the finishing process can be decreased by 15% to 26% 
(or more). 

Manufacturer Information 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address ：                            , Japan 
(3) Contact person ：  

Tel．  ：          Fax．： 
E-mail ： 
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C-7 Installation of Pre-Grinder 

Cement manufacturing Clinker Pre-grinder 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

The pre-grinder is additionally installed in the upstream process of the tube or ball mill 

(hereinafter generically called the finishing mill), which is currently used for the cement 

finishing process. By crushing the clinker preliminarily with the pre-grinder, this equipment 

alleviates the operation load of the finishing mill (with considerable power consumption) to 

significantly reduce the power consumption rate, and moreover, increase the crushing capacity.

(2) Structure/System 

 
Milling system 

 
Pre-grinder 

(3) Features 
After being sintered in the kiln, clinkers are cooled and then conveyed to the pre-grinder. They 
are then fed, via the metering feeder, to the roller press. The clinker particles preliminarily 
milled here are fed to the finishing mill, and finely powdered before being fed to the separator. 
Those with large cement particle diameters are returned from the separator to the finishing mill, 
and re-milled. The pre-grinder is a vertical roller mill that crushes a mixture of clinkers and 
gypsum between the rotary table and three rollers being pressed to the same. A clinker is typically 
a block of diameter approximately 200 mm. To finish it into cement, it must be crushed into 
particles of diameter approximately 17 to 20 mm. The pre-grinder is additionally installed in 
the upstream process of the tube or ball mill (hereinafter generically called the finishing mill), 
which is currently used for the cement finishing process. By crushing the clinker preliminarily 
with the pre-grinder, this equipment alleviates the operation load of the finishing mill (with 
considerable power consumption), helping significantly reduce the electric power consumption 
rate, and moreover, increase the milling capacity. 

Energy Saving Effect 
(1) The cement production capacity improves by 100% or more. 
(2) The electric power consumption rate for the finishing process can be decreased by 20% or 
more. 

Information on Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                            , Japan 

(3) Contact person ： 
Tel． ：                        Fax．： 
E-mail ：  
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 C-8 Installation of Highly Efficient Separator 

Cement manufacturing Clinker Separator 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment (O-SEPA) efficiently sorts the cement particles crushed with the finishing mill 

into conforming and nonconforming items. Its sorting capacity is equivalent to that of two 

Sturtevant-type separators. The efficiency is superior to that of a cyclone-type separator by 

10% or more, which means that a power saving effect is obtained. This equipment is vital for 

manufacturing cement in bulk and is a unique Japanese technology. 

(2) Structure/System 

 
High Efficiency separator 

 
Classifying system 

(3) Features 

While vacuuming up a large quantity of air and causing cement particles to float in the air due 

to the wind velocity and the quantity of airflow, this separator sorts them into those meeting 

the predetermined criteria and others respectively. Those not meeting the criteria are returned 

to the mill and crushed. Another feature of this separator is to decrease the temperature of 

the cement immediately by taking in a large amount of air. This equipment contains dispersion 

and a collision plate, both of which are rotating. Cement particles are channeled via these plates 

to the classification (or sorting) space, where they are subjected to two classifications 

(primary and secondary). It has a high throughput and classification efficiency. 

Energy Saving Effect 

This equipment can implement power saving and high efficiency classification by replacing a 

conventional Sturtevant-type or cyclone separator with O-SEPA. Although both the whole finishing 

milling system and the highly efficient separator implement power saving, the latter was only 

discussed herein. 

The electric power consumption rate decreases by approximately 42%, while the productivity 

increases by 7% to 24%. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                          

(3) Contact person：  

Tel．  ：                             Fax．： 

 E-mail ： 
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C-9 Highly Efficient Clinker Cooler 

Cement manufacturing Clinker Cooler 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This clinker cooler is a highly efficient piece of energy-saving equipment. It efficiently 

air-cools clinkers going out from the cement sintering kiln (cement material balls hardened 

by heat go out from the kiln output port), and uses the air heated by this heat exchange for 

burning at the kiln burner. 

(2) Structure / System  

 
 Milling system 

Conventional type Highly efficient type 

(3) Features 

Clinkers usually enter the clinker cooler (under the kiln output port) at a high temperature 

of around 1,300℃ to 1,400℃. To increase the quantity of clinkers, rapid quenching is required. 

For this reason, the clinker cooler takes in a large amount of outside air and blows it onto 

the clinkers. With the clinkers cooled to 100℃ to 200℃ here, they are then fed to the clinker 

crusher. Because the air that has cooled the clinkers remains heated at approximately 800℃ 

due to heat exchange, it is used for burning at the kiln burner. This cooler recovers 

approximately 60% of the heat possessed by the clinker. 

Energy Saving Effect 

The heat recovery percentage of this cooler is 5.4% higher than that of conventional coolers.

This equipment improves the cement manufacturing heat consumption rate by 2.8%. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                           , Japan 

(3) Contact person ： Taro Yamada 

Tel．  ：81-aaa-bbbb Fax．：81-ccc-dddd 

E-mail ： 
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C-10 NSP type Cement Kiln – Fluidized Bed Pre-Calcining 

3. Cement manufacturing Kiln Pre-calcining 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This is a fluidized layer type NSP, unlike the YC-PE-3 method. This equipment includes the 

following main features: (1) enabling the use of a wide variety of types of fuel, such as natural 

gas, coals, and heavy oil, in a comparatively easy manner, (2) high sintering efficiency, because 

materials can be held in the NSP for a comparatively long time, and (3) using 21% of the recovered 

heat of the clinker cooler with a high oxygen content. 

(2) Structure / System 

 
Cement plant system 

 
NSP 

configuration

(3) Features 

This NSP is installed to the lowest cyclone. The NSP of YC-PE-3 is called the built-in type, 

while this equipment can be called the separately installed type. The increase in scale is thus 

limited to some extent. Materials are fed through the second lowest cyclone. Because the NSP 

is installed at a lower location, it is linked to the cyclone via a long duct. 

The feature of this NSP is its high combustion efficiency, because the materials, coals, and 

hot air input ports are situated in almost the same location and heated fluidized air is blown 

into the equipment from underneath the furnace. 

Energy Saving Effect 

With this NSP, the minimum guaranteed fuel consumption rate is 750 kcal/kg-cl. 

It is most suitable for increasing the production capacity of SP cement plants of the 1,500 to 

2,000 ton class in terms of daily capacity. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                           , Japan 

(3) Contact person ：  

Tel．  ：           Fax．： 

E-mail ：  
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C-11  Shaft Type Cement Kiln 

Cement manufacturing Kiln Shaft type kiln 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This kiln is a system that contains a series of vertically arranged production processes from 

the input of cement materials into the kiln. It is available for a wide range of cement production, 

with an output range from 100 to 3,000 tons per day. This kiln is called a shaft kiln because 

it is a vertical type unit. This type of kiln always operates commercially and produces 200-tons 

of cement per day. 

(2) Structure / System 

 
Process of the shaft type kiln 

 
Kiln 

(3) Features 

This kiln consists of (1) a small NSP, (2) fluidized bed clinker spouted bed kiln (SBK), (3) 

fluidized bed sintering kiln (FBK), and (4) fluidized bed and packed bed coolers. Materials are 

calcined with the NSP, and subsequently granulated into particles of diameter 1.5 to 2.5 mm, 

before being sintered in the FBK. All the processes prior to the crushing of the sintered clinkers 

are the same as those in ordinary cement plants. The major feature involves granulating the cement 

materials into particles, and differs precisely from those of conventional cement plants. 

Although this kiln features availability for a wide range of production scales, it was initially 

developed to meet the needs of cement plants for 1,000 tons per day. 

The current example introduced is a plant with a production capacity of 700 tons per day. 

Energy Saving Effect 

This plant can save 10% to 25% of energy compared to the SP method. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                           , Japan 

(3) Contact person ：  

Tel． ：            Fax．： 

E-mail ： 
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C-12 Vertical Roller Mill for Crushing Clinker 

Cement manufacturing Clinker Roller mill 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment is an energy-saving vertical roller mill with a small power consumption rate, 

which can alternate a tube mill conventionally used for clinker crushing. 

It can implement high efficient crushing and energy-saving operation without any pre-grinder.

(2) Structure/System 

 
System 

 
Vertical roller mill 

(3) Features 

This vertical roller mill for clinker crushing has the same structure as a YC-PE-1 vertical roller 

mill for material crushing. However, it differs from the latter in the capabilities of the driving 

source motor and others and the outer lining and others of the tire. 

Energy Saving Effect 

The electric power energy can be saved greatly by installing this equipment. 

The power consumption rate for clinker crushing is 17 to 19kWh/t-clinker, and differs slightly 

from that for material crushing (14 to 18 kW/t-meal). 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：               Fax．： 

E-mail ： 
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C-13 Vertical Roller Mill for Slag Crashing 

Cement manufacturing Slag crashing Vertical roller mill  

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment is used when blast furnace slags are used as cement material. Although a small 

amount of slag is usually used also in cement, it is crushed with an ordinary material mill; 

this equipment is primarily used to produce slag cement. It mainly alternates a currently used 

tube mill. 

(Slag cement is produced in every country where the steel industry exists.) 

(2) Structure/System 

 
Vertical roller mill for crashing slag 

(3) Features  

This equipment has the same structure as the vertical roller mill that was introduced in the 

coal, material, and clinker crushing descriptions in this document. It differs from that mill 

in the power source motor and the quality of the metallic section to be lined outside the tire.

The material input, crushing, and other methods are the same as the material or clinker crushing 

mill. 

Energy Saving Effect 

The power consumption rate for slag crushing is greater than that for material or clinker crushing. 

It decreases by approximately 20% relative to that for the tube mill method, with the productivity 

increased by approximately 13%. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                     , Japan 

(3) Contact to ： 

Tel． ：             Fax．： 

   E-mail ： 
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C-14 Utilization of Town Waste as Material and Fuel for Cement - Eco Cement Plant

Cement manufacturing Town waste Material and fuel for cement 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

Disposal of residues from burning of municipal refuse, or town waste, has become a huge issue. 

This plant is equipment that produces new cement using municipal burned ash. The product is 

called Eco-Cement. Advantages of this equipment include to making render coals, natural gas, 

heavy oil, and other fuel unnecessary (because it uses reclaimed oil as cement sintering energy), 

as well as converting municipal burned ash (problematic in terms of disposal) into useful 

materials. 

(2) Structure/System 

 
ECO cement manufacturing process 

(3) Features 

The cement sintering energy consumption rate of this plant is high (1,300 kcal/kg-clinker), 

because it has neither an SP nor NSP installed. However, because this plant uses reclaimed oil 

as fuel, it has an advantage that it does not use any of coals, natural gas, and the like. In 

addition, it uses only a small amount of natural materials, and so, the exhausted amount of 

CO2 decreases to two-thirds of that for an SP or NSP. 

Also for the quality of the product, it is adequate for being used as either concrete or a concrete 

product (primarily for civil engineering). A commercial plant with an annual output of 110 

thousand tons is currently under construction in Ichihara City of Chiba Prefecture. 

Energy Saving Effect 

Installation of this plant will eliminate the cost for disposing of burned ash (approximately 

110 thousand tons per year) will be eliminated, and use of reclaimed oil will decrease the amount 

of primary energy consumed (coals, natural gas, and heavy oil). 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to  ：  

Tel．  ：            Fax．： 

E-mail      ： 
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C-15 New Type Clinker Cooler 

Cement manufacturing Clinker Cooler 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

This clinker cooler is called the combined cooling system (CCS). In this cooler, the following 

disadvantages of a full air beam cooler (a cooler with divided YC-PE-8 great plates) have been 

resolved. First, there is a problem with maintenance because of complex pipings. Secondly, there 

is a questionable point in long-term operation, because flexible horses are used for piping of 

the movable row. 

(2) Structure/System) 

 
CCS cooler 

 
Concept of CCS cooling system air load distribution 

(3) Features 

Operation of the clinker cooler is basically the same as YC-PE-8. For the conventional air beam 

method, the draft resistivity is not uniform across the clinker layer in the cooler, which causes 

malfunctions during maintenance or long-term operation. The newly developed cooler enables the 

operator to set up the individual air capacity for each of the areas and makes the draft 

resistivity uniform to improve the heat recovery efficiency. In this cooler, the air beam method 

is thus used for the fixed row of the grate plate, while the conventional air-cell cooling method 

is used for its movable row. This eliminates the need for the special air supply system on the 

movable row (unlike the full air beam method), which also makes the structure simple. 

Energy Saving Effect 

The heat recovery rate of this cooler is 2% higher than that of even the high efficient cooler.

This equipment improves the cement manufacturing heat consumption rate by 1.04%. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：               Fax．： 

E-mail ： 
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 C-16 Recirculation of Coarse Coal of Vertical Roller Mill  

Cement manufacturing Vertical roller mill Coarse coal recirculation 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

When materials are to be crushed with an energy-saving vertical roller mill, materials with coarse 

crushability are taken out from the mill, and then crushed with the bucket elevator. Then, this 

system is used to recrush in the mill. In the mill, the crushed material grains are circulated 

by the fan. For low grindability, the particles are heavy, which increases the power of 

circulation fan. By crushing the materials with bucket elevator, this power consumption is 

increased to achieve energy saving. 

 

(2) Structure / System 

Conventional vertical roller mill system 
 

Vertical Roller mill with outer recirculation 

system 

(3) Features 

This equipment is designed to be annexed to a conventional vertical roller mill, and built into 

every state-of-the-art vertical roller mill. 

The material crushing vertical roller mill requires much energy for the fan used to circulate 

the crushed material grains in the mill. It occupies 60% of the entire power requirements. To 

decrease the power consumption of the fan (called the Induction Draft Fan (IDF)), this system 

therefore takes the following steps. First, the material grains of low grindability (i.e., heavy) 

are taken outside the mill, and crushed with the bucket elevator (BE). They are then thrown again 

into the mill through its material input port. 

 

Energy Saving Effect 

The wind force near the crushing table increases, resulting in decrease in pressure loss; the 

power consumption rate of the fan can decrease by approximately 20%. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                       , Japan 

(3) Contact to ： 

Tel．  ： 

E-mail ： 
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C-17 5-Stage Cyclone Suspension Pre-Heater  

Cement manufacturing NSP plant Pre-heater  

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

Ordinary NSP cement plants often consist of four cyclones. Such plants achieve exhaust heat 

power generation while recovering the cement plant exhaust heat (350℃ to 400℃). On the 

contrary, with one cyclone added, plants with five cyclones decrease the sintering energy by 

lowering the exhaust heat temperature to 250℃ to 270℃. 

(2) Structure/System 

 
Four-cyclone NSP method 

 
Five-cyclone NSP method 

(3) Features 

For a five-cyclone system, the pressure loss of the entire NSP increases, as does the capacity 

of the fan, thereby increasing the overall power consumption. Usually, the second or third 

cyclone of the four-cyclone NSP method is replaced by three cyclones of the low pressure loss 

type so that the system can be converted into a five-cyclone version. 

When the four-cyclone system is replaced by the five-cyclone system, the power-saving effect 

is approximately 20 kg/kg-clinker. 

The five-cyclone method is useful for a cement plant of scale 3,000 t/d or less, where the exhaust 

heat from the kiln can hardly be used for exhaust heat power generation. 

Energy Saving Effect 

The heat consumption rate (kcal/kg-clinker) decreases by approximately 3%, while the 

productivity increases by 19%. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                           , Japan 

(3) Contact person ： 

Tel．  ：             Fax．： 

E-mail ： 
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C-18 Low Pressure Loss Suspension Pre-Heater 

Cement manufacturing Suspension pre-heater Low pressure loss 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This equipment is a suspension pre-heater that decreases the exhaust heat temperature by 

converting a four-cyclone NSP system (see description of YC-PE-3) into a five- or six-cyclone 

system. It uses cyclones with low pressure loss that have been developed in order to decrease 

the sintering energy. 

 

(2) Structure / System 

 
SP/NSP multi-stage cyclone type 

 
Low pressure loss cyclone 

(3) Features 

Various types of low pressure loss type cyclones have been developed. In any of these, materials 

can flow smoothly at a low flow velocity, i.e. a small wind force, by converting the cyclone 

shape so that dust cannot be stored in the cyclones. For this reason, while conventional cyclones 

require a wind velocity of 20 to 25 m/s, this system enables materials to flow smoothly at a 

wind velocity of even 15 m/s. 

 

Energy Saving Effect 

This equipment significantly reduces the power consumption of the NSP fan from 250 to 125 kW 

(decrease in 50%). 

 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                            , Japan 

(3) Contact person ：  

Tel．  ：               Fax．： 

E-mail  ： 
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C-19 Utilization of Used Tires as Fuel for Calcination 

Cement manufacturing Fuel for calcination Used tire 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This system uses scrap tires as cement sintering fuel. For this system, there are two methods: 
(1) inputting unprocessed tires directly into the kiln, and (2) crushing scrap tires into small 
chips and inputting them into the kiln. The first method (inputting intact tires) is described 
herein. This system was developed by a Japanese manufacturer. In 1998, the Japanese cement 
industry consumed 28% of all scrap tires produced in Japan. 

(2) Structure/System 

Temperature distribution in the kiln 

 
Relation of the components between tire and cement

 
Kiln with tire utilization system 

(3) Features 
To resolve the problem of disposing of an enormous amount of scrap tires, research and development 
proceeded on the assumption that they may be available for cement manufacturing; hence this system 
was developed. If tires are used as fuel, the ratio of tire fuel to total heat is approximately 
10% to 13%. Because the amount of heat generate by a tire varies depending on its size, it is 
necessary to calculate the predetermined amount of heat before it is input into the kiln. 
The system consists of (1) equipment that identifies the tire size, (2) a conveyor that conveys 
tires to the input port, and (3) the input port closing mechanism. The input timing is 
computer-controlled. The tires input into the kiln are burned completely for a short time. All 
the components other than the combustible content of the tires change to cement materials. 

Energy Saving Effect 
The fuel consumption decreases by approximately 13%. 

Information on Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address ：                                                      , Japan 
(3) Contact person ：  

Tel   ：              Fax．： 
E-mail  ： 
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C-20 Power Generation with Waste Heat Recovered  

Cement Exhaust heat utilizationm Power generation 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

This equipment is a system that recovers exhaust heat (at low and medium temperatures (350℃

to 380℃)) being emitted primarily into air from the SP or NSP. It then heats the boiler with 

the recovered heat, and generates power by rotating the turbine with the generated steam. When 

installing this equipment, a four-cyclone SP/NSP cement plant is used as the primary component.

(2) Structure / System 

 
Power generation with low temperature exhaust gas from the pre-heater 

(3) Features 

Exhaust recovery from the cement is achieved by (1) recovery of the exhaust heat emitted into 

the air from the SP or NSP and (2) recovery of exhaust heat from the clinker cooler (exhaust 

heat temperature: 200 to 250℃). The basic equipment configuration includes (1) exhaust heat 

recovery boiler, (2) steam turbine, and (3) electric generator. 

If exhaust heat is used for a 3,000 t/d cement plant, the power generation capacity is 

approximately 6,500 kW, which is sufficient for 4 to 5,000 typical Japanese residences. 

Energy Saving Effect 

This electric generator reduces the amount of hot exhaust gas emitted from the cement plant into 

the atmosphere; exhaust gas can be utilized, and in addition, measures can be taken to ensure 

environmental protection. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                           , Japan 

(3) Contact person ： Taro Yamada 

Tel．  ：81-aaa-bbbb Fax．：81-ccc-dddd 

 E-mail ： 
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C-21 Utilization of Used Plastics as fuel for Calcination  

Cement manufacturing Fuel for calcination Used 

plastics 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

This system allows scrap plastics to be used as an alternative energy source to coals (or natural 

gas) in a cement sintering kiln. By using scrap plastics, which generate hazardous gas if 

subjected to incineration, the generation of such hazardous gas can be prevented. In addition, 

this decreases the coal fuel consumption by 20% to 30%. 

(2) Structure/System 

 
Plastics feeding system 

(3) Feature 

The types of scrap plastics include polypropylene (PP), ABS, MMA, and PET. The amount of heat 

is 8,000 kcal/kg for PP and ABS, 5,950 kcal/kg for MMA, and 5,130 kcal/kg for PET. All of these 

exceed the amount of heat for coals (6,200 kcal/kg). With the crusher, the collected scrap 

plastics are finely crushed into particles, of average size approximately 6 mm (a maximum of 

approximately 2.5 mm), depending on the type. They are then conveyed to the hopper. With the 

metering feeder, they are then blown from the plastics mono-fuel combustion burner into the kiln. 

These scrap plastic pellets are conveyed through the pipe by aerodynamic force. 

Energy Saving Effect 

Installation of this system can decrease the amount of coal supplied, which corresponds to the 

total amount of heat for plastics. The amount of combustion-enabled scrap plastics is 4.0 to 

10.0 t/h, depending on the plastic type. This means that they can replace approximately 20 to 

30% of the fuel used in the kiln. Another advantage of this system is that no poisonous gas is 

generated, because components such as NOx and HCL of the exhaust combustion gas of scrap plastics 

are completely burned and decomposed. 

Information on Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                 , Japan 

(3) Contact person ：  

Tel．   ：            Fax．： 

E-mail  ： 
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4. FERTILIZER MANUFACTURING TECHNOLOGIES 
 

Item No. Name of Product/technology Large class Small class 

F-1 Urea Production Technology   

F-2  Exhaust Heat Recovery Heat Exchanger Type 

Primary Reformer 

Ammonia plant Reformer 

F-3 Synthetic reactor with a high conversion 

rate 

Ammonia plant Synthetic reactor 

F-4 Low Differential Pressure Synthetic 

Reactor 

Ammonia plant Synthetic reactor 

F-5 Isothermal CO conversion reactor   

F-6 CO oxidizing reactor Ammonia plant CO converter 

F-7 Ammonia manufacturing by coal 

high-pressure gasification 

Coal 

gasification 

Power generation 

F-8 Exhaust heat recovery system for the gas at 

the exit of the synthesized gas compressor

Ammonia plant Heat recovery 

F-9 Membrane separation-type hydrogen recovery 

system 

Ammonia plant Recovery of H2 

F-10 High-pressure water power recovery turbine Ammonia plant Power recovery 

F-11 Prereformer for ammonia-reforming process Ammonia plant Pre-reformer 
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F-1  Urea Production Technology  

4.0 Fertilizer/Chemical  Urea Process Equipmennt 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 

Urea Production Technology 
(2) Structure/System  
A urea plant is composed of five sections such as urea synthesis, purification, recovery, 
concentration and product forming section. A major feature of this technology is in the urea 
synthesis section. The synthesis section contains a reactor, a stripper and a carbamate 
condenser. Liquid ammonia is fed to the reactor via the HP Carbamate Ejector which provides 
the driving force for circulation in the synthesis loop. The reactor is operated at an N/C 
ratio of 3.7, 182 °C and 152 bar. Urea synthesis solution leaving the reactor is fed to the 
stripper where unconverted carbamate is thermally decomposed and excess ammonia and CO2 are 
efficiently separated by CO2 stripping. The stripped off gas from the stripper is fed to the 
Vertical Submerged Carbamate Condenser, operated at an N/C ratio of 3.0, 180°C and 152 bar. 
Ammonia and CO2 gas condense to form ammonium carbamate and subsequently urea is formed by 
dehydration of the carbamate in the shell side. Reaction heat of carbamate formation is 
recovered to generate 5 bar steam in the tube side. A packed bed is provided at the top of 
the Condenser to absorb uncondensed ammonia and CO2 gas into a recycle carbamate solution 
from the MP absorption stage. Inert gas from the top of the packed bed is sent to the 
purification section 

(3) Features 
①Ground Level Reactor: The sophisticated two-stage synthesis concept employing a Condenser 

and an HP ejector enables the HP equipment in the synthesis section to be laid-out very 
compactly in low elevation. 

②Less Corrosion: TOYO and Sumitomo Metal Ind., Ltd. (SMI) have jointly developed new duplex 
stainless steel DP28W™ for urea plant. The biggest advantage of duplex stainless steel is 
the excellent corrosion resistance and passivation property in urea-carbamate solution, 
which enhances reliability of equipment and enables a reduction of the passivation air. 

③Clean Effluents: The liquid effluents from the urea plant contaminated with NH3, CO2 and 
urea are processed in the process condensate stripper-urea hydrolyzer system. The process 
condensate leaving the system is purified to 1 ppm of urea and 1 ppm of NH3. The exhaust 
air from the prilling tower (or granulator) is scrubbed through a packed bed scrubber to 
reduce the urea dust content to 30 mg/Nm3-air.   

④Easily revamp a conventional urea plant: Existing urea reactor can be re-utilized for 
conventional solution recycle process or ammonia stripping process. 

Energy Saving Effect 
(1)Technical Features 

The operation conditions of the synthesis section have been optimized under lower operation 
pressure than in the previous process. As a result, a remarkable reduction in energy 
consumption has been achieved. 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 
This technology realizes 30% reduction of the energy consumption in a urea plant compared with 
the total recycle process and 10-20% compared with the conventional stripping technology.As 
one of example, the reduction of 550,000 kcal/ton of urea can be expected by modification of 
the total recycle urea plant by this technology.  

Information of Engineering Contractor 
(1)Name of Company and Department：Toyo Engineering Corp. 
(2)Address：8-1,Akanehama,2-chome,Narasino-si,Chiba 275-0024 , Japan 
(3)Contact to： H．Morikawa 
  Tel． ：81-47-454-1526   Fax．：81-47-454-1536 
  E-mail：morikawa@pl.toyo-eng.co.jp 
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F-2 Exhaust Heat Recovery Heat Exchanger Type Primary Reformer  

4.  Fertilizer & chemicals Ammonia plant  Reformer 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
It is a type of energy-saving technology using exhaust heat recovery in the reforming process 
of an ammonia plant, in which exhaust heat emitted at the exit of the secondary reformer is 
used as a heat source for the heat-absorbing reaction in the primary reformer. 

(2) Structure / System 

 
Heat exchanger type reformer 

(3) Features  
(1) The catalyst pipe is the bayonet and scabbard type, in which the mixture of heated raw material 

and steam flows through the circular portion between the external pipe and the internal pipe, 
the space between which is filled with the catalyst. 

(2) The mixture flows downward through the catalyst layer and reaction takes place. The gas that 
comes out of the catalyst layer moves upward along the internal pipe and then flows through 
the pipe that is directly connected to the secondary reformer. 

(3) The internal pipe is covered with a heat-insulating material to arrest heat exchange with 
the inlet gas. 

(4) The external pipe is enclosed by the sheath pipe provided outside of it. High-temperature 
gas fed from the secondary reformer flows through the circular portion between the sheath 
pipe and external pipe. 

Effect on Energy Saving 
The exhaust heat of the process at about 1000°C obtained at the exit of the secondary reformer 
is used as the reaction heat (heat-absorbing reaction). The primary reformer is a heat 
exchanger-type reaction vessel. The heat-transmitting pipe is filled with an Ni catalyst, and 
the gas emitted from the exit of the secondary reformer flows in the shell as heating fluid.
Using this method, fuel for heating the primary reformer of the conventional heating furnace 
type is not necessary. 
About 10% of the fuel needed for the primary reformer can be reduced. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address ：                                                        , Japan 
(3) Contact to ：  

Tel．  ：              Fax．： 
E-mail ： 
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F-3 Synthetic Reactor with a High Conversion Rate 

4.  Fertilizer & chemicals Ammonia plant Synthetic reactor 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is an energy-saving-type reactor that has a heat exchanger in the reactor for the synthetic 

process in the ammonia plant, in which heat exchange takes place between some of the cold gas 

yet to undergo reaction and the gas under reaction (heat-generating reaction) to control the 

reaction temperature appropriately; in this way, the gas temperature at the exit of the reactor 

is elevated and its heat is thus recovered efficiently. 

(2) Structure / System 

 
Synthetic reactor of the indirect cooling type with a high conversion rate 

 

(3) Features  

In the conventional ammonia synthetic reactor of the quench type, reaction heat was removed 

in such a way that hot gas under reaction was cooled directly by the gas yet to undergo reaction. 

The disadvantages of the quench-type synthetic reactor were that (1) the ammonia concentration 

elevated by synthesis was diluted and (2) the temperature at the exit of reactor was lowered. 

In order to improve these points, the indirect cooling-type synthetic reactor was developed.

In the new development, its temperature is elevated to 450 - 500°C from the conventional 300°C. 

In this way, energy can be recovered by high-pressure steam and heated steam. 

Effect on Energy Saving 

The temperature at the exit of the indirect cooling reactor is 450 - 500°C over 300°C  of 

the conventional type, and the reaction heat can be efficiently used to generate high-pressure 

steam and hot steam. 

Thermal energy of 0.14 x 10-6 (kcal/t - NH3) can be recovered in the form of steam. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：               Fax．： 

E-mail ： 
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F-4  Low Differential Pressure Synthetic Reactor 

4.  Fertilizer & chemicals Ammonia plant Synthetic reactor 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

It is an energy-saving-type reactor in which the direction of gas flow in the catalyst layer 

in the reactor in the synthetic process of the ammonia plant is controlled so that pressure 

loss may be reduced. 

(2) Structure / System 

 

Comparison of gas flow direction with power required

Item Power required 

for circulation 

Amount of power 

reduction 

Axial flow 44 kW/t-NH3  

Lateral flow 39 kW/t-NH3 5 kW/t-NH3 

Radial flow 37 kW/t-NH3 7 kW/t-NH3 

Axial - radial 

flow 

32 kW/t-NH3 12 kW/t-NH3 

 

 
Axial - radial flow reactor 

(3) Features 
In the conventional synthetic reactor, gas flowed in the axial direction in the catalyst layer, 
and its differential pressure was 7 - 14 kg/cm2. In order to reduce the differential pressure, 
a new type of reactor in which the directions of flow are lateral and radial as well as axial 
was developed to drastically reduce it, and the power requirement can thus be reduced. The size 
of the catalyst, which was limited to 6 - 12 mm because of differential pressure, can be made 
smaller to 1.5 - 3(6) mm to improve catalyst activity in the reactor. In this way, the conversion 
rate is improved, and ammonia concentration at the exit can be made higher. 
Thanks to conversion rate improvement, the amount of circulating gas can be reduced, and the 
power required to drive the circulating equipment can also be reduced. Gas at the exit of the 
synthetic reactor is cooled and then further cooled by cooling-medium ammonia in the two stages 
and condensed. In the present technology, the ammonia concentration is higher,and therefore, 
the condensation temperature is elevated, the ratio of ammonia product condensed by water cooling 
increases, the ratio of the same by ammonia cooling decreases, and the power required to drive 
the ammonia cooling equipment is reduced. Differential pressure reduction gives rise to power 
requirement reduction, and reaction conversion rate improvement results in a lower power 
requirement to generate steam for the turbine for the circulating equipment and cooling 
equipment. 

Effect on Energy Saving 

The amount of steam can be reduced by 0.17 x 106 kcal/t - NH3. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  
Tel．  ：           Fax．： 
E-mail ： 
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F-5 Isothermal CO Conversion Reactor 

4.  Fertilizer & chemicals Ammonia plant CO converter 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is a heat exchanger incorporating-type reactor that recovers reaction heat by conducting 

the CO conversion reaction in one stage in the ammonia plant. 

(2) Structure / System 

 
CO conversion reactor 

(3) Features 
The gas at the exit of the secondary reformer contains about 13% CO. In the present technology, 
an isothermal reactor of the low-temperature one-stage type is employed to improve the  H2 
conversion rate, that is, improvement of the raw material primary unit. 
Carbon monoxide, CO, undergoes a conversion reaction of CO + H2O → CO2 + H2 to obtain H2. This 
reaction has an advantage at lower temperatures from the standpoint of chemical equilibrium; 
therefore, a low-temperature one-stage reaction is used. Its reactor (isothermal CO conversion 
reactor) has a complicated structure as it has a heat exchanger. A point to be noted is that 
only copper is needed as a catalyst and only a small amount of it is necessary. In the past, 
the following two stages were used: (1) high-temperature conversion in which the reaction took 
place at 370 - 430°C  in an adiabatic reactor filled with an Fe - Cr catalyst, and (2) 
low-temperature conversion in which the reaction took place at 200 - 230°C in an adiabatic 
reactor filled with a Cu catalyst. However, in the present technology, an isothermal reactor 
is used in which the conversion reaction takes place at about 250°C in one stage. 
The reactor recovers the heat generated by CO conversion reaction by means of an incorporated 
heat exchanger that generates medium-pressure  steam. 

Effect on Energy Saving  

Fuel consumption can be saved at 0.1 x 106 kcal/t - NH3. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  
Tel．  ：           Fax．： 
E-mail ： 
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F-6 CO Oxidizing Reactor 

4.  Fertilizer & chemicals Ammonia plant CO converter 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

In the present reactor used in the CO conversion process in an ammonia plant, reaction (CO + 

H2O → CO2 + H2) takes place at two stages at high and low temperatures, and CO is then oxidized 

in air with a Pd catalyst to obtain CO2. 

(2) Structure / System 

 
Ammonia-manufacturing flow and CO oxidation reactor 

 

(3) Features  

In the conventional plant, the oxidation reactor was not used. It created a great amount of 

purge gas and aggravation of the raw material (fuel) primary unit. A Pd catalyst selectively 

oxidizes CO of 0.3 - 0.5 vol.% residual following CO conversion reaction to obtain CO2 gas. This 

reduces the amount of CO and then the amount of CH4 produced in the methanation process downstream. 

In this way, the purity of synthesized gas can be made higher. This results in reduction of 

purge gas consumption and reduction of H2 loss. 

Effect on Energy Saving 

Fuel consumption can be reduced by 0.07 x 106 kcal/t - NH3. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：              Fax．： 

E-mail ： 
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F-7 Ammonia Manufacturing by Coal High-pressure Gasification 

4.  Fertilizer & chemicals Coal gasification Power generation 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is an energy-saving-type manufacturing system in which a coal thermal power generator is 

integrated into an ammonia plant. 

(2) Structure / System 

 
Comparison of reforming process 

(3) Features  

In the coal gasification combined cycle (IGCC), coal is gasified to gain fuel for the gas turbine, 

and the steam turbine is driven by the exhaust gas for power generation. In plants employing 

the present technology, some of gas produced is used as the raw material for ammonia production 

instead of natural gas. 

Since the raw material is not natural gas but produced gas, a reforming process is not necessary, 

different from natural gas-based raw material. In the present technology, raw material is changed 

to produced gas by coal gasification. In this method, the reforming process can be omitted, 

and power can be generated by IGCC. 

Effect on Energy Saving 

Fuel consumption reduction: 2100 10-3 kcal/t - NH3 

Power consumption reduction: 285 kWh/t - NH3 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：          Fax．： 

E-mail ： 
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F-8 Exhaust Heat Recovery System for Gas at Exit of Synthesized Gas Compressor

4. Fertilizer & chemicals Ammonia plant Heat recovery 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is an energy-saving system, in which energy is recovered by using the heat of the gas at 

the exit of the synthesized gas compressor for preheating methanator feed gas in the ammonia 

plant. 

(2) Structure / System 

 
Heat recovery system from the gas at the exit of the synthesized gas compressor 

 

(3) Features  
In the past, the gas at the exit of the synthesized gas compressor was cooled by the cooling 
water-type heat exchanger. In the present technology, heat is recovered by methanator feed gas, 
in which the temperatures of the methanator at the inlet and exit elevate, the amount of boiler 
feed water’s heat recovered at the exit of the methanator increases, and more steam is generated.
Note that, in this technology, the temperature at the CO low-temperature conversion reactor 
inlet elevates and a problem occurs regarding temperature control; therefore, some of boiler 
feed water is directly injected into the process gas to cool it by the evaporation heat of the 
water. 

Effect on Energy Saving 

Heat can be recovered in the form of steam by 0.046 x 106 kcal/t - NH3. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  
Tel．  ：            Fax．： 
E-mail ： 
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F-9 Membrane separation-type hydrogen recovery system 

4. Fertilizer & chemicals Ammonia plant Recovery of H2 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is an energy-saving system using membrane separation technology for an ammonia plant, in 

which hydrogen in the purge gas that is separated in the synthetic process is recovered and 

returned to the synthetic process. 

(2) Structure / System 

 
Separation membrane module structure outline 

(3) Features  
It has the following basic features: 
(1) It has a high hydrogen recovery rate in high-pressure processes  and is appropriate for 

product hydrogen concentration 90 - 99% processes. 
(2) The processing amount can be changed according to the operating status. 
(3) There are no moving components, and pressure is used as the driving force for separation; 

therefore, energy consumption is minimal and maintenance is easy. 
(4) Heavy constituents in the feed gas condense and so the hydrogen transmission speed lowers. 

In order to prevent this phenomenon, appropriate preprocessing is necessary. 
(5) Low investment is needed for equipment. 
The separation membrane used for hydrogen gas recovery for the system can endurable heat, 
pressure, and chemicals. It is made of a porous high-polymer  membrane material featuring a 
high separation coefficient and high transmission speed. 
The shapes of the membrane are hollow yarn with a diameter 0.1 - 0.5 mm and a flat one in spiral 
form. These elements form a module and are put into high-pressure vessels. 

Effect on Energy Saving 

Fuel consumption in the reforming process is reduced by improving the raw material primary unit.
Energy consumption can be reduced by 0.14 x 10-6 kcal/t - NH3. 
Productivity can be improved by 4 - 6%. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  
Tel．  ：        Fax．： 
E-mail ： 
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F-10 High-pressure Water Power Recovery Turbine 

4. Fertilizer & chemicals Ammonia plant Power recovery 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is a high-pressure turbine that recovers power from high-pressure water in CO2 gas-absorbing 

liquid in the CO2-removing process in an ammonia plant. 

(2) Structure / System 

Primary reformer exhaust heat recovery system in an 

ammonia plant 

Power recovery system of the 

high-pressure turbine 

 

(3) Features 

In the CO2-removing process, a large amount of absorbing liquid is fed to the top of absorbing 

tower at a pressure of about 30 kg/cm2 in order to remove about 15% of the CO2 contained in the 

coarse synthesized gas produced in the reforming process and CO conversion process. In the past, 

absorbing liquid that had absorbed CO2 passed through a pressure reduction valve (30 kg/cm
2 to 

1 kg/cm2) and then fed to the regenerating tower. 

In the present technology, a power recovery turbine is used instead of a pressure reduction valve 

to utilize it for driving the water feed pump of the absorbing liquid. In the past, an external 

energy source such as electric power or steam was used to drive the pump, but with the present 

technology, such an external energy source is not necessary because energy obtained by pressure 

reduction in the process is utilized. 

Effect on Energy Saving 

Steam consumption can be saved at 0.04 x 10-6 kcal/t - NH3. 

Note: Driving by the conventional steam turbine is assumed. 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  

Tel．  ：       Fax．： 

E-mail ： 
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F-11 Prereformer for Ammonia-Reforming Process 

4. Fertilizer & chemicals Ammonia plant Pre-reformer 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

It is an energy-saving process in the ammonia-manufacturing process, in which a prereformer 

is set in the reforming process. 

(2) Structure / System 

 
Reforming process in which a prereformer is set 

(3) Features  
In the past, natural gas was reformed by a primary reformer. In the present process, 
high-temperature exhaust heat at 600°C or higher of primary reformer smoke path gas is used 
to heat the mixture of raw material natural gas and reaction steam, the heated mixture is fed 
to the primary reformer, and the raw material natural gas is decomposed by steam in the Ni catalyst 
to hydrogen (H2), carbon monoxide (CO), and carbon dioxide (CO2).  
A part of the primary reforming reaction takes place in the prereformer (heat-insulating 
reformer), which is filled with the Ni catalyst. Reaction heat (heat absorption) is supplemented 
by the heat given from the mixture, and so the temperature of the gas at the exit lowers to 
60 - 80°C. 
Reaction vessel exit gas is heated again by the smoke path gas and then fed to the primary 
reformer. By setting the prereformer, the combustion capacity of the primary reformer can be 
reduced by 10%. 

Effect on Energy Saving 

The energy primary unit can be reduced by 0.15 x 106 kcal/t-NH3. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address ：                                                        , Japan 

(3) Contact to ：  
Tel．  ：         Fax．： 
E-mail ： 
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5. REFINERY AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY 
 

Item 

No. 
Name of Product/technology Functional class Product class 

R-1 Pinch Technology All Sectors 

(especially Oil Refining / 

Petrochemical / Chemical) 

Total Plant Site / 

Process Unit / Energy 

Supply Unit 

Crude Distillation Unit / 

Vacuum Distillation Unit / 

Residual Fluid Catalytic 

Cracking Unit /

Hydrodesulphurization Unit 

/Boiler / Generator 

R-2 WIN TRAY Extraction Column Tray 

R-3 Hydro-Carbon Vapor Recovery system   

R-4 Dense Loading   

R-5 Reduction in Blown Steam by Column 

Top Steam Recycle 

Distillation Steam recycle 

R-6 Power Recovery of CO Gas Fluidized contact 

cracker 

Power recovery 

R-7 Power Recovery System with Mixed 

Fluid Condensing Turbine 

Fluidized bed 

contact cracking 

Power recovery 

R-8 Waste Heat Boiler for Sulfur 

Recovery 

Sulfur recovery Heat recovery 

F-9 Distillation Column with 

Intermediate Reboiler 

Oil refinery plant Distillation apparatus 

R-10 Hydrocarbon Membrane Separator Hydrogen production 

apparatus 

Membrane separation 

equipment 

R-11 Heat Pump Type PP Separator Propylene separation Heat pump method 

R-12  Cogeneration Using Gas 

Turbine Exhaust Gas as Combustion 

Air for Heating Furnace 

Heating furnace Cogeneration 

R-13 Rotary Regenerative Burner System Distillation Tublar furnace 
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R-1  Pinch Technology 

All Sectors (especially Oil  

Refining / Petrochemical  

/ Chemical) 

Total Plant Site / Process 

Unit / Energy Supply Unit 

Crude Distillation Unit / Vacuum 

Distillation Unit / Residual 

Fluid Catalytic Cracking Unit /

Hydrodesulphurization Unit / 

Boiler / Generator 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

①Effective energy saving of the entire plant in all sectors (ex. Refinery, Petrochemical, 

Chemical, Utilities, Food & Drink, Pulp & Paper) 

②Not only Energy Saving but also Debottlenecking, In vestment Cost Reduction, Cogeneration, 

Process Modification, Total Site Planning etc. 

③Not only single plant but also entire industrial complex or area (Kombinat) 

 

(2) Structure/System 

The composite curves, grand composite curve and total site planning enable the establishment 

of energy-consumption target and the optimization of level of utilities. 
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With ‘Pinch Technology’, case studies can be conducted during a short period prior to detailed 

design. Consequently, the optimum process scheme can be worked out during the shortest period, 

compared with the conventional processes 

The integration of JGC’s engineering technology and abundant experience in plants’ design 

with ‘Pinch Technology’ enables the complicated plant design and the revamp design of existing 

plants to be carried out in a systematic approach. 

 



 

R－3 

Objectives
・Fuel consumption reduction
・Debottlenecking

...
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・Fuel consumption reduction
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...

Data collection 
and Analysis

Data collection 
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・Targeting
・Design of heat recovery

network
・Utility system optimization
・Optimization of distillation
column
...
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Design for cost estimation
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・Plot plan
・Utility
...
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Pinch Technology Engineering Technology

Optimum plant design
(New installation)
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Operability increaseOperability increase

Investment cost reductionInvestment cost reduction

Operation cost reductionOperation cost reduction
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(New installation)
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Operability increaseOperability increase

Investment cost reductionInvestment cost reduction

Operation cost reductionOperation cost reduction

 

 

(3) Features①Check on the entire plant from broad perspective 

②Find the optimum energy-consumption target value from a thermodynamic standpoint 

③Achieve highly efficient energy-consumption plants 

④Very wide applicable scope in all sectors during the shortest period 

⑤Promote high-level integrated operation of not only single plant but also entire industrial 

complex (Kombinat) 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

The integration of JGC’s plant engineering technology and experience with ‘Pinch Technology’ 

realizes optimization of total energy balance between temperature level and heat duty. 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

The energy saving results of 20-30% or more (depending on the case) can be expected compared 

with the conventional design. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：JGC CORPORATION 

Refinery Process Engineering Department, Engineering Division

(2) Address：Queen’s Tower A, Minato Mirai, Yokohama 220-6001, Japan 

(3) Contact to： Takeshi Koyama 

Tel． ：81-45-682-8454   Fax．：81-45-682-8832 

   E-mail：koyama.takeshi@jgc.co.jp 
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R-2  WIN TRAY 

Oil Refining/Petrochemical  Extraction Column  Tray 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

Applicable to general liquid-liquid extraction operations. 

①Extraction of aromatics from cracked gasoline. 

②Extraction of organic compounds. 

③Increase of capacity of existing RDC towers, perforated tray towers, or packed towers by 

replacing existing trays with WIN TRAY which will bring about imposed process performance.

 

(2) Structure/System 
This new type of extraction column is characterized by its unique structure created by 
installing two different types of trays alternately, each with a vertical plate having one 
or two openings (WINdows), resembling windows. In the new type of column, a dispersing liquid 
(heavy liquid) accumulated on the trays forms into dispersion droplets while flowing out of 
each opening in the form of a liquid column.  
These dispersion droplets are larger than those formed by conventional extraction columns, 
and the volume of space available for the process of transition from the dispersion to the 
coalescence of the liquid droplets is smaller than that available in conventional extraction 
columns. This increases the frequency of dispersion and coalescence of liquid droplets in the 
extraction section. Consequently, this new type of extraction column can satisfy high 
throughput, high efficiency and high resistance to fouling at the same time. 

                          

(3) Features  

①High throughput 

②High-efficiency extraction 

③Wide operating range (low turndown ratio) 

④Resistance to interface suspended substances and fouling 

⑤Free from any clogging trouble due to polymerization components 

⑥Simple in structure and easy to maintain 

⑦Low investment cost 
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Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

Its design flow velocity can be set at a rate two to five times higher than that of perforated 

tray towers or agitated type extraction columns, both of which are typical forms of extraction 

columns. Extraction efficiency is higher and tray distance is much shorter than conventional 

columns. Initial capital expenditure and operating expenditure can be reduced. 

 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

The column has about one-forth of conventional column volume and can reduce drastically material 

used for construction. It can be operated at lower solvent ratio than conventional columns 

and results in saving energy. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：JGC CORPORATION 

Research & Development Division 

(2) Address：Queen’s Tower A, Minato Mirai, Yokohama 220-6001, Japan 

(3) Contact to： Takashi Nakayama 

Tel． ：81-045-682-8432   Fax．：81-045-682-8710 

E-mail：nakayama.takashi@jgc.co.jp 
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R-3  Hydro-Carbon Vapor Recovery system 

5. Refinery Shipping facility  (1)Absorber (2)Absorbing tank 

Outline of Product/Technology 

(1)Function 

Hydro-Carbon Vapor Recovery system recovers the hydrocarbon vapor, generating from gasoline 

shipping facilities at oil refineries, oil terminals etc., which may produce photochemical smog 

which is one of the causes of air pollution. 

 

(2)Structure/System 

Absorption：Hydrocarbon vapor is absorbed by the solvent which is counter-currently contacting 

with the feed gas. 

Outlet HC concentration: 5% or less. 

Adsorption：Hydrocarbon vapor is adsorbed by the adsorbent which is loaded in the adsorber.

Outlet HC concentration 1% or less. 

(3)Features 

 

① Optimal process based on the optional design for each case. 

② Safety process based on the techniques for preventing electrostatic hazard. 

③ Full-automatic Operation in case the client requests 

 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

Using absorption or adsorption which is a basic technology in the petroleum field and using 

absorption liquid which is available in oil refineries or oil terminals to collect the 

hydrocarbon from the effluent gas safely. 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

In case of gasoline shipping : 

  Feed gas rate : 1,500 Nm3/hr (20 car lanes) 

Gasoline recovery : 1.8kl/hr during operation (for approximately 3hrs/day) 

  * 1,500Nm3/h×30%(conc.)×90%(rec.)×700kg/m3 

 

Information of Manufacture 

(1) Name of Company and Department:  Nichiyo Engineering Corporation 

(2) Address : 3-17-35,Niizo-minami, Toda, Saitama, 335-8502, Japan 

(3) CONTACT to: Seiji Takahashi 

Tel. :81-48-420-1000 Fax. :81-48-447-5850 

E-mail: info@ny-eng.co.jp  
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R-4  Dense Loading 

5.Refinery  (1)Hydrogen desulfurization 

(2)Hydrogen decomposer 

(1)Fixed bed reactor   
(2)Catalyst (3)High density filing  
(4)Filler 

Outline of Product/Technology 
(1)Function 

Dense loading is a technology that maximizes the catalyst performance in the reactor and the general performance of 
the reactor itself. Commonly used in the petroleum refining and petrochemical industries. 

(2)Structure/System 
The catalyst is loaded to reactor inside by equipments as follows. 
1. Loading machine 

This machine is installed into the reactor or on top manhole.. 
This machine is controlled by control panel automatically. 

2. Control system 
All system is controlled by mobile computer.   

(3)Features 

①Excellent loading surface control -loading surface can easily be leveled. 

②Reduced instance of catalyst damage/dusting. 

③High loading density and uniform loading density. 

④High cost performance. 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features（技術の特徴） 

①The flat loading of catalysts at a uniform density, without damaging the catalyst. 

②Increases reactor processing capacity.  

③Improves liquid / gas distribution. 

④Controls local differential pressure build-up and prevents the generation of hot spots. 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 
Our technology improves the production yield of the refinery. 
It shows the result of residue desulfurization unit in Japan as follows. 
・Naphtha yield  2.1 vol.% → 2.7 vol.% 
・Diesel oil yield  17.7 vol.% → 20.3 vol.% 
・Heavy diesel oil yield  1.0 vol.% → 3.4 vol.% 
・Total white oil yield  20.8 vol.% → 26.4 vol.% 
Also, the total throughput of this unit is improved as follows. 
   1,173,000 kL per year → 1,221,000 kL per year 

Information of Manufacture（担当企業情報） 
(1)企業名及び部署 Name of Company and Department: Nichiyo Engineering Corporation, Plant division 

(2)住所 Address : 3-17-35,Niizo-minami, Toda, Saitama, 335-8502, Japan 
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R-5  Reduction in Blown Steam by Column Top Steam Recycle  

5. Oil refinery Distillation Steam recycle 
Outline of Product / Technology 

(1) Function 
At the crude oil normal pressures distillation column, steam is blown to decrease the partial pressure of light components. The steam 
blown inside enters the column top condenser in the form of column top steam, and then condensed before being drained. Using an 
ejector, this system implements a technique that recycles the column top steam into blown steam. 
(2) Structure / System 

 
Flow of recycle system for decompressed distilled steam 

 
Structure of steam ejector (thermo compressor) 

(3) Features 
The steam ejector lowers the internal pressure of the body by jetting high-pressure steam from the nozzle, and absorbs the 
low-pressure steam to increase the pressure. 
After the pressure increases, the column top steam can be recycled into blown steam, thereby decreasing the amount of blown 
steam. 

Effect on Energy Saving 
In general, steam a little less than 30% is blown to the heating furnace coil, while steam a little larger than 70% is blown to the 
column bottom. The amount of blown steam can be decreased by 15 t/h at a rate of 100,000 barrels per day by recycling and reusing 
column top steam through the ejector. 
The amount of steam can be decreased by 3.6 kg/B in consumption rate. 
Note: Effect of decreasing the amount of steam per throughput barrel (B). 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address  ：                                                             , Japan 
(3) Contact to：  

Tel．  ：            Fax．： 
E-mail ： 
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R-6  Power Recovery of CO Gas 

5. Oil refinery Fluidized contact cracker Power recovery 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
In the conventional petroleum refining process, the coke combustion gas exhausted from the catalyst regeneration column of the 

fluid cat-cracker (FCC), i.e., CO gas, is decompressed with the decompression valve and decompression orifice before being fed to 

the CO boiler. This is an energy-saving technology that recovers the pressure energy of this gas using a gas expander, and at the 

same time, decompresses it. 

(2) Structure / System 

 
FCC gas expander system 

(3) Features 
The combustion air to the regeneration column is fed with the air blower, with the required motive-power larger than 50%. Using 
the gas expander, this equipment recovers the energy of the exhaust gas generated from the regeneration column. It uses the 
recovered energy as the source of air blower motive-power to save the energy. For the gas expander in this system, the air blower 
and steam turbine are installed coaxially. 
The coke combustion gas from the regeneration column has a pressure of 1.5 to 3.0 kg/cm2G and a temperature 620� to 730�. 
This exhaust gas burns CO gas in the CO boiler to generate steam, thereby recovering heat energy. 

Effect on Energy Saving 
This equipment can decrease electric power of 4.8 kWh/B consumption rate. 
Note: Note: Effect of decreasing the amount of electric power per throughput barrel (B). 
 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address  ：                                                             , Japan 
(3) Contact to：  

Tel．  ：           Fax．： 
 E-mail ： 

 
 

 

 

Stack valve

Stack

Boiler 
feedwater 
Steam

Exhaust heat boiler

Air

Air blower Hot-air turbine

(The regeneration column can 
operate continuously even after the 
expander stops.)Improved 

Dust Expander 
(Turbine) 

Re
ge

ne
ra

tio
n c

olu
mn

 

Cy
clo

ne
 

By
pa

ss
 va

lve
 

Inlet valve



 

R－17 

 

R-7  Power Recovery System with Mixed Fluid Condensing Turbine 

5. Oil refinery Fluidized bed contact cracking Power recovery 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This is a motive-power recovery technology implemented by installing an exhaust gas expander and an air gas condensing turbine. 

The expander recovers pressure/heat energy from the regeneration column of the fluid cat-cracker (FCC), which cracks heavy oil in 

the petroleum refining process. The turbine takes advantage of excessive low-pressure steam in the cracker. Note that this 

technology is a motive-power recovery system (P-2) that has additionally a steam turbine. It differs from the one in P-2 in the gas 

turbine and steam turbine. 

(2) Structure / System 
 
 
 
 
 

(3) Features 
 
 

Effect on Energy Saving 

 
 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                             , Japan 

(3) Contact to：  

Tel．  ：               Fax．：  
E-mail ： 
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R-8  Waste Heat Boiler for Sulfur Recovery  

5. Oil refinery Sulfur recovery Heat recovery 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This is an energy-saving technology that uses the combustion heat (of the sulfur recovery equipment in a petroleum refining plant) 

that is generated in burning the hydrogen disulfide (H2S) as the material. 

(2) System / Structure  

 

Sulfur recovery and reactor exhaust heat boiler process 

 
Sulfur recovery equipment boiler (steam generator) 

(3) Features 
To recover sulfur, first combustion air is conditioned so that the ratio of H2S to SO2 will equal the theoretical ratio of Claus reaction, 
i.e., 2:1 in the material in the main reactor. Then, the remaining H2S and SO2 react together at a high temperature in a non-catalytic 
condition, thereby generating sulfur elements. 
Steam is generated with the combustion heat that is generated when this H2S burns, and the energy is recovered. The generated 
steam is reused for the driving source, i.e., steam turbine of the air blower. 

Effect on Energy Saving 
The obtained amount of steam generated is 0.85 t-steam/t-S. 
Note: This indicates the effect of improvement per ton of sulfur. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address  ：                                                             , Japan 
(3) Contact to：  

Tel．  ：81-aaa-bbbb   Fax．：81-ccc-dddd 
E-mail ： 
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R-9  Distillation Column with Intermediate Reboiler 

5. Oil refinery Oil refinery plant Distillation apparatus 

Outline of Product / Technology 
(1) Function 
This is a power-saving technology that decreases the heating steam consumption by installing a reboiler, or heater, in the 

intermediate stage area in the distillation column in the oil refining process. Note that it is difficult to implement by addition to the 

existing equipment. 

(2) Structure / System 

  

 Distillation chart  Basic configuration of distribution with intermediate reboiler [example] 

 

(3) Features 
 
 

Effect on Energy Saving 

 
 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                             , Japan 

(3) Contact to：  

Tel．  ：              Fax．： 
E-mail ： 
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R-19  Hydrocarbon Membrane Separator 

5. Oil refinery Hydrogen production apparatus Membrane separation equipment 

Outline of Product / Technology 
(1) Function 
This is a power-saving technology that recovers hydrogen from refined by-product gas to decrease the throughput of the hydrogen 

production unit. 

(2) Structure / System 

 

Process flow of hydrogen production unit 

(3) Features 
With the hydrocarbon membrane separator installed, optimization is made for (1) the reformer heating furnace capacity of the 

hydrogen production unit and (2) numeric control of rotation of combustion fans IDF and FDF. 

The following are examples of this: 

Capabilities of process design 

H2 Rich Gas: 240 kNm3/D 

Hydrogen recovery rate: 75.5 vol% or more 

Purity of hydrogen: 95.0 vol% or more 

Specifications for hydrocarbon membrane separator 

Membrane material: Aromatic polyimide 

Membrane structure: Hollow fiber 

Membrane modules: 7 

Effect on Energy Saving 
This system can decrease the fuel consumption by 6,100 kl/y. 

Note: The above throughput (240 kNm3/d) indicates the effect of improvements in the hydrogen production unit. 

 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                             , Japan 

(3) Contact to：  

Tel．  ：               Fax．： 
E-mail ： 

 

  

Material Desulfurization Steam reforming
High-temp
erature 
reforming 

Absorption of CO2 

Reforming of CO 

Membrane 
separator 

Improved

Hydrogen production unit

Off gas

Product hydrogen H2 Rich gas 

Low-tempe
rature 
reforming 



 

R－21 

 

R-11  Heat Pump Type PP Separator 

5. Oil refinery Propylene separation Heat pump method 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This equipment is used in the equipment that obtains more value-added propylene by fractional distribution from propane-propylene 

(PP) fraction, which is a product of a fluid cat cracker (FCC). The PP separator uses a compressor to pressurize the column top 

steam of the fractionating column, thereby increasing the steam temperature, which will be taken advantage of as the heating source 

for the reboiler of the fractionating column. 

(Note: This technology is a type of heat pumping.) 

 

(2) Structure / System 

 

System 

 

diagram 

(3) Features 
The boiling point difference between propane and propylene is small in the heat pump system applied to this fractionating column. 

Therefore, a low degree of pressurization is sufficient to enable the motive-power to be kept low. For this reason, this fractionating 

column can decrease the amount of heat of the reboiler by the entire amount relative to an ordinary fractional distillation, which 

heats the reboiler with steam and uses cooling water for the condenser. It achieves fractional distillation instead with power of 

approximately 20% of the decreased reboiler heating source. 

Effect on Energy Saving 
The effect of increase in power consumption per barrel of throughput is 1.02 kWh/B. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

(2) Address  ：                                                             , Japan 

(3) Contact to：  

Tel．  ：                Fax．： 
E-mail ： 
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R-12  Cogeneration Using Gas Turbine Exhaust Gas as Combustion Airfor Heating Furnace

5. Oil refinery Heating furnace Cogeneration 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
This is a power-saving technology that uses the combustion exhaust gas of the gas turbine as the combustion air for the tubular 
heating furnace and further recovers the steam with the exhaust heat boiler from the exhaust gas of the heating furnace. 
(2) System / Structure  

 
 

 

System diagram 
(3) Features 
After receiving the exhaust gas generated from the gas turbine generator, this equipment feeds it, as the combustion air, to the 
burner of the tubular heating furnace. After heating the process fluid, the combustion exhaust gas goes out of the heating furnace, 
and is led to the exhaust heat boiler, thus causing steam to be generated. It then goes to a low temperature, and passes the induction 
blowing fan before being discharged to the atmosphere. The bypass stack and the indentation air blower are installed to enable 
islanding of the heating furnace and gas turbine. This equipment is used as a tubular heating furnace that decreases the fuel by 
approximately 25%. To achieve this, the following is used as combustion air for that heating furnace: gas turbine power generator 
combustion exhaust gas that contains oxygen with a density of 12% to 14% and that has a temperature of 480� to 550�. Further, if 
this gas is used from the heating furnace exhaust gas for steam generation with the waste heat in order to recover the secondary heat, 
this will be more advantage in terms of the effect of plant and equipment investment. 
Effect on Energy Saving 

 Islanding Cogeneration Effect of improvement (%)
Overall efficiency (%) 68 86 25 

Note: This indicates the effect of improving the fuel consumption in the heating furnace. The thermal efficiency of the generating 
end is determined as 35%, and that of the heating furnace as 82%. 
The overall efficiency indicates the quotient of the following: (output of generating end + overall amount of recovered heat) / 
(amount of GT fuel heat + amount of heating furnace fuel). If this equipment is installed alone, .【訳注】原文が途中で切れている。

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address  ：                                                             , Japan 
(3) Contact to：  

Tel．  ：81-aaa-bbbb   Fax．：81-ccc-dddd 
E-mail ： 
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 R-13  Rotary Regenerative Burner System 

5. Oil refinery Distillation Tublar furnace 

Outline of Product/Technology 
(1) Function 
A rotary regenerative burner is incorporated into a tubular heating furnace that can achieve continuous combustion and continuous 

heat exchange with one burner. This implements 90% or more of thermal efficiency even in a heating furnace that has only a 

radiation block. This way, this system will decrease the fuel and CO2. 

(2) Structure / System 

  

(3) Features 
The hot combustion exhaust gas is absorbed through the RRX (rotary regenerative burner) by using the IDF (induction blowing fan) 
installed outside. By passing the regenerated body, the combustion exhaust gas supplies heat to it and then goes to a low 
temperature before being exhausted outside the system. On the other hand, the combustion air is fed to the regenerated body through 
the air supply channel of the RRX by using the forced draft fan (FDF). This system can recover heat with a high efficiency from hot 
combustion exhaust gas; the expected thermal efficiency is 90% or more only in the radiation block. This enables significant 
decrease in fuel, thereby enabling CO2 to decrease. 
This system brings the following effects: 
<1> The radiation block alone brings a thermal efficiency of 90%. or more. (The amount of exhaust of CO2 will be able to 
decrease.) 
<2> The footprint of the exhaust heat recovery equipment is small. 
<3> The amount of exhaust of nitrogen oxides (NOx) will be able to decrease. 

Effect on Energy Saving 
 Before installation After installation Effect of improvement (%) 
Thermal efficiency (%) 60 - 80 90 12 - 50 

Note: "Thermal efficiency" indicates the amount of process absorbed heat / mount of fuel heal. "Effect of improvement" indicates 
the increase in the fuel consumption.Information of Manufacturer. 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 
(2) Address  ：                                                             , Japan 
(3) Contact to：  

Tel．  ：               Fax．： 
E-mail ： 
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6. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 

 
Item 

No. 
Name of Product/technology Functional class Products group 

E-1 Biogas Plants Organic waste 

treatments and 

co-generation 

Biogas plants 

E-2 Vacuum Frying Dryer Recycling of 

organic wastes 

Vacuum Frying Dryer 

E-3 Bio-Ethanol Production System Renewable Energy Biofuel 

E-4 Mitsubishi-Martin Refuse Incineration 

Plant 

Incineration、

energy recovery 

Refuse power generation 

plant 

E-5 Mitsubishi Methane Fermentation System Energy recovery 

from biomass 

Biomass power generation

plant 

E-6 Mitsubishi Sewage Sludge Carbonization 

System 

Energy recovery 

from sewage 

Charcoal production 

E-7 KM CDR Process CO2 recovery CO2 recovery plant 

E-8 Toshiba waste-plastic oil reclamation 

system 

Waste-plastic 

reuse 

Power generation 

E-9 Toshiba’s high-concentration organic 

wastewater treatment system 

Waste water 

treatment 

Waste water treatment 

E-10 Biosensor type water quality monitor Water quality  Bio Monitoring equipment

 

 



 

E－2 

 

E-1  Biogas Plants 

Environmental 
Organic waste treatments and 

co-generation 
Biogas plants 

 

Outline of the product/technology 

(1) Function： 

① Treatments for organic wastes such as food wastes, cattle manure and organic sludge, 

② Treatments of waste water or slurry with high BOD values, and 

③ Energy recovery as biogas production and its co-generation processes. 

 

(2) Structure/System： 

A typical system of biogas plants consists of the following processes：pre-treatment 

for biomass to be digested, methane fermentation, co-generation of biogas and treatment 

of digested slurry. 

There are two types of the digestion, mesophilic and thermophilic methane fermentation, 

which can be employed properly by kinds of biomass to be treated. 

 

(3) Features： 

① Two main functions of organic waste treatments and energy productions,  

② Low energy consumption for operation compared with aerobic systems, and 

③ Possibility of the conversion from CO2 to CH4 in methane fermenters. 

 

Energy saving effect 

(1)Technical features： 

Organic waste treatment systems with the function of energy production as electric power 

and heat. 

 

(2)Energy saving/CO2 emission reduction： 

Biogas production as carbon neutral fuels from organic wastes and CO2. 

 

 

Information of manufacturer 

(1)Name of company and department：Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.Ltd 

                                Water treatment & Waste Recycling Sales Dept 

(2)Address：4-6 Nishikasai 8-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088, Japan 

(3)Contact to： 

 Tel：81-3-3675-6839 Fax：81-3-3675-6429 

 E-mail：meshp_wt@mes.co.jp 
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E-2  Vacuum Frying Dryer 

Environmental Recycling of organic wastes Vacuum Frying Dryer 

 

Outline of the product/technology 

(1) Function： 

① Production of solid fuels with high calories from organic wastes and waste oil, and  

② Production of an assorted material for the livestock feed from food processed residua.

 

 

(2) Structure/System： 

Organic wastes with relatively high water contents are dried effectively in the cooker 

filled with waste oils under vacuum condition. The mixture of oil and organic mattes 

are separated to dried organic matters and separated oil and separated oil is fed to 

the raw waste mixture tank to mix with raw materials. 

 

 

(3) Features： 

① Recycling of wastes to form feed or fuel with high value added,  

② The fuel as one of carbon neutral biomasses, and 

③ High quality of dried materials by the low drying temperature.  . 

 

 

Energy saving effect 

(1)Technical features： 

One of the most effective recycling systems for organic wastes in a viewpoint of energy 

savings. 

CO2 saving process combined with Biogas process (methane fermentation) 

 

(2)Energy saving/CO2 emission reduction： 

A recycling system of zero emission for CO2 by using waste oils as a biomass energy resource 

for all heat sources in the plant. 

 

 

 

Information of manufacturer 

(1)Name of company and department：Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. 

                                Water treatment & Waste Recycling Sales Dept 

(2)Address：4-6 Nishikasai 8-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088, Japan 

(3)Contact to： 

 Tel：81-3-3675-6839 Fax：81-3-3675-6429 

 E-mail：meshp_wt@mes.co.jp 
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E-3  Bio-Ethanol Production System 

Environmental Renewable Energy Biofuel 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

① This is the bio-ethanol production system in use of woody materials as the feedstock.

(2) Structure/System 

① Hydrolyzing hemicellulose of woody materials to C5 sugar by steam pretreatment 

② Hydrolyzing of cellulose woody materials to C6 sugar by using emzyme 

③ Fermentation of C5 and C6 sugar by using GMO strains 

④ Distillation 

⑤ Dehydration using our original zeolite membrane 

⑥ Waste water reuse and water treatment systems 

(3) Features 

① Improving energy consumption by enzymatic hydrolysis and dehydration using our original 

zeolite membrane 

② Improving the ethanol productivity by GMO strains fermentation 

Energy Saving Effect 

(1)Technical Features 

see the above items 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

Using the ethanol made from biomass contributes to CO2 emission reduction.  

Information of Manufacturer 

(1)Name of Company and Department：Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., ltd. 

Business Development Dept. Plant & Environment Hq. 

(2)Address：4-6 Nishikasai 8-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088, Japan 

(3)Contact to： Hisanaga Iwata 

Tel． ：81-3-3675-6245   Fax．：81-3-3675-6429 

  E-mail：iwt@mes.co.jp       
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E-4 Mitsubishi-Martin Refuse Incineration Plant 

6. Environment Refuse power generation Plant 

Outline of Product/Technology(製品/技術の概要） 

(1) Function 

① Sanitary treatment of Municipal Solid Waste 

② Generating electricity by heat derived from combustion of waste 

 

(2) Structure/System  

1. Waste is stored at the refuse pit and then the refuse crane carries the waste to the 

incinerator. 

2. Waste is entirely burned out in the incinerator. 

3. Boiler will recover heat from flue gas after combustion as steam, to generate electricity 

by steam turbine. 

4. Flue gas will be cleaned by the flue gas treatment system and be discharged from stack.

 

(3) Features  

① Complete combustion by Mitsubishi-Martin reverse-acting stoker 

② Advanced pollution control technology in compliance with all environmental control standards

③ Long continuous operation period and short maintenance shutdowns with high plant availability

④ The greatest number of delivery records of refuse incineration plant in Asia as reliable

technology 

Energy Saving Effect 

(1) Technical Features 

High energy recovery rate achieved by high system efficiency and low in-plant requirements

 

 

(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

1. CO2 emission can be reduced to approximately 1/3 of direct landfill. 

2. Waste can be utilized as a resource for generating electricity. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department： 

Environmental Systems & Solution Department 

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 

(2) Address：16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 

(3) Contact to： Shinji Kobayashi 

  Tel． ：81-3-6716-3697   Fax．：81-3-6716-5891 

   E-mail：shinji_kobayashi@mhi.co.jp 
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E-5 Mitsubishi Methane Fermentation System 

6. Environment Power generation with biomass Power generation plant 

Outline of Product/Technology 
(1) Function  
① Sanitary treatment of food waste and animal waste 
② Producing methane gas from waste, to generate electricity 
③ Producing liquid fertilizer and compost 
 
(2) Structure/System Waste is put into Methane fermentation tank through receiving facilities. 

5. Methane gas produced in the tank is carried to gas engine to generate electricity. 
6. Digestive fluid discharged from the tank could be utilized as liquid fertilizer. 
7. Animal waste dehydrated in receiving facilities is fermented through several steps to be utilized as 

compost. 
 
(3) Features  

Generating electricity by utilizing waste as a resource 
 
 

Energy Saving Effect 
(1) Technical Features 

Producing methane gas from waste, to generate electricity by gas engine 
 
(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 
3. Compared with direct landfill disposal, CH4 emission level from landfill gas can be extremely saved. 
4. Generating electricity by utilizing waste as a resource 
 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

Environmental Systems & Solution Department 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 

(2) Address：16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(3) Contact to： Shinji Kobayashi 

  Tel． ：81-3-6716-3697   Fax．：81-3-6716-5891 
   E-mail：shinji_kobayashi@mhi.co.jp 
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E-6  Mitsubishi Sewage Sludge Carbonization System 
6. Environment Biomass energy recovery Charcoal  production 

Outline of Product/Technology 
(1) Function  
① Sanitary treatment of Sewage Sludge 
② Producing charcoal fuel for power station by Sludge 
 
(2) Structure/System  

Sewage Sludge discharged from Swage treatment plant is carried into pyrolysis kiln. 
Sludge is utilized in the pyrolysis kiln as a charcoal fuel for power station. 

 

(3) Features  
① Promotion of recycling 
② Extension of landfill lifetime 
③ Measure against global warming 
 

Energy Saving Effect 
(1) Technical Features 
1. Sewage Sludge can be utilized as a charcoal fuel for power station 
2. Pyrolysis gas discharged from kiln can be used as a fuel of the kiln itself. 
 
(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 
5. Compared with direct landfill disposal, CH4 emission level from landfill gas can be cut down to 1/21. 
6. Compared with sludge incineration, CO2 emission can be reduced by using Biomass fuel instead of 

fossil fuel at power station 
 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department： 

Environmental Systems & Solution Department 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 

(2) Address：16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(3) Contact to： Shinji Kobayashi 

  Tel． ：81-3-6716-3697   Fax．：81-3-6716-5891 
   E-mail：shinji_kobayashi@mhi.co.jp 
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E-7 KM CDR Process 

Environment CO2 recovery CO2 utilization 

Outline of Product/Technology 
(1) Function  

① KM-CDR process is the Kansai-Mitsubishi proprietary Carbon Dioxide Recovery process, a 

technology jointly developed by Mitsubishi Heavy Industries, ltd.(MHI) and Kansai Electric Power 

Co., Inc. (Kansai). 

② It is the technology to capture CO2 from flue gases of utility or industrial plants. 

③ KM-CDR process is applied for chemical feedstock production (ex. producing urea or methanol). 

④ Captured CO2 can be fed to CO2 Enhanced Oil Recovery or geological sequestration systems 

 

(2) Structure/System  
The CO2 recovery plant consists of three main sections; (1) Flue gas pre-treatment section (2) CO2 

recovery section, (3) Solvent regeneration section. The following block flow diagram displays the plant 

configuration. 

 

 

 

 

 

 

(3) Features  
- KANSAI & MHI‘s proprietary Flue gas CO2 capturing Technology 

- Hindered Amine Solvent “KS-1” with the special proprietary equipment 
- Proprietary energy efficient process 

Energy Saving Effect 
(1)Technical Features 
Low regeneration energy (KS-1 solvent outperforms the conventional MEA solvent) 

(2)Energy Saving/CO2 Emission Reduction 
The recovered CO2 from flue gases emitted enormously from power plants can be stored in deep saline 

aquifers 

Information of Manufacturer 
(1) Name of Company and Department：MHI CO2&EOR Project Group 

(2) Address：3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama 220-8401, Japan 

(3) Contact to： Takao Tomokuni, Commercial Manager 
Tel．：+81-3-6716-4478   Fax．：81-3-6716-5828 
E-mail：takao_tomokuni@mhi.co.jp 
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The flue gas blower feeds flue gas from the plant stack to the KM-CDR Process. After cooling in the flue gas cooler to a 

temperature of 45 degrees centigrade or lower, the flue gas is fed into the bottom section of the absorber and upward 

through the packing material inside the tower. As the flue gas passes through the material, the KS-1 solvent is distributed 

evenly from the top of the absorber onto the packing material, allowing the solvent to selectively capture the CO2 from the 

gas. Next, the KS-1 solvent with the captured CO2, "CO2-rich solution", is collected in the bottom section of the absorber, 

heat exchanged, and pumped into the stripper from the upper section. Once within the stripper, the CO2-rich solution is 

distributed onto a strip of internal packing placed in contact with an upward stream of stripping-steam produced by the 

reboiler. This steam strips the CO2 from the CO2-rich solution at the stripper, yielding CO2 with a high purity of 99.9 vol.% or 

more at 1.6 barA (Dry Base). At the final stage, the stripped lean solution is cooled down and reintroduced into the absorber 

through the heat exchanger and c 
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E-8 Toshiba waste-plastic oil reclamation system 

Environment   

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

①Energy generation and saving 

②Efficient use of oil, offgases, residue and hydrochloride acid 

③Easy to operate and maintain at normal temperatures 

 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

Picture of Toshiba waste-plastic oil reclamation system 

(3) Features 

The waste-plastic oil reclamation system reclaims oil from waste plastics through thermal 

cracking, including chloroethylene. The oil is converted into electricity or heat in generators 

and boilers, respectively, or becomes a raw material for petrochemical products. 

The system operates at normal temperatures, is easy to operate and maintain, and the oil, 

offgases, residue and hydrochloride acid, etc., generated during the treatment process can be 

efficiently used as renewable resources. The system supports recycling and energy saving in 

its own right, since it can be operated using electricity or heat generated from the oil that 

it reclaims. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Toshiba Corporation 

(2) Address  ： 1-1,Shibaura 1-Chome,Minato-Ku,Tokyo 105-8001,Japan 

(3) Contact to  ： Yuetsu Yamaki 

Tel．   ： 81-3-3457-4187             Fax．：81-3-5444-9287  

E-mail  ： yuetsu.yamaki@toshiba.co.jp 
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E-9  Toshiba’s high-concentration organic waste water treatment system 

   

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

①High economical efficiency(power generation and saving, decreasing of sludge, decreasing of 

  installation space) 

②Elimination of high biochemical oxygen demand (BOD) 

③Easy maintenance 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

Picture of Toshiba’s high-concentration organic wastewater treatment system 

 

(3) Features 

Toshiba’s high-concentration organic wastewater treatment system is the culmination of 

technologies that Toshiba has developed and cultivated over many years. The system treats 

organic wastewater to the point where it has no environmental impact, while efficiently 

recovering biogases generated in the treatment processes and converting them into power and 

heat by using them to fuel generators and boilers. A major step forward toward the achievement 

of a recycling-oriented society, the system is particularly suited for the treatment of 

organic wastewater with high biochemical oxygen demand (BOD), such as food processing residues 

and hog wastewater. 

 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：Toshiba Corporation 

(2) Address  ： 1-1,Shibaura 1-Chome,Minato-Ku,Tokyo 105-8001,Japan 

(3) Contact to  ： Yuetsu Yamaki 

Tel．   ： 81-3-3457-4187             Fax．：81-3-5444-9287  

E-mail  ： yuetsu.yamaki@toshiba.co.jp 
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E-10   Biosensor Type Water Quality Monitor 

Environment Water quality Monitoring equipment 

Outline of Product / Technology 

(1) Function 

①Quick and Sensitive Detection of Toxic Materials in Raw Water   

②Quick Alarming If Toxic Materials are Detected 

③Availability of Measured Data on Graphic Display  

 

(2) Structure / System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(3) Features 

①Quick and Sensitive Detection of Toxic Materials 

  Response time: about 30 minutes, Sensitivity: e.g. Cyanogen 0.05mg/l. 

②Adopting Iron-oxidizing Bacteria to Meet Various Raw Water Conditions 

  Activity of the bacteria is not affected by organic matter in sampled water because they live 

on ferric ions as an only source of nutrition. 

  As they live in acidic environment (about pH 2), other bacteria can not proliferate and 

pollution by organic matter can be prevented.  

③Availability of Continuous Monitoring without Data Missing Period 

  There is no data missing period by using 2 sensors with their measuring and cleaning processes 

alternately. 

④Enhanced Reliability by Using 2 Sensors 

  Reliability of detection has been enhanced by using 2 sensors for measuring if toxic materials 

in water are detected. 

⑤Periodical Maintenance of Every 3 Month 

  Maintenance work such as bacteria membrane replacement is necessary every 3 month. 

Energy Saving Effect 

Information of Manufacturer 

(1) Name of Company and Department：TOSHIBA CORPORATION 

(2) Address  ：1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-8001, Japan 

(3) Contact to  ：Shinji Sugiura  

Tel．   ：+81-3-3457-4187    Fax．：+81-3-5444-9287 

E-mail  ：shinji.sugiura@toshiba.co.jp 
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7. OTHER TECHNOLOGY 

（ENERGY、CONTROL） 

 
Item 

No. 
Name of Product/technology Large class Small class 

O-1 NGH (Natural Gas Hydrate) Transport Chain Energy  Storage, Transport 

O-2 Econo-pilot (Control)  Air conditioning Control 

O-3 InfoEnergy Management system Control 
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NGH (Natural Gas Hydrate) Transport Chain 

Electricity Energy (Natural Gas) Transport・Storage 

Outline of Product/Technology 

(1) Function 

① NGH is NEW gas transport method utilizing hydration technology. 

② NGH is useful to deliver natural gas from medium and small gas field to market. 

③ NGH can realize and advance gas supply for not large volume gas market as IPP or town 

gas. 

④ NGH can supply fresh water also for lives and industries.  

 

(2) Structure/System 

Gas hydrate is a generic name for clathrate hydrate formed by a gas molecule contained 

in a solid lattice cage made of water molecules. Especially, the artificially formed 

hydrate of natural gas components is called NGH (Natural Gas Hydrate). NGH has 

“Self-preservation Effect”, which makes it stable for long-term at -20 degree under 

atmospheric pressure. NGH can be applied to a transport of natural gas efficiently 

through this characteristic. 

 

(3) Features 

① NGH technology can provide cost-effective solution of natural gas transport than LNG.

② NGH can carry about 170 times natural gas as much as its volume.  

③ Transport and storage condition of NGH is under atmospheric pressure and -20 degree, 

milder than LNG’s (-162 degree) or CNG’s (20～30 MPa). 

④ NGH is safe as no explosive resolution occur because of with water molecules. 

 

Energy Saving Effect 

(1) Technical Features 

The demand of natural gas increase year after year because of smaller load to the 

environmental than other fossil fuels. NGH technology advances the use of natural gas 

through the supply to not large gas market and also gives more efficient method for 

energy saving than LNG. 

(2) Energy Saving/CO2 Emission Reduction 

・NGH has lower energy consumption than LNG in its production process. 

・NGH can simplify plant equipments and save construction cost because of milder condition 

compared with LNG.  

・Hydration technology is also applicable to the fixation of CO2. It is expected as the 

media to transport and fix the huge amount of CO2 recovered from power plants efficiently.

 

Information of Manufacturer 

 

(1) Name of Company and Department：Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., LTD. 

NGH (Natural Gas Hydrate) Project Department Business Development & Innovation 

Headquarters 

(2) Address：6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8439, Japan 

(3) Contact to： Naoki Yanagisawa 

Tel．    ：81-3-3544-3193  Fax．：81-3-3544-3283 

  E-mail   ：yanagisw@mes.co.jp 
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