report 企業紹介

共英製鋼株式会社 山口事業所

電炉事業を基軸に
多角的なリサイクル事業で
循環型社会づくりに貢献する

山口県では、化学等の素材型製造業を中心に、
既存の技術やインフラを生かした環境関連ビジ
ネスが広がりをみせつつある。今回紹介する共
英製鋼株式会社山口事業所は、こうした取り組
みの先導役として、鉄スクラップを鋼材に再生
する電気炉（電炉）の活用により、医療廃棄物
処理等のリサイクル事業を手掛けている。
電炉業界大手・共英製鋼㈱（本社：大阪市）

永

田

紘

文

取締役・専務執行役員山口事業所長
（ながた ひろふみ）

●事業所概要
所 在 地：山陽小野田市大字小野田 6289-18
設
立：昭和 47 年 11 月
年
商：435 億円（平成 17 年 3 月期）
従 業 員：301 名（協力会社は除く）
生産品目：異形棒鋼・構造用棒鋼・平鋼 他
加 工 品：カラー製品・メッシュ加工品 他
生産能力：800,000㌧/年（粗鋼 700,000㌧ / 年）

●事業所沿革
昭和47年11月
昭和48年 月
昭和48年12月
昭和63年 月
平成

◎はじめに

年

月

平成17年

月

山口工業株式会社設立（大阪市）
山口共英工業株式会社に社名変更、小
野田市（当時）に移転
製鋼工場完成、操業開始
メスキュード事業（医療廃棄物の収集
運搬処分業）開始
共英製鋼㈱グループ合併により共英製
鋼株式会社山口事業所となる
加工品事業部を分社化、共英加工販売
株式会社設立

の最大の生産拠点である当事業所は、昭和 48
年に小野田市（当時）で操業を開始した。その
後、建築工事向けの鋼材製造を中心に事業を拡
大しながら、時代の要請にマッチした環境分野
への進出を果たし、一事業所の枠を超えた大き
な存在感を発揮している。
本稿では、電炉事業にしっかりと軸足を置き
ながら、多角的なリサイクル事業を展開してい
る当事業所の、最近の取り組みを中心に紹介す
る。

◎鉄筋を中心に多品種・多サイズの鋼材
を製造
当事業所は、ビルの解体等で発生する鉄スク
ラップを原料に、鉄筋コンクリート用異形棒鋼
（以下「鉄筋」
）などの鋼材を製造しており、生

＜共英製鋼株式会社概要＞
所 在 地：大阪市北区堂島浜 1 丁目 4 番 16 号
アクア堂島西館 18 階
設
立：昭和 22 年 8 月
資 本 金：102 億 73 百万円
年
商：1,060 億円（平成 17 年 3 月期）
従 業 員：約 730 名
事 業 所：枚方事業所、山口事業所、名古屋事業所
事業内容：製鋼・圧延事業、エンジニアリング事業、
環境リサイクル事業 他
Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.kyoeisteel.co.jp
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▲鉄スクラップを溶融する電炉（当社資料による）

産量は共英製鋼㈱グループ全体の 3 〜 4 割を占

但し、鉄筋の需要は景気に左右されやすい上、

める。中でも、当社が国内トップシェアを誇る

地場での販売もボリューム的に限界がある。さ

鉄筋は、都心再開発やマンション建設等により

らに、国内には鉄筋メーカーが 40 社近く乱立

需要が拡大しており、鋼材生産量の約半分が鉄

しており、需給バランスが不安定なため、市況

筋という当事業所も、電炉の 24 時間稼動を行

変動が激しい。

うなど、ほぼフル生産の状況にある。

そこで当事業所は、機械部品向けの構造用棒

当事業所では、県内をはじめ中四国・九州地

鋼や、造船材などに用いる平鋼、溝ぶた等に使

方の建築工事現場に鉄筋を供給しており、工事

用するⅠバーといった、
「有利品種」と呼ぶ高

内容や進捗に応じた量・サイズの製品を、工場

付加価値製品を強化しており、多品種・多サイ

からジャスト・イン・タイムで届ける仕組みを

ズの鋼材を、遠くは東京や、北海道方面まで供

構築している。鉄鋼業界では近年、中国等から

給している。永田所長は、
「有利品種は鉄筋に

の割安な鋼材流入の拡大が懸念されるが、当事

比べ高い技術が要求されることから、手掛ける

業所の製鋼・圧延技術が生み出す優れた品質の

メーカーが限られ、
価格も安定している」
と話す。

製品と、安定した供給体制は、輸入品にはない

なお、原料の鉄スクラップは、月間 5 〜 6 万

強みとして、ユーザーから高く評価されている。

トン使用しているが、山口県内での確保には限
界があるため、陸上及び海上ルートにより九州
等からも調達している。

◎ 廃棄物処理は注射器から電子部品まで
拡大
＜医療廃棄物の収集・運搬・処理一貫システム
「メスキュード」は国内で圧倒的シェア＞
製鋼設備の電炉は、鉄スクラップを溶融する
際、約 2,000℃の超高温に達する。この特性を
生かした当事業所独自のビジネスとして、昭和
▲上：異形棒鋼（鉄筋） 下：平鋼、Ⅰバー
（いずれも当社資料による）

63 年に始まったのが、医療廃棄物の収集・運搬・
処理一貫システム「メスキュード」である。
「メスキュード」
（ＭＥＳＳＣＵＤ）は、医療
機関で発生する注射器などの感染性廃棄物を回
収し、電炉で溶融・滅菌処理するもので（特許
取得済）
、MEdical（医療）
、Scrapped material
（廃棄物）
、Safety（安全）
、CUstody（管理）、
Dispose（処理）の頭文字をとって名付けられた。
本事業がスタートした時期は、使用済の注射
器などからのエイズの感染が問題となる状況下

▲当事業所内の鉄スクラップ

で、医療廃棄物の安全な処理が課題となってい
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た。当時、製造部長であった永田所長は、鉄筋

あるが、現在は共英製鋼㈱グループ全体で取り

分野を補完する新たな事業を検討していたとこ

組んでおり、医療廃棄物処理の分野では、県

ろ、上記の問題を解決したいという行政サイド

内で約 8 割、全国で約 25％のシェアを有する。

の要請もあり、電炉の新たな可能性に着眼し、

エリアは当事業所と枚方事業所大阪工場で分担

「メスキュード」のシステムを開発した。

しており、回収作業は代理店にも委託している。

医療廃棄物の回収に用いる「メスキュードボ
ックス」は、投入口の大きい特注品の金属缶で、

＜企業機密流出防止のニーズを捉え、産業廃棄

最大容量 200 ℓまで様々なサイズがある。医療

物の処理が拡大＞

機関のスタッフは、この缶に注射器や薬剤容器

当事業所では現在、
「メスキュード」のシス

等をそのまま投入するだけで良く、分別等の作

テムによる医療廃棄物処理に加え、電池や電子

業から解放され、看護など本来業務に専念出来

部品、さらには賞味期限切れの飲料といった多

る。

種多様な産業廃棄物の処理も行っており、医療

専用車が巡回して回収した「メスキュードボ
ックス」は、密封したまま電炉で溶融され、滅
菌処理も行われる。

廃棄物の処理量を上回る状況にある。
この背景には、リサイクル率を高めたいとい
う各企業の事情もあるが、最近は特に、電炉で

医療機関から受け取る処理費は、事業開始当

廃棄物を跡形もなく溶融する点が、企業機密流

初、一定に設定していたが、現在はケースバイ

出防止の面で注目されており、実際に化粧品な

ケースとなってきている。
「廃棄物の回収が有

ど様々な試作品の処理が増えている。

料ということを、医療機関の側に理解してもら

これらの医療・産業廃棄物処理に係る月間収

うまでが大変だった」と永田所長は回想する。

入は、事業所全体の売上の 1 割弱であるが、
「需

当事業所でスタートした「メスキュード」で

要が大きく変動する鉄筋と異なり、安定的な収

▲「メスキュード」の仕組み（当社資料による）
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入が得られる」
（永田所長）という。電炉とい

ンス拡大を見込み、共英製鋼㈱と三井物産㈱、

うインフラを生かして、廃棄物を大量に受け入

住友金属工業㈱、エア・ウォーター㈱が共同出

れ、鋼材等に再生するという、既存の経営資源

資し、共英リサイクル㈱を設立（永田所長が社

を活用したリサイクルビジネスの成功例といえ

長に就任）したもので、2 つの設備（シュレッ

よう。

ダーマシン・ガス化溶融炉）
が新たに導入された。
このうち、東沖ファクトリーパークの敷地

◎廃車リサイクル事業も本格的に展開し、

内に設置されたシュレッダーマシンは、プレ

良質の原料確保と燃料コスト削減に寄与

ス後の廃車を細かく破砕して、廃車くず（シュ

医療・産業廃棄物処理事業を軌道に乗せた当

レッダーダスト）と鉄スクラップに分類してお

事業所は、平成 16 年より別会社を通じて、廃

り、残ったアルミ等の非鉄類は外販されている。

車リサイクル事業を本格的に手掛けることとな

元々高級鋼板を使用している自動車は、鉄スク

った。

ラップとしても良質で、シュレッダーマシンを

当事業所は、鉄スクラップを集めにくいとい

通すことにより不純物が除去されるため、鉄筋

う地域性から、自前の原料確保という課題を抱

等最終製品の品質向上にもつながっている。現

えており、その一環として平成 9 年より、小野

場では、この鉄スクラップを「ササニシキ」と

田市（当時）の工業団地・東沖ファクトリーパ

呼んでいるそうだ。

ークで廃車のプレスを行っていた。こうした中、

一方、当事業所の工場敷地内にあるガス化溶

自動車リサイクル法の施行に伴うビジネスチャ

融炉は、シュレッダーダストを高濃度の酸素に

▲上：処理前の廃車

▲上：ガス化溶融炉

下：シュレッダーマシン

下：処理前のシュレッダーダスト
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より熱分解して、高カロリーのガスに変換する

◎「メスキュード医療安全基金」を創設、

システムで、埋立処分されていたシュレッダー

医療関係団体に寄付

ダストのリサイクルを実現している。さらに、

当事業所が立ち上げた「メスキュード」は、

発生したガスは、圧延工場で灯油等に代わる燃

事業の拡大と共に、新たな社会貢献活動へと発

料として用いられ、1 日に使用する燃料の４〜

展している。平成 14 年に創設された「メスキ

５割をカバーしている。
「原油価格高止まりが

ュード医療安全基金」である。

続く中、コスト競争力の面で貴重だ」と永田所
長は強調する。

同基金は、共英製鋼㈱グループとメスキュー
ド事業の代理店が共同で、医療廃棄物処理の取

リサイクル源となる廃車については、県内及

扱量に応じて一定額を積み立て、その中から毎

び近県で、基本的にプレス済のものを購入して

年 25 〜 30 百万円を医療関係団体に寄付してい

いるが、現状では十分な確保が出来ていない。

るものである。県内では、山陽小野田市や日本

廃車の一部が海外へ輸出されているほか、比較

赤十字社山口県支部等に寄付が行われたほか、

的状態の良い車が廃車とならずに、中古車市場

厚生労働大臣への贈呈を通じて、エイズ予防や

で流通するケースも多い模様で、こうした動き

骨髄移植推進等の事業に活用されている。

も調達を難しくしているようである。この結果、
廃車からの鉄スクラップ回収量は、目標を下回

◎今後の事業方針

る状況にあり、当事業所では今後の伸びに期待

＜電炉事業：有利品種の割合を 60％に＞

しているところである。

電炉事業に関して永田所長は、
「経営安定を
図る観点から、需要や価格の変動が激しい鉄筋

▲ガス化溶融炉の仕組み（当社資料による）

20

やまぐち経済月報2006.4

のウェイトを引き下げ、平鋼など有利品種の割

枝葉を伸ばす格好で取り組んでいく」と語る。

合を 60％まで高める」との方針を掲げている。
但し、
「鉄筋を作るコストで有利品種を作る」
（永

◎おわりに

田所長）という目標を実現するため、低コスト

当事業所は、鉄筋を中心に高い競争力を有す

で製造出来る鉄筋の比率は極端に落とさず、最

る電炉事業と、先進的なリサイクル事業が有機

低でも 4 割程度を維持することとしている。そ

的につながるシステムが構築されている。これ

の一方で当事業所は、鉄筋分野の最大手として

も、永田所長の強いリーダーシップと先見性の

市況の安定を守るという責任もあり、状況によ

賜物といえよう。

っては減産も辞さないという。

操業開始以来 30 年を超える当事業所は、鉄
スクラップの調達や鉄筋等の販売はもとより、

＜廃棄物処理事業：本業の電炉事業を補完し、

雇用など様々な面で、地域との関わりを深めて

シナジー効果の発揮を目指す＞

きた。
「高品質の製品を安定して供給すると共

廃棄物処理事業については、家電リサイクル

に、電炉を生かした資源の有効活用も進めなが

への参入も検討しているが、あくまでも本業の

ら、地域との共生を図っていきたい」という永

電炉事業を補完する位置付けと捉えている。実

田所長の信念に揺るぎはない。鉄鋼資源を中核

際に廃車リサイクルも、良質の鉄スクラップ入

に据えた「総合リサイクル企業集団」の一員と

手や代替燃料確保を通じて、製品の競争力向上

して、循環型社会を支える当事業所の、次なる

につなげていくことを目的にスタートした。永

一手に注目したい。

田所長は、今後の取り組みについて、
「本業と

（能野

昌剛）

のシナジー効果が発揮出来るものを、少しずつ

▲当事業所全景（当社資料による）
＊シュレッダーマシンのある東沖ファクトリーパークは上の写真と異なる
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