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鉄はどのようにして作られるか

鉄はその原料である鉄鉱石から鋼材をつくるには

製銑製鋼圧延の3工程が必要である.まず鉄鉱石

から銑鉄をつくる工程を製銑作業といいこの銑鉄を

つくるおもな方法は骸炭(コｰクス)木炭を熱源還元

剤として熱風(空気)を使用する熔鉱炉(高炉)によ

るものと電熱を熱源とし粉コｰクスを還元剤として使

用する電気炉によるものとの2つがある.しかし大量

生産方式をしてほ高炉銑で犬魏緩鉱炉一骸康法に

よってつくられるもので木巌難織議(水炭鋭)減鴛舳

クスの代りに木炭を還元剤として使用する方法で一般

1ご小型熔鉱炉によるがそれは木炭の入手が容易である

地域を必要とするので主として特殊な用途高級鋳物

等の原料銑として製造されている｡

電気製銑法(電気銃)はわが国のように石炭に乏し

く豊水期に安価な電力がえられる国においてもっとも

適した方法で肩本以外にはスカンジナビア諸国および

イタリア北部馨で古くから利用されている.とくに最

近は需要も多いので電気炉も大型化しつつある.この

他の製鉄法として回転炉による方法がある.これに

はクルップ･レン法(KmPP･Renn)とバッセｰ渓が

あり前者は皿一タリｰ･キノレン(回転炉)で酸性貧

鉱(わか国では砂鉄を使用する)および低品位固体燃料を

原料として直接製鉄を行なう方法である.

後者はセメントクリンカｰと溶銑とを同時に回転炉

で造る方法である.ウイｰベルク式海綿鉄製造法

として電力が安く石炭カミ乏しく良質の鉄鉱石が多量

にある･スエｰデンで行なわれているもので竪形炉を用

い木炭と=電力で還元ガスを発生し高品位鉄鉱を低激

還元して純良匁海綿鍛をつくる直接製鉄の一種であ

る咄わが国では行泳われていない､また駿講密化

瀧澱製銑炉(醸索炉繊)による方式がある.これは資本

独特(爽作鱒繊)の製銑方法で竪形炉を潤い頂部から

馳紳6c%の高濃度の酸素寓化送風を行なう製鉄炉で約

3時間で銑鉄をつくることがで書るといわれている甜

であるが濠ず原料である鉄鉱宥焼結鉱(秒鍛硫酸焼

鉱匁蔓)鴛一クス(遼充剤)宥次府(燦欝翻)マンガ

ン鉱平炉埠等を一定盤紀配合して高炉の頂部から装

入し下方から熱風を吹き潜る由(炉榊δ00曲C)

炉内では溶け恕銑鉄と鉱津ぽわかれ一定時間(約6時

間)ごと紀下からおり出される岨ごの銑鉄は製鋼用

の原料となるほかにその襲漢鋳物銑にもなる｡(たとえ

ばストｰブ)

このような大型熔鉱炉方式によら拙へ特殊製鉄方式に

おいてはわが間ではその原料とな葛鉄鉱刷談その大

部分が砂鉄でついて粉状鉄鉱石硫酸焼鉱が使用され

ている現状である.さて高炉方式で銑鉄をつくる方法

この鶏嚢讃をみてもわかるよう虹銑鉄生産量のう

ち鋳物用銑はわずかに蝸～工夏%で製鋼用銑が89～90%

も占めている､蛍た製濫方式からみても高炉方式カミ

99%で特機製鍛方式(驚気炉小塑熔鉱棟木炭製鋲

回転炉酸素輝)はわずかに五陶工苗δ%にすぎ低い.

さてこの銑鉄を王トンつくるためにはどの位の原料

を現在必要とするかというと別関(および第独譲)に

示されるよう校原料が消費されている苦

次に銑鉄は炭素珪素硫黄等の含有量を少匁く

し圧延加工できるようたねばさと伸びをもたせる

ことのできる鉄すなわち鋼(はがね)に変えなければな

ら狂い.この工程を製鋼作業という.

製鋼方式には平炉製鋼法鰯気練製鋼法転炉製

鋼法(トｰマス転炉ベッセマｰ転炉)純酸素上吹転炉製

鋼法(LD法)がある.

このようにして原料が嬢入されたらこの装入原料の

上面に燃焼ガス(蒲生炉ガスを妻とするが最滋/摺漁

コｰクス煉ガ渓巌ね蝸脅剛鰯禽燃料を健鰯している)を通

過させ幾人嫌料を溶艦し十分な製錬を行なう由(但�
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し現在は製鋼作業を早めるため酸素を利用している)一般

に製鋼時間は5～12時間であるが純酸素上吹転炉法だ

と製鋼時間カミ20～30分といわれている.そこで平炉

から出鋼して取り鍋に入れた溶鋼は鋼塊鋳型に鋳入し

て鋼塊(粗鋼)にする.

ではこの鋼塊1トンをつくるにはどの位の原料を必要

とするかというと別区および第エ王表･4･遣に示さ

れるごとくである.

第9表

回本の

銑鉄生産量

次に鋼塊を赤熱してロｰルの間で圧し伸ばす工程

を圧延作業という.すなわち大形鋼塊を分塊圧延機

にかけて棒や厚板･薄板〔熱間圧延(ホット･ストリッ

プ･ミル)と冷間圧延(コｰルド･ストリップ･ミルヵ…ある)〕

や管などのいろいろの形の鋼材とするものでこの製品

がいわゆる圧延鋼材である.

以上のように製銑一製鋼一圧延の工程を同じ工場

企業内で一貫して行なうものを一般に鉄鋼一責メｰ

��

1,000k宰

������(単位1トン

��製造別高炉銑�昭和82年度5865401�昭和33年度66564ワ6�昭和34年度8694611�昭和85年度11005421

��電気鋭�242554�285294�384790�392105

��木炭銑�2798�3,038�3,249�4.048

�製鋼用����…�

��回転炉.銑�27063�ワ8768�32289�49914

��小型炉銑�16512�`�19008�16038

��歓素炉銑�一�一�■�i

��(計)�6154328�6973526�9133877�11467526

��筒炉銑�626293�571553�772257�1046363

��電気鋭�71878�77159�73,154�97.637

��木炭銑�29030�18086�27艦2�37415

銑鉄�鋳物用�回転炉銑�一�i�一�一

��小型炉銑�45798�54009�62544�68,334

��酸素炉銑�一�70875�18832�26757

��(計)�772999�731682�954229�1276506

��筒炉銑�6491694�7227979�9466868�12051784

��電気銑�314432�362453�457874�489742

�合計�木炭銑�31828�21124�30691�41463

��回転炉銑�27063�28768�32289�49914

��小型炉銑�62310�54009�81552�84372

��酸素炉銑�一�10875�18832�26757

��(計)�6927327�7705208�1O088,106�12744032

薬高炉銑以.外の銑鉄は一蜘=特殊醐鉄(電気炉木炭製鉄籔)として一橘されている

(資料:持殊製鉄脇会)

蒐ユO表全国高炉原単位(トン当り消蜜量単位kg)

鉄鉱石

(1,醐3』島,

���

Jユh)

海外鉄鉱石(750kg)

爆結鉱7{3k.

国内鉄鉱石(31㎏)

その他(19kg〕

コｰクス

(醐k雷)

㍗､魚島､石蘭

マンガン隻広

おη

(s㎏〕

平､､x｡,碑皿

(この他に笠叙が約い■工業胴水が約

8トシ干立必要である)

��������������銑鉄1トノを作るための原料(同召35.金国半均筒獅原単皿かω��

ぶへ���鉄鉱石�������������

����掘その他纐��コｰクス�マンル鉱および宰�平炉津�鉄屑�石灰石�その他�����

�輸入鉱�国内鉱.�焼結鉱��許�������年度芳1����

������������区分�1956年�ユ957年�1958牢�1959年

1950�65工�265����������銑鉄�542�57垂�6ユ9�605

���������〉��㈶��������

������������鉄屑�26�ユ9�23�ユ8

��������㈰����������������

句������������鋼屑�537�504�450�492

�750�31�743�19�1,543�634�8�84�1一�1431�3�����

������������鉄鉱石�6コ.�67�62�35

������������マンガン鉱�3�2�3�2

������������フェロマンガン�6�7�'�一

������������フエロシリ=1ン�1�2�■�一

������※その他鉄源(スケ■ル粒鉄鉄津磁選団鉱)(資料:日本鉄鋼連盟)打〕池{叫"ハ割..乎曲･勘匝第11表A→囮鉄鉱む金国平均の平炉鋼トンiFo5脇!一い=･1,5岨匡当り原料消盈高推移峨舳1(単位kg)コｰ州ゆ郷○臼舳!峨破娩舳}1箏箏一篤続瓢義童������重油�741�74坦�64β�614

������������発生炉炭�11�ユO�6�4

������������コｰクス炉ガス�47mo�58mo�49m3�37m3

������������電力�23kW11�23kWh�25kWト�24kWh

※その他鉄源(スケｰル粒鉄鉄津磁選団鉱)

{冊1屯{叫ニガ}割..乎曲･{*一

匝

圧団i･蝋二㍉1･

㍗､､一

1,54趾匡

工鉄蜘il

{砂郷

峨破娩鋤.1

(資料:日本鉄鋼連盟)

第11表A→

金国平均の平炉鋼トン

当り原料消盈高推移

(単位kg)

篤11表B

全国平均の鋼塊トン当

り材料(副原料)消盈単

↓位の推移(単位kg)

そ(二｡､他1(資料:㈱蜘

銑鉄1トンを作るための原料(同召35.金国平均高炉原単位から)

〕〕〕1㌧

(寅芋叫:日本隻失鋼j坐豊豆)

披玖

07壬^一

(伐科:円木斜鋼地蘭ユ1,〕

1トンの銑鉄および鋼塊を造るに必要

な原料

原料別牢別���専媒溶剤��炉床剤���炉用煉瓦��

�酸素(m｡)�生石灰�石灰石�生ドロマイト�ドロマイトクリンカｰ�マグネシアクリンカｰ�酸性�中性�塩塞性�その他

�������㌱����㈷����㈮伉������

�����㈷��������㌉����������

�����㈷��������㌉�㌉��㌮�����

1958�18.0�20.8�30.7�9.5�24.臭�4.3�6.4�4.O�8.5�0.2

瑞竜1959�22.9�18.5�32.2�8.6�2315�ム.4�4.7�3.7�8.2�1.1

※は酸･性平炉分は含まず

※※1959は10月分のみの実繍

(資科:日本鉄鋼連盟)�



一10一

カｰと称する.わが国の一貫メｰカｰは9社で銑

鉄生産の約95%鋼塊生産の約76%鋼材生産の約74%

も占めている.現在の高炉の規模とその基数を示し

たものが第12表A･遍･Cである.

この高炉の規模は公称能力を示すもので実際の出銑

はこの能力より約2～3割増ぐらいにたる.ただし高

炉の出銑能力は24時間を単位とし6時間ごとに出銑す

策12表A

わが国の高炉規模別能力推移表

るから一目に4回の出銑となる.平炉の能力だとえ

ば100トン炉というのは一回の溶鋼が100トン出ると

第12表Bわが国の高炉の規模比率(1960)

牢刷帷����ユ9{5〕�������1956〕����ユ960〕�������134)��(ユ1,668)����(ユ00%)����

繊炉鹸��(挫削���(公称剃舳1国カ〕����(燕削���{公称榊1雌カ〕��{基敏)�{公称桝舳脂力〕�����������������

1,500り��0�����○け��o����O)�4�2,052.OOOけ�����������������

一〇〇〇��4���1240000����4���1533430��5�工9島9000�����������������

700��5���1,085,OOO����6���1,715,620��7�2,080.OOO���1…｡岬峠��������������

������������������'ゼ1･咀旧��������������.

650��o����o���o����o�1�2軸OOO���������������/��

600��4���7μ.OOO����4���1,101,580��6�1.648000���1,Onll��������������

�〉�����住�������㌰��㈲�住���������

450��0����o���一����206-050�3�590,OOO���三111u���1�57����������

�〉�����〉����㈰㌲〰�������������

400��4���496.OOO����5����978,590�3�519.OOO���昔1咀1���1938�����������

㌵〉�����〰�����估㈮住伉������������

300��4���372000����4����596500�4�563000���7川1��������������

㈲����㌹�〰��漉�������������

200��1����62.OOO���1����105,810�1�103.OOO���舳j��������������

�������〉�漉�������������

肘��慨〕���(55謎300〕����(33〕���77152]O��`36〕�操10210000���一川1��������������

���������※八鰯娘鉄所の葉田の第1･2は休止しているので稼働中は34遮である�����������������������

��������������(数料:昭和35年版日本の鉄鋼続針P29)����llπ��������������

��������第12表C鉄鍋一貫メｰカ□の高炉規模(公称能力)����������3川��������������

���������㈰��������

籏国一貫�������謝炉の蝿憤蓮改��������������＼�����������

'一由一会社�帥�㎜�齪�舳�舳�舳�脚�柵�㎜�.刎�｡馴^�､i㎜1�合鉗��珊和顯年蛙蹟生産亙�比睾��m��������������

八帽製峡旺峠�������������io甚�������������������

炉鰯�����������②甚�������������㌔��������

�������������健公蛛脆カ冒.2ooソ��2.7顯.㎝け�釦.8%���･�������������

個剛��������②�②�������������フr;スll㌧･ltトイツペルキ･〃七二������fや1共���｣□本�

㈱剛��②��②硅����������������������プルク������

宙士靱触旺鵯�������������9苗�����������世界の主要製鉄国の熔鉱炉規模��������

健闘〕��������③錨����①担�借公稔舵カ7.oooソ��里｡662.000�300%����������������

雌石〕��������①珪���⑪基���������������������

{広倒���������②��①基���������僻次〕�(区分〕��フランス�ザｰル��ドイツ�.ルギｰ�''ク����

����������������������������プルグ�イ判ス��ア川カ�目本

目葦翻雷“.峠�������������6甚�������������������

`犬庇〕��������������������ユ929字�一蓬当平均目産商トン��ユ86���������

������②黎������������������224��328�ユ90�2ユ2�ユ冒5��595�

�������������博公蒜能カ3,oooソ�������������������265

���������������1.里蘭,佃OO��'.2%���������������

胴町〕������①理���①������������(稼励萬煩塞数〕��=淑)�(26〕��(115)�(59〕�{38)�(158〕��(一〕�03)

���������������������山一�����������

㈹則�①��������①.������������一基当平湧昌産高トン��ユ94�258�●�������

��������������������工938牢������832�187�226����

l1崎軸峡H.蘂�����������������������������ユ93��604�299

�����������①蓮��4甚�������������������

{千鋤������①独���①.��①蓮����������嶋鋤商炉塞敬)�����������

�������������借公称舵加.600ソ回����������{86〕�(26〕��`128〕�〔36〕�(19)�く99〕��(一〕�(23〕

���������������715.000�o.1%����一'■■������������

主友査眉工籔K.“��������������9甚1������工95S年�一塾当平均日産高トン��238�298��S56�257�294�29里��834�787

{小創���①.����①喋�������������������������

{和欧山〕1山■�������������樽公椋舵カ2I300ソ日��側･岬������憎動商炉塞散〕��ooo〕�(22〕��(90)������

����������①堪�����������������〔45)�{25)�(i05〕��(210〕�(37)

押戸閑観所�5.茗%�������������������������������

�������������2理��������一基当平均目産商トン��26o���45S�298��4ユ4���

������������������������■�������1,i53�705

���������������������(稼醐商炉塞鋤��02司)���(m)�(51〕�一����

{橿帳〕������①基���①基����博公苗旋カ1,OO〇九��2祀.o㎝�ヨ.1%����工957年���������(96)��(17i〕�{25〕

尼前靱侠監.臣����①甚��①進�������2荘��������出銑釧単位1,OOO･･〕��11.冨85�■��18.358�5｡酬7�一�14,509��71,979�64茗7

帽輔〕�������������船徐勧乱mγI��427.o何o�����������������

中山靱観所����������������4.咀%������{筑牌〕∋冒…19銅寧寅繍{i9蘭年は西ドイツωみである〕����������

�������������2基�������������������

`鶴剛����①荘�①燕��������儲公崎能カ1,050琉����.9究��������蕪理196!年葵繍{銑鉄1目平均生麿脂を寧末櫨励基破で除Lて傘喪敏字を鄭定Lたものであ引�������

大瞭困囲H.旺���������������3価.㎝]�����������������

�������������一韮��一�����������1929-1953の資料1(島村哲夫:鉄棚継緕翁､P29より〕1957の資料は『鉄と齪｣VoL皇百������

����������������一����������������

{西ω�①������������篭公誌脆カ30oシ������������庇5からでとくに一957年ωイタリアはユ雌些り耳均目産癌興1/目穂行嵩炉敏は9控�������

`合酎〕�2錨�荘�恭�担�韮�基�燕�地�疽塘�蝶�堪�曲���o.目固.冊口o��%����出銚坦は21銅,oooトンである�����������

※八鰯娘鉄所の葉田の第1･2は休止しているので稼働中は34遮である

(致料:昭和35年版圓本の鉄鋼続針P29)

第12表C銑鍋一貫メｰカ□の高炉規模(公称能力)

炉の犬きさ�基数'�年能力�日本全体に

1日産･公称〕��(千トン)�占める割合

600ト!���

末湖�5�882�7.6%

�ぽ��

999�16�4,68ユ�40.1%

�〰〉�

������〉㌲�─

1,500以上�4�2,345�20､ユ%

�134)�(ユ1,668)�(ユ00%)

フルク

世界の主要製鉄国の熔鉱炉規模
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1929-1953の資料1(島村哲夫:鉄棚継緕翁､P29より〕1957の資料は『鉄と齪｣Vol.皇百

庇5からでとくに一957年ωイタリアはユ雌些り耳均目産癌興1/目穂行嵩炉敏は9控

出銚坦は213日,oooトンである

蘇妹

{演将:日ホ撲観饅盟}

世界の主要製鉄国の熔鉱炉規模
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策13表B

わが国の大型平炉の現状(34.9.現在)

��第13表Aわが国の平炉規模別能力の推移�����重油焚(冷銑主体〕�住友金属(棚汕)�2ユ0トン×1基

ぷ力��(1942)��(1954)(1960)���重油焚(溶銑主峰〕�八鰍鉄(八幡)�{220トンX1推ユ50トンX2鍍200トンX2装

�基数�公称年間能力�基数�公称年間能力�基数�公称年間能力�コ■クス炉ガス焚(溶銑主体〕�禽土製鉄(室蘭)�200トン×5基

�������コｰクス炉ガス焚傭銑主俸〕�富士製鉄(釜石〕�ユ90トン×ユ基

ユOOけ以上99}50)50}未満(合計)�19基67基119基205基�1,724,OOOけ2,583,OO02,307.0006,6ユ5,320�39基74基67基ユ80基�3,3ユ8,400い2,978,400ユ,523.2007,820,OOO�型9基57基41基ユ三7基�5,117,OOO)3,585.0001,357,00010,059,000�コｰクス炉ガス焚(溶雑体)�富士製鉄(広畑〕�200トン×?基

�������コｰクス炉ガス焚(溶銑主体)�八幡製鉄(八鰯〕�{ユ60トンX3基2ユOトンX1基230トンXユ燕

�����(資料:昭和36寧度版日本の鉄鍋統計P.30より〕��コｰクス炉ガス焚(溶雑体〕�川崎製鉄(千葉〕�ユ50トンX3基

第13表Aわが国の平炉規模別能力の推移

(資料:昭和36寧度版日本の鉄鍋続言十P.30より〕

v･う意喋で高炉の場合とは黒柱る.

次に単独平炉メｰカ一とは製鋼一圧延の設備をも

ち製鋼用銑を鉄鋼一貫メｰカｰから購入して屑鉄法

によって製鋼を行荏う企業である.製鋼設備としては

平炉(転炉)および電気炉がある.原料は銑鉄屑鉄

を主とするが若干の鉄鉱石(主として海外鉱)と国内の

砂鉄を焼結して使用している.この他には国内のマ

ンガン鉱石灰石フェロマンガンフェロシリコン等

が利用されている.とくに電気炉を使用してその原

料を主として国内の砂鉄から砂鉄銑をつくり高級鋳物

銑低燐銑特殊鋼母材をつくっている場合を電炉メ

ｰカｰという.なおわが国の平炉の規模については

第13表･A･忍に示めされている.

肩本の炉別粗鋼生産量(1960)世界の主要粗鋼生産量(1959)

原
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心力

��

/三

砂

鉄

亨｣1

一一1･コニペ･`一

唖

也

第14表

ザその他2L7%アメリカ
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†鍛杉浦は

ブ6.8%イ
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{資中耳:日孝肇失鋼三重豊星)

電気炉主要設備表(昭35.3現在)

S"仙1ユ≡11罧f■『I100o

函

沸雌

回

霊f㍑冊肺パ

�

孝!

岨銚

岬芹〕

出

会社名�工場名�台数�電炉容量�日産能力�寧間砲｡o目として〕生産能力

�八戸�3�5,500止W×3�スポンジ60トン×3�18,O00トン×3

東北砂鉄鍋業�����

�大湊�ユ�5,OOOkW�スポンジ60�ユ8,000

日奉高周波鋼業�八戸�1�7,OOOkW�50�ユ5,000

日曹製鋼�八戸�3�5,OOOkWX3�ペレタイジング50}50×3�15,900×3

東北電気製鉄�和賀仙人�ユ�5,700kW�52�15900

東北電化工業�大間々�3�12,O00kW�スポンジ140�42,OOO

呉羽製鉄�富山�ユ2�6,OOOkW7,500kW×2�53�ユ5.90033,000

北海道砂鉄�伊達�3�4,976kW5,052kW4,979kW�48×3�ユ臭,400×3

東邦電化�千葉�2�6,750kW×2�60×2�18,O00×2

矢作製鉄�名古屋�26�5,000kW6,500kW�.硫酸樺焼結4355�ユ3,000ユ3,000

(小計〕�i�(28)�(107,207)�一�(3ユ6,200)

全国電炉合言十��89���砂鉄銑557,OOO鋳物銑脳1000(合計)691,000
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砂鉄銃1トン当りに必要な原料

砂鉄を利用して大量に製錬を行なう研究は日本にあ

たえられた宿命的なもので後述するように日本の鉄

鋼業は砂鉄で始まりその後近代的高炉様式が導入

されて砂鉄製錬は衰微したがその後研究がつづげら

れ昭和28年ごろから電気炉様式による電気熔鉱炉電

気製鋼炉カミ盛んと在るにおよんで砂鉄という単味の原

料はふたたび高級銑鉄高級鋳鉄として利用されるよう

になった.現在の主要な電気炉設備と能力を示したの

が第1る表である.

このように非常に細い粒子の(100～200メッシ旦)砂鉄

を利用して製錬しているのは日本のみでこれは国内の

鉄鉱石資源が他の製鉄諸国に比べて貧弱であるため比

較的豊富な砂鉄資源を利用して特殊桂高級銑をつくろ

うとして今日まで研究開発をつづけてきた結果であ

る.そこで現在砂鉄を主原料としてつくられる砂鉄

銑(熔銑)1トンに対する原料の割り合いは右記のよ

うである.

①砂鉄Fe53弗の場合2,000kg

Fe56%の場合1,900kg

②コｰクス450～500kg

⑨石灰石･マンガン約300kg

④電力Fe53%の場合2,900～3,000kWh

Fe56形の場合2,500～2,600kWh

この原料を使用して次のものが製造される

銑鉄1,000kg鉱溝600～700kg電炉ガス600～650㎜

これを高炉銑と電気銃(砂鉄銑)の場合の原料について

比較したものが第15表でこの表は高炉銑と電気銃

の原単位を比較した表である.

次に単独圧延メｰ力一(単圧ともいう)とほ圧延

設備のみをもち高炉平炉会社から鋼塊半成品をも

らって普通鋼材を生産する企業をいう.これら企業

体別の生産能力を比較したものが第16表である.

さでこのような日本の鉄鋼業が一年間にいったいど

のくらいの主要原料を消費しているかを時代別にみる

第16表鉄鋼生産の企業搬態別構虚(昭33)

･企業形蟷�会社数��鉄鉄��粗鋼�

高炉会社�8��72?8000･｡側.8%〕��9618000け175.3%〕�

単独平炉会社�12���61000(O.8%〕�1550,OOO(12.1%〕�

電炉会社�85���舳皿O(1.2%〕�430001一〕�

単独圧延会社伸鉄業�32約170��33?､OOO(4.3%)��521,OOO(4.1%〕�

(全国計)�約327��7676000{m%〕��12η3000(1OO%)�

全国設備能力���77100①(鵬〕��834,OOO(1鵬〕�

����(資料:鉄鋼(ダイヤモンド産業生杳)昭和36年P17)��

������峰位:トン

��原料別�年兄1�(昭和9年)�昭和ユ8年�昭和35年

���鉄鉱石�2.842000�7,092,000�4,518,OOO

���砂鉄�2100�209,000�1,570,OOO

���硫籔燐鉱�156,000�699,O00�1μ7,000

���その地の鉄源�由��

����■�一�2,301,OOO

���石灰石�1,304,OOO�2,238,OOO�3,018,000

���マンガン鉱�148,000�325,01)0�553,OOO

���鉄屑(溶解用)�2,538,OΩO�{,356.000�3,243,oOO

���コｰクス服料戻�2,776,000�7,824,000�11,246,OOO

第17表→わが国の鉄鋼業における主要原料消婁量���コｰクス�1?61,OOO�5,279,OOO�8,052,000

���重'拙�161,000k�47,OOOk�2,287,O帆〕k

����※;ル･スケｰル高炉ダスト銑淳藷をいう��

(資料鉄鋼(ダイヤモ/ト産業生杳)昭和36年P17)

第17表→

わが国の鉄鋼

業における主

要原料消婁量

※､ルスケｰル柵煩ダスト銑淳藷をいつ

昭和18卵1よ戦前における臼本妖商粗鋼生産の年である

(資料:昭和36作版日本の鉄鋼統計〉
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と第17表になる.

この中で鉄鉱石(海外,国内)砂鉄(国内)鉄く

ずコｰクス重油コｰクス用源料炭等はv･ずれも飛

躍的な生産増加が目立つと同時に鉄鋼業が如何に多量

の原料を消費するものであるかおわかりと思う.次に

鉄鉱石砂鉄硫酸焼鉱マンガン鉱石灰石鉄くず

等の原料が前述したような製銑工程製鋼工程およ

びフェロアロイ用にそれぞれどのように消費されてい

るかを調べたものが第18表である.

第15表わが国の高炉銑と電

気炉の原料比較

瀦費別

瞭料別

鉱石

コ'クス

石灰石

電力

電極

(高炉銑〕(電気鋭Au惚気銃B〕

原単位原単位原単位

��に朱�〰���に�

�に�㈰欹㈲に�

㈵に�〰欹��最

��栲���栱�〰��

-18kgユ3k匡

寮笛気鋭Aはi1三砂鉄僕胴樋気鋭Bは梅織鉄侠岬の

蝿合でともに年閥生産盟5万トンとした場谷

(汝料:楴殊狼鉄協会〕

平n製

鉄

鉄屑消費計ユ323川

製鋼川ユ29ユ32

製鉄川針屑

ユ291

そθ)地

鉄源3里

一一一一一一一`一一一糊鋼'i腿副

因圏

圧延川鋼塊消費

(捨j垣網､特殊鋼)

(90%〕(10%〕
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一己H:日』狙纈瞠理,

昭和35年におけるわが国の鉄
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この第18表をみてもわかるようにこれら諾原料のう

ち鉄鉱石マンガン鉱鉄くず原料炭(コｰクス用)

等の大部分は海外から輸入しなければこれだけ多量

第18表

昭和35年の用途別主要原料消数量

単位:トン)

�原料囲������

胴途罧1��(鉄鉱石)�(砂鉄)�(搬廃鉱)�マンガン鉱�(石妖石)�(鉄くず)

��(海外鉱〕4,007,867�O�0��0�O

�焼結胴������

��(国内鉱)921,190���5,323��

����㌳��������㌷��

��(海外鉱)8,859,096�一�一��O�

�高炉鵬����21,600��26工,283

��(国内鉱)233,631�一�一��1,374,762�

(製銑用〕��(海外鉱)233�O�0��0�

�電炉用������

��(国内鉱)829���15,940��47,572

��㌵�〴�������㌉

��(海外鉱)77,958��O��O�

�その他炉用����836��

��(国内鉱)1,820�����9,?1O

�����伉���〉

��(海外鉱)377,396�O�O��0�

�平炉用������7,610,643

�����伉�

��(国内鉱〕1g4�6�O��451,783�

(製鋼刷)��(海外鉱)13,772��O��o�

�転炉用������608,522

����

��(国内鉱)0��0��23,285�

��(海外鉱)17,278��o��o�

�電炉用������4,667,08^

��(国内鉱)3,411���1,097��

���1,138�o��ユ29,309�

��(海外鉱)1,627��0���

�フェロアロイ用������24,92

��(国内鉱)203���個3,68��

����㌹�����

(嚇火湾地区)

{挽芋十:刊召刷36卯版1｣木σ)鉄鋼統計より幸轟蝿)
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%蛆回

鵯

有平

洋
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同本の鉄鉱肩資源分布図

東北北一淋遭(州立:千トン)

j,ミさ､蛾＼鉄鉱氾(計1,…)

;1仁北流通

4ク｡

76,一%､〃一

�

九州四国中国近畿
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“蝋＼＼､砂鉄(計1,…)

部関東東北叱毎逝
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日本の地方別鉄鉱肩(砂鉄硫酸焼鉱)の生産グラ7

硫酸焼鉱(計1,J88)
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の原料の需要をみたすことができない.その理由につ

いては後述する国内の鉄鉱資源の実状を知っていただけ

ればよくわかると思う.さて現在日本の鉄鋼工場は

全国にどのように分布しておりまたこれらの工場に供

給される鉄鉱石砂鉄硫酸焼鉱等の生産地はどのくら

いありその分布状況がどのようになっているかを調べ

てみると鉄鋼の地域別生産地としては九州近畿関

東地方を主とするカミ鉄鉱石原料は北海道東北地方に

かぎられている.このように原料が鉄鋼工場より離れ

て分布することは陸上および海上運搬に費用がかかり

第19表八幡製鉄所が一年間(昭33年)

に輸入した海外製鉄用原料内訳

国名�鉄鉱石�石蝋原料炭〕�スクラッフ

カナダ�200,924け�0け�0い

アメリカ�140,515�750,797�81,985

南米�29,501�0�O

オｰストラリア�O�24,486�O

ニュｰチｰランド�2,732�O�O

フィリピン�41ユ,892�O�0

番港�80,040�O�O

マラヤ�807.941�0�0

インド�412,062�O�0

ゴア�426,062�0�0

沖縄�o�O�13,743

中国�0�12,240�O

台湾�O�6,300�

ソ連�O�123,250�0C

韓国�128,474�o�o

その他�0�0�24,293

��資料:図説目本産業大系①P.132より)�

第20表､A

年代

国別

��

��

ユ956

��

欧州のように炭田地帯または鉄鉱石地帯に鉄鋼工場が建

設されている場合とはそのおもむきを異にしている.

そこで一例として一つの製鉄所が年間との位の製鉄

用原料を輸入するかを調べると八幡製鉄所では第19表

に示されるごとくである.これをみてもわかるように

鉄鉱石原料炭スクラップの順に海外に依存されてい

る.この事実をみても日本ではこのような原料がきわ

めて少ないということになる.では海外から輸入する

鉄鉱石はおもにどのような国からくるかというと現

在はマレｰ(35.1形)インド(1a2%)フィリピン

主要国の輸入鉄鉱肩トン当り平均海上輸送距離

(単位:トン当リ浬〕

イギリスアメリカ西ドイツ日本フフンス

ユ,6ユ8

�〶㌀

�㌴�

㈬��

70｡

ユ,900

㈬��

ユ,726

8,295ユ,332

ユ,803

2,ユ50

ユ,832

3.4431,ユ30

60｡

ユ,856

ユ,89ユ

エ,824

3,750ユ,255

第20表B主要国の鉄鋼原料の輸送距離

(質料:八幡製鉄所〕

40｡

20｡

汯�

2ぴ

��

�　

�����(1950)(j単位:キロメｰトル�

��鉄鉱石���石炭�

区分国名'�陸路�海路�合言十�陸路�海路�合言十

アメリカ�355�ユ,400�1,755�50�O�50

西ドイツ�225�950�1,ユ75�･50�0�50

フランス�50�o�50�290�0�290

イギリス�135�1,900�2,085�50�O�50

日本�48�2,600�2,6ゑ8�80�2,700�2,780

{資料図説目本産業大系①P.132より)(資料:石田竜次郎篇:世界の地理③資料195?P･117)
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(1017茄)カナダ(5.3形)アメリカ(5.3茄)南米

(3.3形)の順に輸入されているがとくにFe60%以上

の高品位鉄鉱石はインド南米南アフリカから輸入

されるものに多い.

しかしこの輸入先について戦前は中国マレｰ満

州等から輸入されていたが戦後はその様相をかえr鉄

鉱石輸入先の変遷グラフ｣にみられるように変ってい

る.これは戦前と戦後における原料輸入国の差異が戦

争によって生じ現在では海上運搬距離が戦前に比べ

て非常に遠く租つたといわねばなら狂い.しかも原料

の大量需要のため南ア連邦とかブラジルあたりまでに

鉄鉱石源を求めなければならなくなっていることで戦

前には考えられなかったことである.

したがって日本は他の製鉄国(イギリスアメリカ酉ド

ィッ)に比べて海上輸送距離か約2倍位(第20表･A･彊)

になっており原料購入に際して全く不利な条件下にお

かれているといわざるをえない.また鉄鉱石以外の

原料炭および鉄屑はどのような国から輸入されているか

を示めすのが昭和35年における日本の原料輸入状

況図で原料炭は主としてアメリカオｰストラリ

アン連から輸入し鉄屑はアメリカインド香港等

から輸入していることがおわかりと思う.

�㌶

マユ943

��

ア榊

メ12･協巾1画

1j洲

孕1フペj

カ刺ピ1･.o蝸3L]%フ

押･｡･%朴ンゴ

妻イビ

池ドマレｰ舳%2.晶%

3.花6

111固9〔.3%

では日本がこれらの原料を戦前においてはどのくら

い海外に依存していたかというと日本の鉄鋼原料海

外依存度に示めされるように現在同様その約90%近く

(単位:1,000トン)
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策21表欧州主要鋼生産国以外の欧州諸

国に対する鉄鉱;石および鉄履依

存産

国名�鉄鉱石飴綱=よ引��屑鉄�

�戦前�戦瑳�戦前�戦後

イギリス�50%�45%�ユ0%･�ユ｡%

フランス｡�一�一�一�■

ザｰル�ユOO�ユOO�25�■

ドイツ�75�45�5�■

ベルギｰ�100�100�一�20

ルクセンブルグ�30�50��

チェコス回パキア�50�65�30�30

イタリア�30�10�35�35

ポｰランド�65�90�75�35

スエｰデン�一�'�一�一

ハンガリｰ�70�70�20�20

オｰストリア�一�一�10�30

オランダ�100�工00�一�'

藁戦後は1948年の統計デｰ･タによる

(資料:.島村哲夫,鉄鋼経済諭P.75より)

世界の主要製鉄国の鉄鉱石(含有鉄置)海外依存塵の比較

lllo飴��7メリカ1四トイツ�����イ･辛1jス��フランス��〕木��ベルギｰ�

���ill%�������帥%����

�一�������������

���/�������つ�齪脇��時5%語5%�

����7等�������､���

���シ1��鵬%���価刎7%����7･1場��

�����������“���

���ノ�“��������■�/�

��������

���1�､��一u%�ll�������､

羽島����ミ����������､

�珊%��ノ��������ぐ���く

����べ��■�､�������

���������

����､�����〕苫%�����

�1晩､������“��111%�����

�����������㌔���

���������4%�'�､���､

o����������■����

囮ユ･宮7団ユ05･巨:コユ957

���日本���7'1｣カ���イギリス���酒トイソ���フランス�

��副'舷�輸入鉱�酎�国欄!箇入鉱��針�回内鉱�倦入鉱�趾�国内航�帖入肱�針�国内鉱�箇入拡�

�鉱拝“.㎝叶,�3.仰?�藺｡蜘�12･閉�岨胆把�割2市21■�跳醐�1?､179�16.胴�靱､3蘭�17,刮禍�19.122�37,070�蝸｡冊9�97竃�鮒糾｡珊?

�依存贋�27%�?3%�100%�?5%�踏%�100%�52%�蝸%�100%�個%�52%�100%�鯛%�2%�100%

1957�澄F･%�57�珊�58�52�60�朗�27�閲�』2�27�射�41�32�閲�32

�含右鉄血�1｡別2�5､仙�7,3鴉�53.055�20.557�73,612�へ6醐�9､鯛一�14.020�4.幽6�10.326�15､胴�旭｡907�567�1一｡〃4

�依存度�26%�74%�loo%�72%�2島%�100%�33%�67%�1oo%�32%�68%�loo%�96%�4%�loo%

���������������脇村哲夫:鉄鋼経滴鵠昭側33角…R3側�

0名手口33角P3-4〕

第22表A世界の鉄鉱層生産量

までを海外に依存していたことがわかる.これは後述

する日本の鉄鋼業発達史にみられるように初期の製鉄

業からすでに海外に原料を依存せざるをえない宿命をも

っていたともいえるかもしれない.しかしこのように

海外に鉄鉱石を依存しているのは日本ばかりではない.

たとえば世界の主要製鉄国においても低品位鉄鉱石は

多量にあるカミ高品位鉄鉱石カミ少ないために海外から多

量に鉄鉱石を輸入している状況であるす在わちベノレ

ギｰ西ドイツイギリスの諸国がこれに当る.しか

しこれらの諸国はいずれも白国に原料炭が豊宮でか

つ鉄鉱石原料輸入先がきわめて近距離であるという有利

た条件下におかれている.またこのよう恋主要製鉄国

西本の気海外庁

`単位:1,OOO回:･グ･トン)

������㌃る日本の鉄鋼業発達史にみられるように初期の製鉄���地域別�国名�1955�1956�ユ957�1958�ユ959

����������カナダ�]4,539�工9.954�ユ9-886�ユ4,042�2ユ.825

����������2.キュｰ･{�129�1S5�ユ??�ユ6�'

������裳からすでに海外に原料を依存せざるをえない宿命をも���ヒ米泌域�3､ドミニカ共和国�99�ユ1ユ�ユ望垂�17�12

����������グァテマラ�3�3�4�5�4

������つていたともいえるかもしれない.しかしこのように����5.メキシ=1�705�801�935�955�875

����������6.アメリカム衆国�ユ02.99⑨�97,877�1061ユ里8�67.709�60,276

�����毎外に鉄鉱石を依存しているのは日本ばかりではない.�����{肘)�1ユ8.474�ユエ8.88ユ�127.27里�82,744�82,992

����������1.アルゼンチン�74�64�66�64�60

����������2.ブラジル�8.329�4,o1ユ�4,898�5,102�5.600

������たとえば世界の主要製鉄国においても低品位鉄鉱石は���南米地域�3.テリｰ�ユ.512�216眺�2,6S8�3,605�ξ,587

����������コ回ンピア�ヨ44�388�584�54合�899

������多量にあるカミ高品位鉄鉱石カミ少ないために海外から多����5.ペルｰ�1,70君�2,604�3.522�ヨ.5君2�3,名78

����������6､ペネゼエラ�8､茗06�10.930�15.054�15,240�ユ6.929

������量に鉄鉱石を輸入している状況であるす在わちベノレ����{計〕�15.268�20.62ユ�26.762�28,086�81.053

����������1.7ルパニア�■�■�･�88�160

����������2､オｰストリア�2,793�3.207�3.441�3.857�8,S29

������ギｰ西ドイツイギリスの諸国がこれに当る.しか����3.ベルギｰ�10{�1{2�ユ36�ユ2ユ�ユ40

����������4.プルガリ7�111�282�267�288�370

������しこれらの諸国はいずれも白国に原料炭が豊宮でか����5.チエコス回パキア�2,45ユ�2.499�2.766�2,755�2,917

����������6.フィンランド�ユ8ユ�203�207�212�190

����������7.フラ=･ス�49,5ユ7�5ユ｡872�56,865�58､{99�59,935

������つ鉄鉱石原料輸入先がきわめて近距離であるという有利����8,東ドイツ�1,6宮8�ユ.729�ユ､455�ユ.482�ユ.417

����������9.西ドイツ�15.436�ユ6.661�18,03ユ�17,704�ユ7.77冒

������た条件下におかれている.またこのよう恋主要製鉄国����αギリシア�ユ89�323.�{24�275�ユ77

����������1.ハンガリｰ�347�3星4�327�365�{82

���������欧洲地域�2.イダｰ｣ア�1.372�1.64菖�工,556�ユ､272�1,217

����������3｡ルクセンブルグ�7,09ユ�7,474�7.7ユ9�6,533�6.406

����������.4.ノルウェｰ�ユ､236�11526�ユ､478�1.576�ユ､45ユ

����������5一ポｰラ:･ド�ユ､672�1.77壬�1.757�ユ｡981�ユ｡982

��������50%100%��6.ポルトガル�ユ87�23宮�28工�228�237

����������7.ルｰ弓ニア�627�683�634�781�1,047

1昭�������,���1&スペイン�3,709�4,4ユO�5｡ユ55�4.954�4,800

利���藁�������19.スエｰデン�ユ7,080�18.6{8�191609�ユ8一ユ04�17.999

5����'{������20.スイス�127�ユ29�1ユ4�77�60

～����������1.ソ通�70.727�76,846�82,963�87,399�92.909

9����������肱イキ1｣ス�161175�ユ6,245�16.902�工4.6ユ3�ユ4.872

年����'������23｡ユｰゴスラビア�ユ､876�ユ白98�1,845�1,965�2,062

隅�����1�����1洲�194,1{6�208.526�223,933�22{､529�231,887

和�����■ノノ�����1､ビルマ�{�{�壬�6�呂

lO����������2.中国�6.900�8,900�14,800�29-500�44,300

～����������3.香i春�1ユ5�ユ23�94�ユ05�ユ20

15����^止■^^山^^皿…H出一………止』^������4.イ:一ド�4.678�4,898�5,074�6,033�7｡君ユO

年����』｣｣止…■■仙山■一山,工1L^■■■������5.イラン�ユO�ユ0�10�ユエ�10

昭����…������6.圓本�ユ.492�1.882�2,204�2.056�2.422

和���������アジア地域�?,繭蝉�29�62�ユ82�257�277

����■//ノ������覇.北鉾�一�一�一��

16��������������ユ､527�2.650

～����������劃.レバノン�4蟹�{ユ�三ユ�23�25

ユ9����������狐守ラヤ遡邦�1.壬6竃�宴≡445�2,972�2,795�3,761

年����������11.フィリピン�ユ､410�お基17�ユ､325�ユ.082�1.21ユ

����������12.ゴア�2､ユ76�2｡昌05�2,901�2.889�2.999

昭����������13.タイ�5�6�9�15�6

����������M.トルコ�?虜｡�915�1,146�936�901

和���･■ノ､�������㈹〕�20,Oη�24､工98�31752�{72ヨ5�66,496

26����������1.アルジェリア�S.5“�2,587�2,146�2,278�ユ1893

年����������2.アンゴラ�1一�一�104�282�343

����������3.エジプト��ユ30�250�ユ75�180

����������4.ギニア�6{O�834�ユ｡074�408�35S

������同本の鉄鋼原料の海外依存度����5.『jペリア�且,帥O�2.108�1,935�2,26{�2,647

���������アフリカ地域�竈咀モロツヨ〔北部�ユ､017�工､356���

����������ヲ.モロツ:1.備都�305�482�■…�ユ15ユ4�1,245

����������竈昔北回一デシア�2�一�一�一�'

����������嚢､1萄同一デシア�8魯�ユ14�ユ33�142�ユ28

����������1帆訣匙ラ･レオネ�1,332�ユ,3ユ1�1.324�1.300�1,596

�o���������11.鰭ア連稲�ユ､967�2,031�2,O{7�21ユ77�2.845

����������夏鶉､チュニジア�1,122�1､ユ56�1,156�1086�966

����������〔舳�11,879�12｡工04�ユ2.608�1工､626�ユ2,196

幌��������

一'�����像1沌､�����1.オｰストラヅア�3.573�3,924�3,806�3.926�4｡ユ00

���������太津州地域�身.フ4ジ�一一�一�■�3�12

����������3.二一カレドニア��28�230�290�282

��������(資料:口木鉄鋼連盟)��附〕�3.57S�3,952�4.036�4.219�乱394

����������幟附〕�363,4ユ7�388,282�426,365�398.439�429.0ユ8

����“'一^■L｣､_.一■_'｣L…■■皿.�����������

(資料:口木鉄鋼連三盟)

昭和34年にお†る周本の鉄鋼原料の海外依存度

��

`出所一:Mim皿15Y餉r1】oo}､Voし1.1959.R蘭O-561〕�
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以外の諸国でも海外に原料を依存しているのは第21表

にみられるように主として東欧諸国に多い.

これはやはり自国の鉄鉱石資源も少なくしかも低品

位鉄鉱石なので高品位鉄鉱を輸入せざるをえないので

あろう.

現在世界の鉄鉱石の生産量は年間約4億トンである.

その詳細は第22表･A･毘(1955～1959)に示されるご

とくであるカミこの鉄鉱石の鉄品位がどのようになって

いるかをみるとFe50%以上の鉄鉱石を生産している

国は約21カ国でFe50%以下の鉄鉱石を生産してい

るのは約16カ国である･生産量の面からみるとFe

50%以下の鉄鉱石を生産している国か全体の約60%を

占めている.この品位をさらに細分してFe25～37.

4%Fe37.5～54.9%Fe55～69.9%にそれぞれ分類

してみると高品位鉱(F.55～69.9形)は未開発国に多く

(スエｰデンノルウェｰは除く)低品位鉱(F.25～3τ4%)

は欧州の主要製鉄国に多い状況である.またこれを

第22表B世界の鉄鉱眉の国別生産量(昭和30年

ユイ{･1｣[O.屹1

"一け円〕い}､1･■

ク脇工房･ポ川岬

I鶉宇･茗袖

亨⊥o再出･･苦八}.τ1｡]

{～一一1^ニオト⑩･1榊

○含留

光蟻窯

･1一品瑞巾呵.而指

北アメりカ

㌔1･脇付ド

巾〃㍗㌔∴

u.脇札η■け

1軸r川〃｣

���

埋蔵量の点からみると一般に高品位鉱(F･55～6919%)

を多量に保有する国は開発が比較的おくれているから

今後はこれらの諸国カミ主要製鉄国によって積極的に開

発されるであろう.

ではこのように生産されている世界の鉄鉱石が現在

とのように輸出されまた輸入されているかというと

第23表のごとくである.まず主要底輸出国は約50

カ国に及んでV･るカミここでは年間20万ロング･トン

以上を輸出する国(28ヵ国)を表示した.また輸入国と

1賓榊1M1n･･1･回1怖趾山｡^より門{改〕

Fe50%以上

生産量55,688,000トン

21カ国

イタリヘ､ト'レコ

喬港フイリピ)･パシコモ目ソコ1ス布員)

西ドイツソ述アルジェリ了チュニジ了カナダ

ベルギｰイギリスL1本薄州シエラ･レオネスェｰテン

チェコス｡バキァ青ラヤ南ア辿郡テリｰブラジル

ルクセンブルグハンガリｰ一

ベネセェフノルウェｰインド

ポｰランドオｰストリア

フランス攻ドイツルｰマニア

スペインスイス.ユｰゴスラビアFe50%以下

モ｡ソコギリシア

アメリカ生産量84,993,O00トン

16カ国

全世界の鉄欽肩生産最について

鉄鍍眉品位50%以上と以下について

分類したグラフ(1957)

第23表世界の主要国における鉄鉱石の輸出･輸入量

{1958)く単十立:千ロング･トン〕

輸入国名�鉄鉱石輸入量�輸�出�国�名�鉄鉱硝舷平均品位〕��

1.アメリカ�28,086�1.�フラ�ン�ス�23,084(Fe33%)��

ベルギｰ･2･ルクセンブルグ�16,605�2.ペネゼェラ�15,325(Fe60%〕�����

3.西�ドイ�ツ�16,045�3.�スェｰデ�ン�14,576(Fe60%)�

4.イ�ギリ�ス�12,392�4.�カ�ナ�ダ�12,391(F･55%)

5.ザ�一�'レ�8,043�5.�ソ�連�11,731(Fe55%)�

6.E1�本�7,090�6.チ�リ�一�3,581(Fe触%)��

7.ポｰラン�ド�5,361�7.�ア�メ�リ�カ�3,385(Fe49%)

8､チェコスロバキア�4,634�8.�プ�ラ�ジ�'レ�2,779(Fe68%)�

9.カナダ�2,948�9.�マ�ラ�ヤ�2,591(Fe45%)��

10.イタリア�1,959�10.ぺ�'レ�一�2,470(Fe62%)���

11､ハンガリｰ�1,754�ユ1.�ゴ�ア�2,459(Fe55%)���

12.東ドイツ�1,743�12､アルジェリア�2,287(Fe52%)�����

13.オランダ�1,563�13.ス�ぺ�イ�ン�2,122(F･壬5%)��

1ゑ.オｰストリア�997�ユξ.�リ�ぺ�リ�ア�2,035(Fe68%)�

15.フランス�9{7�15.�イ�ン�ド�1,866(Fe53%)��

16.ルｰ守ニア�7q5�16.�シエラ･レオネ�1,422(Fe60%)����

17.オｰストラリア�296�17.モ�口�ツ�コ�1,279(F･60%)��

その他諸国�590�18.�ノルウェｰ�1,140(F･65%)����

�19.�フイ�リ�ピン�ユ,024(Fe54%)���

��20.チュニジア�977(F･53%)�����

※掬出歴が20万ロング･トン以上の�21.ギ�二�ア�����

ものをこ･にかかげた�329(F･53%)�������

�22.酉�ド�イ�ツ�326(F･27%〕���

��23.ニュｰカレドニア�307(Fe55%)�����

(資料:M1爬船1雪Y舳book1959版�24.�フィンランド�302(F百36%)�����

�25.�ギ�リ�シ�ア�267(Fe49%)��

�26.�ト�ル�コ�254(Fe60%)���

�27.�メ�キ�シ�コ�220(Fe68%)��

�28.�ア�ン�ゴ�ラ�2工9(Fe65%)��

ポルトガル

1｣木

ハ;･がリｰ

スイス

スペイン

ユｰゴスラビデ

モuソコ

ギり㌘

ア几)エリア

トルコ

7ラヤ

7イリピン

イ中リヤ

カ→一ゲ

γノljカ

許;担

Feく2ト37.4%)

キ｣･一･二

四1･1イ･ソ束トイツ

㌶苫㍊鳩"

ポｰラノ16230テリｰF･{55～699%､

1為リ'･ヵ国鯉筆1｡カ国

フラニス甘一スト弓リア

22,836X工Oコペ中セjラ"ψ正一

11ン､メ逃二㌻㌶∫撚

鉄鉱石匝亙回以ル

生巖量20,357×1O｢(け〕

140,681×10エ

トン

魎

97,488×10}ン)

F｡(37.5～54.9%)

19カ国

(鮒≡ト:Mllllw1量Y唖rb加1一醐版よ州挫､

全世界の品位別鉄鉱石生産直グラフ(1957)�
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しては約20カ国位であるがここでは主要国の17カ国の

みにした.この主要輸出国のなかで今までスエｰデ;■

が常に世界第一の輸出国であったが最近はフラン

スベネズエラにその地位をうぱわれまたいままで輸

出量が少量であったテリｰブラジルペルｰゴア

シエラ･レオネリベリアフイリピンインド等の諸

国が戦後は多量に生産しその大部分を輸出している.

一方輸入国としてはあまり変化はないカミただ消費さ

れる量がきわめて多量になっていることは想像できる.

とくにアメリカは海外鉄鉱石資源確保の意味からもカ

ナダペネズエラチリｰペルｰ等の南米諸国から多

量に高品位鉄鉱石を輸入している.ここに主要輸出国

(年間1,000万ロングトン以上の鉄鉱石を輸出する国)二がどの

ような国に輸出しているのかまた輸出先が9カ国以上

にわたっている輸出国にはどのような国カミあるかにつ

v･て調べてみると前者はフランススエｰデンベネ

ズエラカナダソ連の5カ国でいずれも層状鉄鉱床

(スエｰデンを除く)でFe55%(フランスを除く)以上の良

質注鉄鉱石でありとくにスエｰデンはその輸出先が

13カ国以上におよんでいる.また後者の場合はブラ

ジルスペインインドゴア(ポ領)の4カ国でスペ

インを除いてはすべてFe60%近くの縞状鉄鉱石でそ

の埋蔵量も豊富である.

ユ2,400

素

ユ8,40ユ

(2〕

国

ノE憂≡座コ

�㈷�

≡…,043

囮

日

':ネゼェラ

出

ユ､09≡…

��─

国

｢一11司榊且'

��

囮

里96

ユ5,240

回

目:≡

国

ヨ

5ユ

回

ユ5.呂25

�

口

6.52壬

1･〕西'1ツ(4)妾一帯

デ計ス･1㌶イ幸リ良

養L悟曲

膚ユ豊!巫白

書…皇国

��

1㌦票{5〕産コ

〔黒孕111ア･1･㌫崖コ

チエコ和バキ｡ll{畦璽ユ､｡｡｡

｢描一1"･･讐讐･匝コ

1川1囚瞳幽1､･舳

…1,…回コ

匡巫ヨ｡｡｡

1･口三≡≡コ

ハ"1j一ユ56

3国コ

煎ドイツ

ユ3ユ

その他

{資料:Mi冊･･ls池･も･o吐i95獅販よ咋酬

年間1,000万1コング･トン以上の鉄鉱眉を輸出する諸国の

おもなる輸出先国名(1958)(単位1ユ,000ロング･トン)

ではこれらの輸出国が国内生産の何%位を輸出してい

るのであろうかというとr主要一輸出国における鉄鋼

肩の輸出率について｣に示されるとおりで国内生産

量をすべてを輸出(輸出率)する国の大部分は鉄鋼業の

あまり盛んでないいわゆる低開発国に多い.

とくに国内生産量と輸入量の関係について主要製鉄

国におけるバランス状態を示したのが第幽表である.

これらの世界各国における主要貿易量を図化したもの

が19真下掲の図でその主要製鉄国における数量的関係

は第25表に示される.

とくにソ連は現在のところ東欧諸国のみに輸出して

鶏24表主要製鉄国における国内生産量と輸入置の

バランス関係について

����(1958単位:ロング･トン〕�

(国名)�(国内生産蚤)�(輸出最)�崇(輸出率)�(輸入量)�(輸入薪

カナダ�ユ4,042�12,39ユ�(88%)�2,948�(64%)

アメリカ�67,709�3,385�(5%)�28,086�(30%)

オｰストリア�3,357�48�(ユ%)�997�(23%)

ベルギｰ�����

ルクセンブルク�6,654�110�(ユ%)�16,605�(7ユ%)

フランス�58,499�23,084�(40%)�947�(2%)

西ドイツ�ユ7,704�326�(2%)�16,605�(48%)

イタリア�ユ,272�ユ3�(ユ%)�ユ,959�(60%)

イギリス�ユ里,613�3�(1%)�12,392�(45%)

��･鵠一輸出率鰍鶉晶一輸入率���

･錨一輸出率鰍国内､搬一輸入率

(資料:Min直肥1s`Y軸rbookより糧無(1959〕)

昌日｡

回

{ギリ王

ユ,232

�∅

･12島

｡工47ヰ■コス,"{ヤア

匝工=1]川〕

蜘圧画

□亘1〕コィント帥

:閉｡｡｡呂%匡≡三〕コ

･㍗㌫ノ戸､回コ

匝砂吐巨三=コ舳帥･1

･･…､11｡牛r舳〔j雫コ

1的ゼ;1･舳1口=コ

カ'.､{二｡

2｣

今1`五台

口

茜=コ白

��

[]ゴア出

㍑細1

回コよ....青封;1･

書7ξ,,工･､嘗帥匝コ

缶瑚由

･ζ狐11≒1,｡

匝巫冊

｡.｡｡｡由匝1コ

黒白卒

2喧口二画

ポｰランド

ペ^キｰ･ルグ･ヒンプルグ〔寅刊:}l111onll;Y冊､山｡ok("射程〕よ｡

仙則

1筥｡

{1■〕他

主要輸出国で輸出先が9カ国以上にわたりているもの

(1958)(単位:i,0001コシグ･トン)�
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いるがその状況は第26表に示されるようにポｰラ

ンドチェコスロバキアにもっとも大量に輸出されて

いる.

さでこのような世界の主要製鉄国家における製鉄用原

料産地と製鉄所および製鋼工場分布の地理的な関係がど

うなっているかを知るためにベルギｰルクセンブ

ノレクフランスイギリス西ドイツソ連の各国につ

一1刑%

�

カ

国

�

カ

国

㌀

カ

lI日

�

カ

国

ノ�ドミニカ共和1司テリｰ���ソ地μ8%j

�ベネゼエラ���ユｰゴスうビア(7%〕

■�フ{シランドキリシアス似���.1ヒ蝋u2%｣

�喬浴マラヤ巡邦フイリ���

�ピンゴ7げ棚〕��3�

���カ�

�1ルジェｰjアアンゴ号���

�ギニアリベリァモu'コ��国�

���

�シエラ･レオネチュニジア���

�カナダ18昌%〕���

宮｡%����一'一ストリア(ユ%jヘルギ

�ペルｰけ｡捌���一･〃センプ几へ1%〕

�ノルIケェｰけO%〕���内ドイソ12%〕イタリア

�ポル1･が^f竃O%〕���u%1イギリス11%〕

�スエｰデン㈹o%､���尚ア触邦11%〕

���

���カ�

��1%�国�

�'プラ}』り54%〕���オｰスト引｣ア

�フラ〉スμo刎���1｣木

｡o%�スペイ}142%〕�ll%��

���

���カ�

���国�

�メキシ』124%1���吻輸出量[=コ国内消徴

�キュｰ^119%;���

�イ;ド130%〕���(楡出量〕(国内･仁.樹E輸出量(%)

�トルコ127%〕���

�┉��

����(貴杵Mill･･m1音Y･･邑心｡l･,lu-Oよ閑蛆〕

[=]国内消徴量

(国内･j一.樹E輸出量(%)

第25表昭和33年におけるイギリス･西ドイツ･アメリカ･ベルギｰ

･ルクセンブルグの鉄鉱肩輸入量

{以一立:1.OOO回シグIトン〕

�(鉄鉱石)�輸入園�納入国�輸入国�輸入国

(械出国名)�����

�(平均品位)�(イギリス)�西ドイツ)�アメリカ)�cζ㌻〃

スエｰデン�(F860%)�8.ユ69�6,524�93�3,023

カナダ�(Fe55%)�2,OO■�■,096�8.596�…≡6

スペイン�(F845%)�575�959�O�6

フランス�(Fo38%)�壬96�■,093�o�ユ3,壬Oユ

フラジル�(F868%)�562�447�830�o

フ頓アフリカ�(F筥箇O%)�298�435�o�o

リベリア�(Fε68%)�267�7星ユ�822�O

ス頒ア7リガ�(Fo60%)�485�o�o�4

ペネゼェ･ラ�(F日60%)�ユ,277�ユ,O■6�■2,400�82

フィンランド�(F686%)�47�3ユ�O�o

ポルトガル�(F650%)�ユ2S�6■�o�ユ

ゴア�(Fo55%)�7ユ�804�o�.o

7ルジエリア�(Fε52%)�ユ,邑65�o�o�宮2

シエ｡ラ･レヲネ�(Fe60%〕�748�896�0�o

ノルウェｰ�(F265%)�0�眉44�o�27

インド�(F色58%)�o�4�o�o

テリｰ�(Fe64%)�o�ユ67�3,≡…65�2

ぺ'レｰ�(F962%)�O�7ユエ�ユ,646�o

スイス�(Fe迅O%�0�6雪�o�o

ト'レコ�(Fe60%�o�72�o�0

マラヤ�(Fo45%�O�ユ56�o�o

ギリシア�(F目49%�0�4■�o�d

西ドイツ�(F627%�o�O�o�ユ

(資料:Mi爬mlsY帥rbook(1959))

第26表ジ連の鉄鉱石の東欧諸国輸出量

������(単位:1,OOOトン)

国名�(1955)�(輸入依存度)�(1958)�(輸入依存度)�(1959)�(輸入依存度)

ハンガリｰ�11255�(74%)｡�1,589�(82%)�1,611�(74%)

東ドイツ�1,236�(42.6%)�1,752�(馳.4%)�1,964�(55.1%)

ポｰランド�3,074�(70.5%)�4,O03�(72.6%)�4,187�(75.5%)

ルｰマニア�237�(一)�716�(一)�803�(一)

チェコスロバキア�3,015�(61.1%)�3,700�(醐.5%)�4,636�(68%)

(合言十)��8,8ユ7��1ユ,360��ユ3,201

主要輸出国における鉄鉱石の輸出郷について(1958)(狡料:目ソ束搬易会)

(単位:ロング･トン)

スエｰデン

ノルウェｰ半141576･000ソ連

第､級捨身罫芦､姜ま､､､囲亙日,.本〃

十･､….･｡･_苗粛･｡ホ_7,090,OOO

インド

イタリヤアルジュリア

ｰド1,866,000

-1,959,O00+2,287,OOOゴア

函

十2,459.000

�

チュ･ニジア

リベリア

マラヤ

→一977,000

→←2,035,000

チリ.㌶㌶1童1L㎜匝竈

斗3,581,000モロッコ

十1,27g,000

ペルｰ
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いて作成した図を20･21･22頁に掲載する.

これをごらんになれぱすぐにわかることであるが

欧州(酒ドイツルクセンブルグベルギｰフランス)およ

びソ連は大体において炭田かまたは鉄鉱床賦存地域に

鉄鋼工場が建設されておりしかも運搬に便柾らしめる

ため河岸または運河のそぱにその用地が選ばれてい

る.一方イギリスにおいてももちろん炭田地帯に

建設されているカミ比較的海岸に近いところで海外鉄鉱

石の受入に好都合なように配慮されている.このこと

は同じ島国である日本と共通しているところである､

また近年西ドイツのブレｰメン製鉄所フランスのダ

ンケルク製鉄所･マノレセｰユ製鉄所等は海岸近くに大製

鉄所を建設したといわれている.これはこれから鉄鉱

石を海外に依存することが多くなるという将来性にも

とづくと考えられる.日本では現在のところ長期的需

給に店じられる鉄鉱石資源とか石炭(原料炭)資源等が

貧弱で海外資源に依存することカミきわめて大きくなる

ので運搬に便利な海岸に製鉄所の建設地を選定するの

は当然のことであろう.

さてこのように飛躍的な成長をとげつつある鉄鋼業に

おいて一つの製鉄所を建設して一年間に100万トン

の鋼塊を生産するためには大体どの位の規模と費用カ;か

かるかというと下表に示すように広大な工場用地と

莫大の費用がかかりそれにともない使用される鉄鋼原

料も莫大なものになりまたこのような鉄鋼工場にと

も狂う付属設備工場とか関連工場等を考慮に入れると

日本の場合はどうしてもその用地を海岸に求めさら

に原料居場にゆとりがありしかも原料供給地にあま

り遠く削･地域を必要とすることがおわかりと思う.

年間100万トンの鋼塊を生産する

製鉄所を建設する費用と規模

①

②

③

④

⑤

琴㌻∴

水

ガス

電力

石炭

鉄鉱石

鉄屑

60α000トン｢人口…万人

2,000,000m3(発生量)の都市の消費

｡,00α000/kwhJ量にあたる

2,000トン

3,500トン

1,500トン

(資料:日本鉄鋼連盟)1
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