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読者の皆さまへ 

11 月には、各国首脳が第 26 回気候変動枠組条約

締約国会議（COP26）に出席するためグラスゴー

に参集しますi。彼らの使命は、どのようにして気

候野心を高め、2020年代に世界のエネルギー転換

を加速させるかについて合意に達することです。

これは、2030年までに大幅な排出削減を担保し、

その後の数十年間において、さらなる排出削減を

実現するため、技術やインフラの変化を定着させ

ることを意味します。世界の鉄鋼セクターは、こ

の変革において重要な役割を果たすでしょう。 

2020年代は、世界の鉄鋼セクターの変革にとって

重要な 10 年間になると予想されます。2 つの重要

な事実がこれを裏付けています。既存の石炭を利

用する高炉の 70%以上（240 万人の雇用と約 22 億

トンの炭素排出量を産み出す）が、2030年までに

寿命を迎えます。一方、新興国では、急増する鉄

鋼需要に対応するため、新たな石炭ベースの製鋼

設備容量の拡張を進めています。 

これらの（再）投資にかかわるすべての意思決定

が、石炭ベースの製鋼技術に依存し続けるもので

あるとすれば、結果として、長期的なカーボン

ロックインをもたらすでしょう。また、2030年以

降に二酸化炭素回収・貯留（CCS）を後付で導入

して石炭ベースの資産を 「救済」 することは、

非常にリスクの高い賭けになります。 

そうではなく、世界の鉄鋼セクターは、2020年代

に直接還元炉iiや電炉等の低炭素製鋼技術に巨額

の投資を行わなければなりません。本報告書では、

各国における製鋼設備の転換の課題と選択肢につ

いて検討しています。本報告書は、世界的な鉄鋼

の変革に関する Agora Industry の一連の刊行物の

第一弾となります。 

本研究のご愛読をお願い申し上げます。 

Frank Peter 

Director, Agora Industry 

重要な研究知見 

 

世界の鉄鋼セクターは、岐路に立っています。2030 年までに、既存の石炭燃料高炉の 71%（10.9

億トン）が寿命を迎え、大規模な再投資が必要となります。一方、鉄鋼需要が増加する新興国で

は、少なくとも 170 Mt（以降、百万トン）規模の新規生産設備が必要となります。これらのニー

ズに石炭ベースの生産設備で対応した場合、長期的なカーボンロックインをもたらすだけでな

く、座礁資産化にもつながり、結果として雇用を脅かし、1.5°C 目標と整合するあらゆる道筋が実

現できなくなるでしょう。 

 

世界的な鉄鋼の変革は、2020 年代に始めなければなりません。主な低炭素技術は利用できる状態

にあり、ただちに導入可能となっています。2030 年までに稼働予定のグリーン製鋼設備の事業計

画は急速に成長を遂げています。すでに 40 百万トンの直接還元鉄生産設備が計画されており、多

くの事業者が二次製鉄iiiへの転換を発表しています。石炭使用の高炉へ燃焼後 CCSを後付で導入す

ることは、将来性がないと考えられます。 

 

鉄鋼セクターを 1.5°C目標と整合するシナリオに対応させるには、石炭からクリーン技術への資産

転換を中核に据える必要があります。今後の最善の戦略は、古い資産の耐用年数を 2～5 年間延長

することで高炉への再投資を避け、2025 年以降に直接還元炉に直接投資することです。世界の鉄

鋼セクターでは、2030 年までに、390 百万トンの DRI 生産設備と 278 百万トンの二次製鉄用の追

加生産設備が必要となります。これは実現可能であり、大気中の CO2を年間 13 億トン削減するこ

とになります。 

 

世界規模での単一スピードでの鉄鋼の変革は、国際協力の強化と公平な競争の場を実現すること

ができます。鉄鋼は世界的に取り引きされている商品です。このセクターの変革には国際協力が

必要となります。資産転換目標を達成すれば、鉄鋼業界の既存の約 130万人の雇用を、石炭ベース

から将来性が保証されたグリーンジョブに転換し、新興国に 24 万人の新たなグリーンジョブを創

出することが可能です。 
  

1 

2 

3 
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1 はじめに 

鉄鋼は、インフラ、自動車、家電や機械等に使わ

れる多目的材料です。製品によっては原料が変わ

る可能性もありますが、鉄鋼なしでの現代生活は

想像しがたいものです。多くの国にとって、鉄鋼

セクターは高賃金の仕事の源泉であり、価値創造

と雇用にかかわる産業バリューチェーンの基盤と

なっています。 

しかし、今日の鉄鋼生産は二酸化炭素集約度が高

く、世界の温室効果ガス排出量の 7～8%を占めて

います（IEA 2021b）1。 また、新興国や発展途上

国での鉄鋼需要の増加により、今後の鉄鋼業界に

おける排出リスクが高まっています。 

これは避けることができるものです。気候中立性

と整合する、鍵となる低炭素技術は利用できる状

態にあり、現在、適用可能です。世界的な鉄鋼の

変革は、これらの技術への投資を含め、2020年代

に始めなければなりません。 

2 岐路に立つ世界の鉄鋼 

2.1 COP26 では、気候中立性への産業移行の推

進が必要 

現状、各国政府が発表した気候変動に関する公約

は、2100 年までに世界を 2.1°C の地球温暖化に追

いやるものです（ IEA 2021a）。地球温暖化を

1.5°C に留める道筋へと世界を導くには、2020 年

代において大幅な排出削減が必要となります。 

 

図 1：製鋼過剰設備容量－2019 年の主要生産国の製鋼設備容量と生産量の比較 

 

Agora Industry (2021 年)、Global Energy Monitor (2021 年)に基づくiv 
  

 

1 鉄鋼セクターの排出量の配分（算定）には、さまざまな方法

があります。IEA の刊行物では、オンサイトの産業用発電所

からの排出量は発電と熱生産に割り当てられ、鉄鋼セクター

には割り当てられていません。このことは、本研究で用いた

アカウンティング手法と他の手法との違いを説明するもので

す。 
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鉄鋼セクターは、短期的にも、2050年までに気候

中立性を達成する上でも、重要な成功の要素です。 

1 つの出発点は、鉄鋼生産の過剰設備容量を削減

することです（図 1 参照）。過去 10 年間におい

て、世界の鉄鋼セクターの過剰設備容量は深刻な

問題となっています（OECD 2019 年；AIST 2021

年）。この問題は、価格の下落をもたらし、不当

な競争への懸念を高めています。最も非効率的で

汚染度の高いプラントを閉鎖することによって過

剰設備容量を削減することは、排出削減を確実な

ものにする明確で「後悔しない」対策です。しか

し、これは世界の鉄鋼セクターを 1.5°C 目標と整

合する道筋に導くには不十分です。これを実現す

るには、鉄鋼セクターでは石炭ベースからクリー

ン技術への、前例のない規模での資産転換が求め

られます。 

2.2 2020 年代は、鉄鋼セクターにとって重要な

10 年間 

かつて、鉄鋼セクターは CO2低減が困難と考えら

れていました。これは、もはや正しくありません。

実際、セクション 2.3 で述べるように、現在では、

いくつかの低炭素技術の選択肢を活用することが

できます。 

しかし「CO2 低減が困難」というレッテルはもは

や当てはまらないものの、2050年に向けた革新的

なネットゼロ・シナリオでさえ、依然として、世

界の鉄鋼セクターでの変革は 2030 年以降になっ

てようやくそのスピードが加速するであろうと想

定しています。これは重大な誤解です。というの

は、重要な現実を無視しているからです。つまり、

既存設備の大部分では、すでに 2020 年代に再投

資が必要となるので、鉄鋼メーカーが下す決定は

今後数十年間にわたってこのセクターを方向付け

るものになるのです。 

世界の石炭ベースの製鋼高炉の約 1090 百万トン

（71%）相当が、2030 年までに運転寿命を迎える

見込みです。運転を継続するには、当該設備への

再投資、いわゆる高炉の改修が必要となります

（図 2 参照）2。 中国では、2030 年までに、石炭

ベースの既存の製鋼設備の 78%の改修を行う必要

があります。この割合は、欧州では 70%、日本で

は 76%、韓国では 72%となっています。米国では、

その割合は 97%に迫っています（Agora Industry 

Global Steel Transformation Tracker 参照）。 

これらの今後の再投資は、代替製鋼技術を採用す

る絶好の機会です。事業者が、石炭を使用する高

炉への再投資というこれまで通りのアプローチを

とれば、気候中立性に向けた 1.5°C 目標の道筋に

そぐわない従来型の資産サイクルが固定化される

リスクがあります。 

既存の設備への再投資は、問題の一部にすぎませ

ん。世界的な過剰設備容量にもかかわらず、新興

国は地域の設備容量の開発を望んでいます。2020

年代に、これらの地域で増大する現地需要に対応

するには、少なくとも 175 百万トンの「新規」製

鋼設備容量（新規投資）が必要となります（図 2

参照）。インドと東南アジアの事業計画では、す

でにそれぞれ 76 百万トン（Agora Industry、IBEF 

2021年に基づく）と 62 百万トン（SEAISI 2020 年）

の設備容量を計画しています。アフリカ大陸を中

心とした他の新興国も、今後、より多くの鉄鋼が

必要となる可能性があります。これらのすべての

事例において重要な点は、もし新興国が石炭ベー

スの技術を用いて新たな設備容量を拡張すれば、

今後数十年間において新たな排出が固定化される

ということです（図 2参照）。 

 

  

 

2 再投資の必要性は、World Steel Dynamics の Plantfacts 

Capacity Database に基づいて算出したものです。先進国で

は、直近の改修から 15 年、新興国では 20 年の寿命を想定

しました。欧州（Agora Industry のデータセット、プラント固有

の寿命：平均 13 年）、中国（16 年） 、日本（20 年）について

は、上記の前提条件から外れています。中国については、

ヴッパータール研究所、ルンド大学、Agora Industry の研究

チームが、年別の銑鉄生産量の増加に基づいて高炉の再

投資サイクルを概算し、OECD と World Steel Dynamicsの独

自の前提条件を用いてこれの精度を上げました。 
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図 2：再投資と新規投資案件v 

 

左：World Steel Dynamics に基づく Agora Industry の分析（2021年）；中国については Agora Industry、ヴッパータール研究所、ルンド大学（2021年） 

右：World Steel Dynamics（2021 年）、TERI（2020 年）、SEASI（2020 年）に基づく Agora Industry の分析 

要するに、製鋼資産は寿命が長いものです。高炉

の改修により、従来のプラントの耐用年数が 15

年～20年延びることになります。また、新規の石

炭ベースの製鋼所は 50 年もの長期にわたって運

転を続けることができます（図 3 参照）3。 した

がって、2020年代の再投資と新規投資決定にかか

わる技術選択は、世界の鉄鋼セクターの転換に

とって重要になります。 

幸いなことに、低炭素製鋼のビジネスケースとし

て成立させる政策が実施されれば、2 つの低炭素

技術が市場に出回り、今すぐ導入することができ

ます。

  

 

3 新規の石炭ベースの製鋼所の寿命を 50 年間と想定してい

ます。高炉の最初の「寿命」は大規模な改修が必要になるま

でに約 20年しかありませんが、コークス・プラントや転炉等、

製鉄所の他の部分の技術的耐用年数は約 50 年であり、各

国が今世紀半ばまでに気候中立性を達成しようと務めるな

らば、技術的運転寿命に達する前に早期に操業を恒久的に

停止しなければならないでしょう。 
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図 3： 

石炭ベースの一次製鉄用生産設備の技術的寿命と 2050 年ネットゼロ達成に向けたタイムフレーム 

 

 

Agora Industry（2021 年） 

*韓国と南アフリカは、カーボンニュートラル目標を発表しています。オーストラリア、ロシア、トルコの目標はまだ公式のものではありませ

ん。その他すべての国は、ネットゼロ目標を発表しています。 **該当なし；目標なし***先進国では 15 年間の寿命；新興国では 20 年間の寿命 

2.3 主な低炭素技術が利用可能となり、鉄鋼会社

は 2030 年までに転換を希望 

大規模に展開可能で市場投入可能となっている 2

つの低炭素製鋼技術は、一次製鉄用の直接還元炉

と二次製鉄用の電炉です。いずれの技術も、石炭

の代わりに電気と水素または天然ガスを主要なエ

ネルギーキャリアおよび還元剤として使用するも

ので、生産に伴う炭素排出量を大幅に削減するこ

とができます。 

→ 直接還元鉄プラントでは、天然ガスまたはク

リーン水素を使用して一次製鉄を行うことが

できます。鉄鉱石を還元して直接還元鉄を製

造し、それを電炉で精錬して一次製鉄を行い

ます。この技術を展開するもう1つの方法は、

直接還元鉄生産と製鋼プロセスを地理的に分

離することです。例えば、自然エネルギー水

素を安価で豊富に生産できる可能性を有する

鉄鉱石輸出国は、国内でグリーン DRI を生産

し、製鋼の第2段階が行われる他国に輸出する

ことが可能です。直接還元鉄は、長距離輸送

を容易にするためにホットブリケット鉄（HBI）
viに変換することができます。 

→ 現在利用可能なもう1つの選択肢は、石炭ベー

スの製鋼設備を二次製鉄設備に置き換えるこ

とです。鉄スクラップの供給量が長期的に増

加すれば、鉄スクラップを溶解して鉄にする

電炉の数が増加するでしょう。 

低炭素鋼の生産設備容量を拡張するという発表に

関する事業計画量は急速に伸びており、2030年ま

でに約 80 百万トンの設備が稼働予定となってい

ます（Global Steel Transformation Tracker 参照）。 
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この 80 百万トンのうち約 50%が直接還元炉です4。

電炉による二次製鉄能力は 50%増加します。公表

された直接還元炉による低炭素鋼プロジェクトは、

オセアニア、アジア、欧州、北米の 4 大陸を網羅

しており、これはすでに世界的な展開であること

を意味しています。初の産業規模の水素ベース直

接還元鉄プラントは、2022年初頭に中国で稼働予

定となっています5。スウェーデン初の工業規模

の直接還元鉄プラントは、2024年の運転開始を予

定しています6。  

適切な政策支援があれば、その傾向は大幅に加速

されるでしょう。 

クリーン水素が十分に供給されるようになるまで、

直接還元鉄プラントは天然ガスで運転できます。

将来的には、改修を必要とせずにクリーン水素の

割合を増やすことができます。同時に、循環経済

における高品質のスクラップ鉄サプライチェーン

の拡大により、石炭ベースの製鋼設備を電炉で代

替することが可能になります。しかし、特に低炭

素直接還元鉄ベースの鉄鋼については、カバーさ

れなければならない追加コストが存在します。そ

のため、低炭素鋼のビジネスケースを実現する政

策が必要となります。最初に先行するプロジェク

トでは政府の支援が必要になる可能性が高い一方、

グリーンスチールや低炭素鋼に対する大規模な民

間セクターの需要も 2030 年までには十分に増大

すると考えられます。 

 

図 4：2030 年までに建設予定と発表された世界の低炭素鋼に関するプロジェクト 

 

Agora Industry（2021 年）、Agora Industry Global Steel Transformation Tracker（2021 年）に基づく 

  

 

4 将来のガスベースの直接還元鉄設備は、天然ガスとクリー

ン水素をどのような割合で使用しても柔軟に運用できること

から、すべて低炭素製鋼と定義しています。プラントが最初

に化石天然ガスで運転されるとしても、再生可能な水素に転

換すれば、改良を行わずに実質的に気候中立的な鉄鋼を

生産することができます。すなわち、ガスベースの直接還元

鉄プラントはカーボンロックインのリスクがなく、したがって気

候中立性に整合するものです。 
5 プラントは水素を多く含むガスで運転される予定ですが、運

転開始時には再生可能エネルギー由来でない場合もありま

す。 
6 国別のプロジェクトの詳細については、 Global Steel 

Transformation Tracker を参照して下さい。 
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2.4 グリーンスチール/低炭素鋼のグリーン市場 

民間セクターのグリーンスチール/低炭素鋼への

需要は初期段階にありますが、急速に拡大する可

能性が高くなっています。2030年までにグリーン

スチールを調達することで、製品のカーボンフッ

トプリントを削減する意向を示す企業が増えてい

ます。 

変化をけん引しているのは自動車メーカーです。

内燃機関から電気自動車への移行には数十億ユー

ロの投資と新たな生産ラインが必要になりますが、

自動車製造用の従来の鉄鋼からグリーンスチール

への転換は比較的低コストで実現できるものです。

グリーンスチールは、複雑なリエンジニアリング

を必要とせずに、電気自動車のライフサイクル排

出量の約 19%を低コストで削減することが可能で

す（図 5）。これは自動車の気候バランスを改善

する魅力的な手段であり、自動車セクターにとっ

てはたやすいことです。 

グリーンスチールへの転換は、先発自動車メー

カーにも商業上の利益をもたらすと考えられます。

グリーンスチールに付加される割増金額（鉄鋼 1

トンあたり約 200～300 米ドル）は、最終顧客に

転嫁され、車の価格をわずかに上昇させるにすぎ

ません（鉄鋼 1トンを含み、2万～3万米ドルの価

格設定の小型車では 1%未満）。これらの車をグ

リーンカーとして販売することで、メーカーは

マージンや市場シェアを増やすことができるかも

しれません。 

グリーンスチールの需要は、特に中国、日本、ド

イツ、韓国、米国等、従来からの自動車製造国で

急速に成長する可能性があります。

 

図 5：グリーン市場協力の発表および電気自動車のライフサイクル排出量 

 

左：Agora Industry（2021 年） 

右：Agora Industry（2021 年）、Volkswagen ID3（2021 年）に基づく 
  



Agora Industry | 岐路に立つ世界の鉄鋼 

11 

2.5 CCUS（二酸化炭素回収・利用・貯蔵）によ

る石炭ベースの製鋼設備の後付け改修は、非

現実的だと判明されるか 

鉄鋼セクターにおける排出削減に向けたその他の

（直接還元炉・電炉以外の）技術手法は、それほ

ど期待できるものではありません。脱炭素化シナ

リオでは、製鋼を含め、炭素回収（CCS または

CCUS）に大きな役割を長期にわたって担わせて

います。新たな IEA のネットゼロ排出量シナリオ

（ IEA NZE）でさえ、鉄鋼セクターにおける

CCUS の役割は依然として大きいと考え、2050 年

には 53%の生産量が CCUS を利用したものになる

と予測されています7。  

しかし、実際には、石炭ベースの鉄鋼生産プロセ

スに産業規模の CCS 設置を発表した製鋼企業は 1

社もありません8。  また、オランダの Tata Steel 

IJmuiden社のように石炭ベースの製鋼用 CCSの開

発viiを目指していた数少ない企業も、その後計画

を断念し、水素ベースの直接還元炉を選択してい

ます（Tata Steel、2021年）。石炭ベースの製鋼設

備の後付け改修は依然として理論上の選択肢とし

て残っていますが、具体的な低炭素鋼プロジェク

トを打ち出している鉄鋼会社のいずれも現在この

選択肢を追求していません。 

贔屓目に見積もっても、石炭ベースの高炉向けの

後付けCCSは欠点のある解決策になるでしょう。

いくつかの異なる箇所からの炭素回収率が不完全

であるため、CCS は従来の技術と比較して CO2の

約 83%の削減しか達成できない可能性が高いと考

えられています（ヴッパータール研究所、

Chisalita 他(2018 年)に基づく）9。残りの排出量は、

確実なカーボン・オフセットによって相殺しなけ

ればなりません。 
 

図 6：非現実的だと判明する可能性のある、CCUS による石炭ベースの製鋼設備の後付け改修 

 

左：Agora Industry（2021 年） 

右：Agora Industry（2021 年） 

 

7 IEA NZEでは、2050年までに鉄鋼セクターで利用される 3つ

の異なる CCUS 技術に言及していますが、その個別のシェ

アの内訳は示していません。これらの技術は、革新的な溶

融還元プロセス、天然ガスベースの DRI 製造、革新的な高

炉改修計画です。最初の 2 つの技術は、石炭ベースの高炉

からの設備転換を意味するものですが、本書では「革新的

な高炉改修計画」の商業化したプロジェクトは、現在、世界

のどこにもひとつとして存在しないという現実を強調しておき

たいと考えます。 
8 アラブ首長国連邦において、天然ガスベースの DRI プラント

で CCUS を商業化する 1 件のプロジェクトが存在します。し

かし、現在、Al Reyadah社の二酸化炭素回収・利用・貯蔵プ

ロジェクトで回収された CO2は、石油採取の増強に利用され

ています（CSL フォーラム 2021）。 
9 原則として CO2 削減レベルを高めることは可能ですが、CO2

削減コストの大幅な増加にもつながります。 
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また、自動車会社等、グリーン主導市場の企業

が、水素ベースの直接還元炉で製造された実質

的に気候中立的なグリーンスチールの観点か

ら、CCS で製造された石炭ベースの鉄鋼を「グ

リーン」であるとして受け入れるかどうかも明

らかではありません。 

2.6 2020 年代の石炭ベースの製鋼への継続的な

投資は高いリスクをもたらす 

2020年代、世界の鉄鋼業は岐路に立っています：

再投資と新規投資のたびに、カーボンロックイン

のリスクがある石炭ベースの製鋼設備、あるいは

気候中立性に必要な低炭素製鋼技術の導入のいず

れかの選択をしなくてはなりません。 

2021 年から 2025 年の間に改修が予定されている

すべての石炭ベースの生産設備をリライニング改

修すると、2040年までに年間約1200百万トンCO2

の排出量が固定化されます。10 もし、2026 年から

2030年の間に再投資が予定されている設備に削減

対策が行われず、石炭ベースのままであれば、

2045年までにさらに年間 955百万トン CO2が固定

化されることになります。 

同様に、現在から 2025 年までのすべての新規需

要に対応する鉄鋼投資が、削減対策が行われない

石炭ベースの設備に対して行われるとすると、排

出量のロックイン・レベルは、2075年までに合計

176百万トン CO2/年になるでしょう。2026年から

2030 年まで、削減対策が行われない新規の石炭

ベースの製鋼所への投資が継続されれば、2080年

までにさらに年間 176 百万トン CO2が固定化され

ることになります（図 7参照）。 

 

10 簡略化のため、2021 年から 2025 年までのすべての再投資

は 2025年に行われると想定しています。 
11 低炭素およびゼロカーボンの電力は、一次製鉄の脱炭素化

この結果は、1.5°C 目標の排出量を目指す道筋が

非現実的なものになるだけでなく、鉄鋼セクター

の座礁資産化という世界的な危機にもつながる可

能性があります。 

IEA のネットゼロ・エミッション・レポートは、

先進国の電力セクターでは 2030 年までに、新興

国では 2040 年までに、削減対策が行われていな

い石炭のフェーズアウト（段階的廃止）を提案し

ています。中国は 2030 年までに排出量のピーク

を迎え、2060年までにカーボンニュートラルを達

成することを確約しています。欧州と米国はとも

に、2050年までの気候中立性の達成目標を掲げて

います。欧州は 2030 年初頭までに電力セクター

において石炭のフェーズアウトを目指しており、

米国は 2035 年までにゼロカーボンの電力ミック

スを実現したいと考えています。 

代替的な低炭素技術が利用可能であることを考慮

すると、2070年代にその寿命を迎えるまで運転を

継続できるように、2020年代に追加される、新興

国での削減対策がなされていない石炭ベースの製

鋼設備への新規投資が許容できる可能性は極めて

低いでしょう。同様に、欧米では、削減対策が行

われていない石炭ベースの製鋼設備は、2030年初

頭までに、各国の経済市場で最も排出量の多い資

産となるでしょう11。したがって、鉄鋼会社に

とっても政策立案者にとっても、焦点は、2030年

よりかなり前に世界の製鋼設備群を最新化し、低

炭素製鋼能力を拡張することに置かれなければな

りません。 

本報告書の残りの部分では、世界の鉄鋼業におい

て、後付けの CCS を利用しない 2020 年代の資産

転換とはどのようなものになるか検討します。 

に向けた大量の再生可能水素の供給に役立つと考えらえま

す。また、二次製鉄におけるほとんどの排出量を削減するた

めに直接活用することも可能です。 
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図 7：石炭ベースの高炉への継続的な投資がもたらすカーボンロックイン 

 

Agora Industry（2021 年） 

 

3 2020 年代の資産転換目標 

3.1 2020 年代の変革ギャップ：再投資 

鉄鋼セクターにとって、2020年代における転換と

いうチャレンジは大きなものです。世界全体では、

合計 1090 百万トンの石炭ベースの製鋼設備が寿

命を迎え、交換が必要となり、約 240 万人の雇用

に直接的な影響を及ぼしています12。 

しかし、答えはあります。ほとんどの場合、鉄鋼

メーカーは、石炭ベースの設備容量にかかわる雇

用を同じ企業や現場内での低炭素生産へと移行す

ることが可能です。企業はすでに、2030年までに

最大 40 百万トンの直接還元鉄の設備容量を拡張

する計画を発表しています。我々の BAU シナリ

オでは、二次製鉄も少なくとも 117 百万トン増加

する可能性があると見積もっています（World 

Steel Dynamics 2021）。 

これらの指標は励みになるものですが、石炭ベー

スの製鋼設備容量は依然として 803 百万トンあり、

早急な再投資が必要になります。177 万人の雇用

が懸かっていますが、急速に変化する世界市場に

おいて、このセクターを気候中立性への道筋に乗

せ、競争力を維持しながら、長期的に将来にわ

たって安定した雇用を確保する移行計画は今のと

ころ存在していません。 

 

 

12 各国の仕上げ鋼百万トンあたりの雇用数を算出しました。

我々の分析に基づき、世界の雇用を最終鉄鋼製品 1 トンあ

たり約 2200人と推定しています。 
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図 8：2020 年代の変革ギャップ－必要とされる再投資（現状） 

 

左：Agora Industry（2021 年）；World Steel Dynamics（2021 年）の想定に基づく二次製鉄への転換量 

右：Agora Industry（2021 年） 

 

3.2 2020 年代の変革ギャップ：新規投資 

世界的な製鋼の過剰設備容量にもかかわらず、イ

ンドや東南アジアの一部等、鉄鋼需要が急増して

いる新興国は、新たな製鋼設備を計画しています。 

これらの国々では、地域でのスクラップ鉄供給が

不足しており、二次製鉄を大幅に増やす（28 百万

トン）という選択肢の幅が狭まっています

（World Steel Dynamics 2021）。これらの国におけ

る現在の事業計画は、石炭ベースの新しい銑鉄一

貫製鉄所のみでほぼ構成されており、その寿命は

理論的には 2050 年をはるかに超える可能性があ

ります。一部の政府や企業は、結果として生じる

カーボンロックインや座礁資産化のリスクを将来

的な懸念事項として片付けてしまう傾向にあるか

もしれませんが、将来を見据えた先見性のある戦

略があれば、2020年代には低炭素製鋼設備への投

資が開始されることになるでしょう。「技術の

リープフロッグ」 は、これらの国々で強力かつ将

来を見据えた国内鉄鋼業界の基盤を作り、将来的

に世界への輸出を可能にするものです。 

言い換えれば、2020 年代が重要な 10 年であるこ

とは間違いありません。しかし、野心的な目標を

どこに設定するべきでしょうか？ 
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図 9：2020 年代の変革ギャップ－必要とされる新たな投資（現状） 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics および TERI（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry（2021 年） 

3.3 2020 年代の資産転換目標 

エ ネ ル ギ ー 移 行 委 員 会 （ Energy Transitions 

Commission）viiiの新たな調査によると、世界の鉄

鋼セクターが 1.5°C 目標が必要とする排出の軌道

に乗るためには、2030年までに 2019年比で 13 億

トン CO2の排出削減が必要になると推定されてい

ます（ETC 2021年）。技術的な道筋にはいくつか

の可能性がありますが、簡単に達成できるものは

ありません。 

現実的なシナリオを明らかにするため、技術の選

択と設備資産の寿命の両方について分析を行いま

した。我々は、2020年代における設備容量や将来

を見据えた投資決定を重視することが、無理のな

い転換の成功に不可欠であると考えています。 

我々のシナリオは、4 つの重要な条件に基づいて

います： 

→ 2030年までに、世界の鉄鋼業界は 1.5°C目標に

沿う道筋に足並みをそろえる 

→ 2030 年までの製鋼設備への再投資サイクルを

想定にいれる 

→ 2030 年以降、石炭ベースの製鋼所では CCS 改

修は実施されない 

→ 2030 年以降、石炭ベースの製鋼設備における

座礁資産化は避けるべきである 

3.3.1 2030 年までに再投資が予定されている石

炭燃料高炉の約 70%は、低炭素オプション

交換されるべき： 

我々のシナリオの上記の 4 つの条件を満たすため

には、2020 年代の製鋼への再投資の約 70%（約

763 百万トン）が低炭素代替の形で行われなけれ

ばならないと算定しています。 

これを行うには、以下の 3 つのレベルでの変化が

必要になります： 

→ リプレースせずに過剰生産設備を廃止：先進

国と中国の183百万トンの石炭ベースの設備は、

当該国での鉄鋼需要の低下により、交換せず

に廃止する必要があります。影響を受ける最

大 40 万の雇用については、公正な移行措置と

政策が必要です。 
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→ 二次製鉄への転換：大量の石炭ベースの製鋼

設備（容量）を240百万トンの新たな二次製鉄

設備で置き換えることができます。その大半

（150百万トン）は中国と、米国（20百万トン）

等の先進国（50 百万トン）で実現するもので

す。世界のその他の国々における二次製鉄の

生産成長率は、2030 年までに 40 百万トン13

（2019 年と比較して 6.6%の増加）で、かなり

緩やかなものになる見込みです。世界的に、

この動きは約 53 万人の労働者を石炭ベースか

らグリーン雇用へと移行させることになるで

しょう。 

→ 低炭素一次製鉄への転換：残りの石炭ベース

の製鋼能力は、340 百万トンの低炭素一次製鉄

の設備に置き換えられる必要があります。こ

れにより、さらに 75 万人の雇用が石炭依存か

ら将来性のある雇用へと移行することになり

ます。目標は野心的なものですが、直接還元

鉄プロジェクトの数が増えていること（図 4）

は、目標が達成可能であることを示唆してい

ます。 

 
 

 

図 10：2020 年代の資産転換目標－必要とされる再投資 

 

Agora Industry（2021 年） 

 

13 二次製鉄の数字は、「新規投資」に該当するインドと ASEAN 主要 6 カ国を除いたものです。 
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この目標を達成するために、直接還元鉄プラント

の大部分は先進国に建設されることになります

（160 百万トン）14。しかし、中国は 2030 年以降、

水素ベースの製鋼における技術的リーダーになる

と想定されます。2030年までに、中国では 100 百

万トンの直接還元鉄生産設備を追加できる見込み

です。さらに 40 百万トンの直接還元鉄設備が、

ロシア、イラン、トルコ等、鉄鋼需要が横ばいの

新興国に建設される予定となっています。直接還

元鉄のさらなる 100 百万トン相当の設備は、オー

ストラリア（40 百万トン）、ブラジル（35 百万

トン）、スウェーデン（20百万トン）、南アフリ

カ（5 百万トン）等、豊富で安価な再生可能水素

供給を活用できるチャンスのある鉄鉱石輸出国に

設置される見込みです。グリーン DRI/HBI は、ア

ジア、欧州および北米でのさらなる加工用に輸送

が可能です。

3.3.2 2030年までに必要な新規投資の約 50%は、

低炭素オプションを用いて建設されるべき： 

このシナリオでも、急速に鉄鋼需要が増加し、製

鋼設備への新規投資を計画している新興国では、

約半数のケースで新しい低炭素技術の利用を選択

します。 

2025年以降に削減対策をしていない石炭ベースの

製鉄所が建設されなければ（理想的なケース）、

2030 年までにこれらの国々で約 24 万人の将来を

見据えたグリーンスチールの雇用が創出される可

能性があります。

 

図 11：2020 年代の資産転換目標－新規投資案件 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics および TERI（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry（2021 年） 

 

 

 

14 160 Mtの直接還元鉄生産設備容量には、オーストラリア（40 

Mt）やスウェーデン（20 Mt）等のグリーン鉄輸出国あるいは

グリーンスチール輸出の可能性のある国での直接還元鉄生

産が含まれます。これらを除くと、先進国グループの残りの

メンバー（スウェーデンを除く EU27 カ国、日本、韓国、米国、

カナダ、英国）の追加直接還元設備が 100 Mt を占めていま

す。 
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4 共通の課題、異なる出発点－世界の

鉄鋼情勢をマッピングする 4 つのグ

ループ 

このような極めて野心的な資産転換目標を達成す

るには、前例のない変革が必要になります。鉄鋼

業各社や政府が直面する多くの課題は、地域や地

方の状況によって異なります。いくつかの重要な

要因に着目するため、主要な鋼生産国を 4 つのグ

ループに分けました。 

4.1 グループ 1：先進国－2030 年の鉄鋼需要の

横ばい/減少

 

 

図 12：先進国－2030 年の鉄鋼需要の横ばい/減少（グループ 1） 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry（2021 年） 
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表 1：先進国－2030 年の鉄鋼需要の横ばい/減少（グループ 1） 

国：EU 加盟 27 カ国、日本、韓国、米国、カナダ、英国 

特徴：すべての国で鉄鋼需要は横ばい、または減少しており、資産基盤がかなり古くなっています。これらの

国は比較的裕福であり、2020 年代における低炭素製鋼への移行に伴う追加コストを賄うことが可能です。 

現状：石炭ベースの製鋼設備の大部分は 2030年までに運転寿命を迎える見込みです。それらを直接還元炉や電

炉等の低炭素製鋼設備に置き換えるという重大な発表がすでになされていますが、これらの国々では実質的な

投資はほとんど行われていません。IEA の「ネットゼロ排出報告書」では、2030 年までに電力セクターにおけ

る先進国での石炭のフェーズアウトを提案しています。改修された高炉は、更に寿命が延びる（15～20 年）た

め、2020 年代に改修される、削減対策がなされていない高炉は技術的寿命を迎える前に停止せざるを得ず、結

果として座礁資産になってしまうという高いリスクを抱えています。石炭ベースの製鋼における後付の CCS は

解決策となるかもしれませんが、高いリスクを伴う、疑わしい賭けのようなものです。自動車メーカーやその

他民間企業は、すでにグリーンスチールに大きな関心を示していますが、グリーンビジネスが成り立つための

規制の枠組みや政策手段は未だ整備されていません。 

2020 年代に実現すべきこと：先進国は、強健な鉄鋼セクターを維持しながら、変革のギャップを完全に埋める

なければなりません。先進国では、このプロセスを通じて、何十万人もの労働者を、気候中立性と両立できる将

来性のある雇用に転換することが可能です。鉄鋼会社は、寿命を迎える各高炉に対して、変革計画を策定する必

要があります。直接還元鉄プラントは、石炭ベースの高炉に取って代わると同時に、クリーン水素の段階的な市

場導入とインフラ構築の支えとして機能しなければなりません。このようにして稼働当初はクリーン水素で運転

することができなかった直接還元鉄プラントにおいて、天然ガスをクリーン水素と徐々に置き換えることができ

ます。政府は、低炭素鋼の規制枠組みを提供することで、低炭素鋼製造の追加コストをカバーし、グリーンス

チールの認証制度を制定するとともに、低炭素鋼のグリーン主導市場を開拓し、水素供給とインフラを構築しな

ければなりません。 

資産転換戦略：これらの国は、削減対策がされていない石炭ベースの製鋼設備への再投資を行いません。2025

年までに運転寿命を迎える高炉については、鉄鋼会社は運転を継続し、2～5 年延長する可能性もありますが、

それによって、15～20 年寿命を延ばすための全面改修のコストを回避することができます。2022 年には、政府

は、2025 年までに低炭素にかかわる規制の枠組みを導入する意向を表明し、低炭素製鉄所への投資決定を早け

れば 2022年に行えるよう、炭素差額決済ixを導入予定。グループ内の進歩的な国が率先して、グループのために

上記目標にかかわる最低限の基準を設定。 

Agora Industry（2021 年） 
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4.2 グループ 2：中国－2030 年の鉄鋼需要の減

少 
 
 

図 13：中国－2030 年の鉄鋼需要の減少（グループ 2） 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry（2021 年）、アゴラによる条件設定、ロッキーマウンテン研究所（2021 年）に基づく 
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表 2：中国－2030 年の鉄鋼需要の減少（グループ 2） 

国：中国 

特徴：中国は現在、膨大な過剰設備を抱えており、2030 年までに鉄鋼需要が減少すると予測しています。鉄鋼大

手は、2050 年ネットゼロ目標と 2030 年/2035 年の野心的な目標を掲げています。 

現状：中国の石炭ベースの製鋼設備の 78%は、2030 年までに運転寿命を迎える見込みです。これまでに、毎年数

千万トンの石炭ベースの製鋼設備が停止されましたが、これを補って余りあるほど、石炭ベースの鉄鋼生産設備

が新たに導入されたため、石炭ベースの製鋼設備の純成長と過剰設備問題につながりました。政府による生産制

限が頻繁に行われています。例えば、2021 年 8 月の中国の高炉の平均稼働率はわずか約 55%でした。しかし、新

たな石炭ベースの製鋼設備のプロジェクト計画は未だに大きなものです。中国の現行の設備更新政策では、石炭

ベースの製鋼設備を停止する際、設備が石炭ベースであれば、その生産設備容量の約 80%のみの更新を義務付け

ており、これが設備容量の削減につながっています。リサイクル方法を改善することにより、増加するスクラッ

プ供給の品質を改善でき、2030 年までに二次製鉄のかなりの増加が可能となります。世界初の産業規模かつ大部

分が水素ベースの直接還元鉄プラントが 2022 年に操業開始予定であり（当初、水素は再生可能ではない可能性が

ありますが）、他にも 2025 年までに水素ベースの製鋼能力を構築する計画が発表されています。Jianlong 社の

CISP プロジェクトは最近、飛躍的な躍進を遂げ、2030 年までに産業規模に達する可能性のある革新的な水素

ベースの溶融還元を採用しました。しかし、2030 年までに必要となる再投資量と比較すると、発表された低炭素

一次製鉄設備のプロジェクトは未だ小規模なものに留まっています。 

2020 年代に実現すべきこと：2030 年までに鉄鋼需要が減少するため、中国ではそれに応じて全体の製鋼能力を

確実に縮小していきます。2020 年代には、石炭ベースの製鋼設備の新設が老朽化した設備の閉鎖を過剰に補って

しまうという歴史的なパターンが徐々に終焉を迎え、急速な設備容量の調整機会が訪れます。他国の公表された

低炭素鋼に関する計画の例に倣い、中国は国際協力を強化しながら、グリーンな製鋼技術を採用し、商業化を

図っています。中国は、脱炭素化の有力な先駆者として鉄鋼セクターを推進し、気候変動緩和のリーダーになる

という野心をさらに高めています。この目的のために、中国は、再生可能エネルギーの大きなポテンシャルがあ

りながら、出力抑制の問題が発生している西部および北部地域で、再生可能水素をベースとしたグリーン直接還

元鉄ハブの開発を開始しています。この DRI は、現地の需要を満たすだけでなく、東海岸の製鋼センターに輸送

することが可能です。再生可能水素 H2-100 として知られる、再生可能水素の設備容量を 2030 年までに 100 GW

に引き上げるイニシアチブが 2021 年 9 月に発表されました（Heynes 2021 年）。中国は、他国からのグリーン

DRI/HBI の輸入も検討しています。中国では、低炭素製鋼技術に移行することにより、輸出に十分な低炭素鋼の

生産を行うことができ、EU やその他の地域で提案されている炭素国境調整メカニズムへの支払いを回避すること

が可能です。中国は自国の排出量取引市場に鉄鋼セクターを含め、炭素リーケージを避けるためにネットゼロ排

出目標を設定している EU やその他の国々と積極的に協力すべきでしょう。 

設備転換戦略：中国は歴史的な速度で（非効率な）石炭ベースの製鋼設備の停止を続け、徐々に石炭ベースの生

産設備ではなく低炭素製鋼技術への代替を進める。新たな二次製鉄設備への転換は、「後悔しない」選択肢であ

り、政府が発表した目標に沿ったものです（中華人民共和国工業情報化部（Ministry of Industry and Information 

Technology of the People’s Republic of China） 2020 年）。中国は、現行の設備リプレース政策（中華人民共和国

国務院 （People’s Republic of China State Council）2021 年）を強化。新たな石炭ベースの鉄鋼生産設備容量を削

減していく現在の対策により、いずれは過剰設備容量の削減が見込めます。中国は、職業転換のための技能訓練

を含め、影響を受ける労働者向けの公正な移行措置を導入。中国は、水素ベースの製鋼の世界的リーダーになる

べく、低炭素一次製鉄用の直接還元鉄ハブを、安価で豊富な再生可能エネルギーを利用できる地域で開発できる

かどうかを慎重に評価検討。 

Agora Industry（2021 年） 
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4.3 グループ 3：新興国－2030 年の鉄鋼需要は

横ばい/やや増加 

 
 

図 14：鉄鋼需要が横ばいの新興国（グループ 3） 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry（2021 年） 
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表 3：新興国－2030 年の鉄鋼需要は横ばい/やや増加（グループ 3） 

国：ロシア、トルコ、ブラジル、イラン 

特徴：トルコを除き、2030 年の予測鉄鋼需要は横ばいとなっています。これらの国は相当な高炉設備容量を有し

ていますが、2030 年までにそれぞれの鉄鋼業の脱炭素化を始めるには良い状況にあります。 

現状：国内の鉄鋼需要がさらなる鉄鋼増産の重要な推進力にならないことを考慮すると、これら 4カ国は、独自の

立場と資源賦存量を活用して、成長する世界の低炭素鋼市場に競争力のある製品を 2030 年より早く供給すること

が可能です。各国のスタート地点は異なりますが、イランとロシアは低価格のガスを使用して、競争力のある天

然ガスベースの直接還元炉による生産が可能であり、他方、トルコ（トルコの製鋼の 70%はすでに二次製鉄）と

ブラジル（再生可能水素が低コストになると予測される）は、2030 年までに低炭素鋼を供給するのに適した立場

にあります。低炭素製品のグリーン市場が台頭した場合、経済制裁が適用されなければ、4 カ国すべてがこれらの

市場に低炭素鋼を供給することが可能です。 

2020 年代に実現すべきこと：鉄鋼会社と政府は、優位な立場に安住する余裕はありません。むしろ、それをさら

に強化する努力をしなければなりません。ロシアでは、寿命を迎える石炭を使用する高炉を、天然ガスベースの

DRI に置き換えるべきです。イランとロシアでは、天然ガスベースの直接還元鉄プラントの中には、カーボンフッ

トプリントをさらに削減するために CCS を装備すべきプラントもあります。ロシアとブラジルではまた、最も高

い持続可能性基準を満たす持続可能なバイオマスを使用することにより、バイオエネルギーCCS（BECCS）を活

用してカーボンネガティブな鉄鋼を供給するという中期的な選択肢にもつながります。トルコでは、直接還元鉄

プラントをいくつか建設して、高品質の原料を使用して既存の電炉に（銑鉄を）供給し、それがなければ実現不

可能な輸出用鉄鋼製品を生産するに違いありません。最後に、ブラジルは水素生産設備の開発を支援する政策を

採用すべきです。そのような政策は、高品質の鉄鉱石を HBI として輸出可能な還元鉄に転換する世界で最も競争

力のあるプロジェクトとなる可能性があります。政府や鉄鋼会社は、優位にある出発点を確実に強化するため

に、インフラ（CCS、水素）および政策手段を整備しなければなりません。 

資産転換戦略：各国の資産転換戦略は 2 段階に構成されます。第一段階は、2030 年までに寿命を迎える石炭ベー

スの製鋼設備を直接還元鉄プラントで代替できるかどうかの評価検討。ロシアとイランでは、天然ガスベースの

直接還元鉄プラントへの投資はすでに経済的であり、トルコとブラジルでは、直接還元炉への投資は合理的と考

えられます。第二段階は、ロシアとイランは、（例えば CCS を搭載することで）既存のガスベースの DRI 設備の

カーボンフットプリントをさらに削減できるかどうかの評価検討、ブラジルでは水素ベースの直接還元炉の検

討。トルコは、スクラップベースの鉄鋼の品質を改善するために、独自の直接還元鉄設備を建設するか、原料と

してグリーン HBI を輸入するかの選択肢を評価検討。 

Agora Industry（2021 年） 
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4.4 グループ 4：新興国－鉄鋼需要の急増 

 

図 15：鉄鋼需要が急増する新興国（グループ 4） 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics および TERI（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry 2021 年*アフリカについて、ほとんどの研究では、2030 年以降の鉄鋼需要の増加を想定しています 
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表 4：新興国－鉄鋼需要の急増（グループ 4） 

国：インド、ASEAN 主要 6 カ国、アフリカ 

特徴：グループのほとんどの国で、2030 年以降、国内の鉄鋼需要が急速に増加する見込みとなっています。アフ

リカの鉄鋼需要は、2020 年代はほぼ横ばいですが、2030 年以降は大幅に増加すると予測されています（World 

Steel Dynamics 2021 年、Morfeldt ら 2014 年）。現状ではこれらの国々は一人あたりの鉄鋼消費量が非常に少な

く、現在は低炭素製鋼設備を導入し、稼働させる余裕がありません。 

現状：急増する国内の鉄鋼需要と比較的安価な国内の石炭資源を背景に、これらの国々は少なくとも 1 億 5000 万

トンの新たな石炭ベースの製鋼設備の拡張を計画しています。2020 年代に建設される銑鉄一貫製鉄所の寿命は 50

年であり、2050 年をはるかに超えてしまいます。石炭ベースの設備を作らずに、低炭素製鉄所の建設に飛躍

（リープフロッグ）すべきだという声は未だ主流ではありませんが、この考え方はインド等で盛り上がりを見せ

始めています（TERI 2021 年参照）。 

2020 年代に実現すべきこと：鉄鋼会社と政府は、耐久資産への投資がもたらすリスクを理解しています。IEA の

「ネットゼロ排出報告書（Net Zero Emission Report）」では、2040 年までに電力セクターでの「削減対策がなさ

れていない石炭x」の世界的なフェーズアウトを求めています。これを鉄鋼業界に置き換えれば、2025 年以降、削

減対策がなされていない石炭ベースの製鋼所への新規投資は行われないでしょう。石炭ベースの製鋼設備向けの

資本（CAPEX：資本支出）は、追加コストが発生しないように、新規のガスベースの直接還元鉄プラントに投入

されなければなりません。天然ガスまたは水素でプラントを操業する運転費用（OPEX：運営費）の増加は、一部

は現地政府の支援や国際的な資金提供によって負担されるべきです。化石燃料ベースのインフラへの不必要な投

資を避けるために、追加的な天然ガス需要と必要なインフラについて徹底的に評価検討しなければなりません。

インドでは、当初天然ガスを直接還元鉄プラントの転換燃料として使用し、2020 年代後半までには安価な再生可

能水素資源のポテンシャルを活用し始め、グリーンスチール大国となるでしょう。 

資産転換戦略：このグループの新興国は、2024 年以降、削減対策がなされていない石炭ベースの新規製鋼所への

投資を行わないこと。天然ガスまたはクリーン水素で DRI プラントを運転するための追加 OPEX コストについ

て、一部をカバーできる国際基金を設立。2025 年までに、中国を含む第三国は、削減対策がなされていない石炭

ベースのすべての新規製鋼所の建設に対する資金供給を停止。 

Agora Industry（2021 年） 
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5 グリーンスチールのチャンス－先行

国 

鉄鋼は世界的に取り引きされている商品です。同

一スピードでの世界的な鉄鋼の変革は、国際協力

の強化と公平な競争の場を確立するものです。 

しかし、セクション 3 の資産マッピングが示すよ

うに、先行国が存在します。これらは、鉄鉱石を

輸出する代わりに、鉄鉱石と再生可能水素を利用

したグリーン直接還元鉄の生産に切り替え、グ

リーン直接還元鉄を HBI として輸出するか、国内

で利用することができる主要国です。また、これ

らの国は、非常に安価な再生可能電力によって、

成長しつつある輸出用のグリーン・スチール・セ

クターを支えることができる国でもあります。 

鉄鉱石輸出国からグリーン HBI 輸出国に移行でき

るのはブラジル、オーストラリア、そして一部移

行できるのは、スウェーデンです。15 安価な再生

可能電力をベースにしたグリーンスチール輸出を

短期的に発展させる可能性が最も高い国は、ス

ウェーデン、インド、南アフリカです。 

 

 

図 16：グリーンスチールのチャンスがある国－再生可能水素の先発優

位性の可能性のある鉄鉱石輸出国（グループ 5） 

 

左：Agora Industry（2021 年）、World Steel Dynamics（2021 年）に基づく 

右：Agora Industry（2021 年） 

  

 

15 その他の国々としては、カナダやロシアが考えられます。 
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表 5：グリーンスチールのチャンスがある国－低コストの再生可能水素がある鉄鉱石輸出国 

（グループ 5） 

国：ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、スウェーデン 

特徴：これらの国は、再生可能水素の将来コストが非常に低い鉄鉱石輸出国です。2030 年までにグリーン鉄/ス

チール生産を確立することは、石炭ベースの設備の再投資額よりも遥かに大きな額が必要になりますが、それに

よってこれらの国々をグリーン鉄/スチール輸出国に変える可能性があります。 

現状：これらの国は、自国の可能性を引き出すという点で、異なります。スウェーデンでは、政府と先進的な鉄

鋼会社が 2020年代に同国をグリーン鉄/スチールの輸出国にするために協力していますが、これは他の国では見ら

れないことです。オーストラリアでは、民間企業が 2020 年代に工業規模の直接還元鉄プラント建設を発表しまし

たが、政府はこれまでのところ資金や政策支援を提供していません。南アフリカでは、このようなプロジェクト

はまだ見られません。 

2020 年代に実現すべきこと：2025年までに最初の産業規模のグリーン鉄・プロジェクトの投資成功事例を作り出

するため、政府と採鉱/製鋼会社の協力が必要です。2020 年代後半には、世界の主要な製造拠点（アジア、欧州、

北米）における民間セクター（自動車メーカー等）からのグリーンスチールの需要が、グリーンスチールのチャ

ンスを有する国の可能性を最大限に引き出すでしょう。自動車メーカーは、グリーンスチールに伴うわずかな追

加コスト（自動車 1 台あたり 200～300 米ドル）を消費者に転嫁することができるため、グリーンスチールの大き

な成長市場となるでしょう。2025 年までの最初のいくつかの産業規模プロジェクトに対して、当初は政府の支援

が必要になりますが、助成金なしで成り立つグリーン鉄/スチール輸出のビジネスケースが間もなく出現するで

しょう。とはいえ、鉄鋼/採鉱会社と政府が緊密に協力している国は、その潜在的な輸出力を最大限に発揮するの

に適した立場にいます。 

資産転換戦略：これらの国々では、2030 年までに運転寿命に達する石炭ベースの資産が限られています。これら

の国々は、国内で必要とする再投資を大幅に上回る巨大な潜在力を有しているため、2030 年までにグリーン鉄/ス

チールの輸出拠点への道を追求。 

Agora Industry（2021 年） 
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6 2030 年の 1.5°C 目標への道筋と両
立する鉄鋼セクター資産の移行シナ

リオ 

1.5°C 目標に沿う道筋へと世界の鉄鋼セクターを

導くには、2020年代において大幅な排出削減が必

要となります。このため、エネルギー移行委員会

は、世界の鉄鋼セクターは、約 30 億トン CO2 を

排出した 2019 年と比較して、2030 年には約 13 億 

トン CO2を削減しなければならないと推定してい

ます（ETC 2021年）。16 2030年以降の石炭ベース

の製鋼設備への CCUS の後付けが具体化せず、将

来のすべての座礁資産化が回避されるべきとした

場合、資産転換に焦点を当てたシナリオはどのよ

うなものになるでしょうか？特定の国々ではどう

でしょうか？また、上記の資産転換目標は、各鉄

鋼生産国グループの CO2削減にどのように結び付

くのでしょうか？ 

この後に示す分析により、さまざまな技術の CO2

強度に関する想定に基づいて、CO2 削減量の非常

に大まかな推定値が得らます（表 6 参照）。これ

は詳細な国レベルの分析に基づいたものではあり

ません。むしろ、1.5°C 目標のシナリオに合わせ

るため、世界の鉄鋼セクターの資産転換に必要な

スピードや規模を大まかに示すことを意図したも

のです。 

 

図 17：2030 年までの1.5°C目標に対応した世界鉄鋼セクターにおいて必要とされる低炭素鋼投資に

よる CO2削減量 

 

Agora Industry 2021 年 *鉄鋼需要が高まる新興国；**中国と先進国を除く、世界のその他の国々 

 

16 IEA World Energy Outlook 2021では、地球温暖化を 1.5°C

に抑える道筋に沿うには、世界の鉄鋼セクターでは、2020

年と比較して 2030年までに約 600 MtCO2の排出を削減しな

ければならないと述べています。これらのシナリオを比較す

るのは容易ではありませんが、主な相違点は、IEA では、鉄

鋼業については、異なる鉄鋼のアカウンティング方法を採用

し、自家用発電プラントからの排出量を含めていません。ま

た、排出削減をマテリアル効率に大きく依存しており、2020

年の膨大な再投資費用を考慮していないようです。 
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→ 必要とされる新規投資：参照（BAU）シナリ

オでは、インドや東南アジア等の新興国で急

増する鉄鋼需要を、新たな石炭ベースの製鋼

設備で賄います。少なくとも 148 百万トンの

新たな石炭ベースの製鋼設備が増加し、2030

年の年間排出量は 252百万トン CO2増加する

でしょう。 

→ （過剰な）生産設備の廃止：一部の先進国や

中国では、2030 年までの鉄鋼需要は 2020 年よ

りも低くなる見込みです。したがって、先進

国（-33 百万トン）と中国（-150 百万トン）で

は、石炭ベースの設備はリプレースされるこ

となく廃止されます。これにより、366 百万ト

ン CO2の排出量を削減できます。 

→ 先進国の低炭素鋼（一次・二次）：先進国は

直接還元炉と二次製鉄に投資し、輸出国から

グリーン直接還元鉄）を輸入することで、

2020年代の変換ギャップを 100%解消しようと

しています（「グリーン鉄輸出」参照）。こ

のグループの多くの国では、最初は天然ガス

で運転され、その後利用可能になった時点で

クリーン水素に転換して運転される直接還元

鉄プラントの建設によってギャップが解消さ

れます。全体として、100 百万トンの直接還元

炉が天然ガスで建設・運転されるか、または

クリーン水素の割合が増加して、170 百万トン

CO2 の排出削減につながります。それとは別

に、50 百万トンの二次製鉄能力が追加され、

その新規能力の大部分（20 百万トン）を米国

が担います。二次製鉄の増加は、85 百万トン

CO2の排出量削減につながります。 

→ 中国の低炭素鋼（一次・二次）：中国は 2030

年までに二次製鉄を大幅に拡大し、150 百万ト

ンの新規設備容量を新たに追加する予定です

（ロッキーマウンテン研究所（Rocky Mountain 

Institute） 2021 年）。これにより、150 百万ト

ン CO2 の排出量削減につながります。それと

は別に、中国は、100 Mt 相当の天然ガスとク

リーン水素の混合で稼働している DRI プラン

トを運営し、さらに 180 百万トン CO2 を削減

します。 

→ 鉄鋼需要が横ばいの低炭素一次製鉄新興国：

さらに 40 百万トンの DRI 設備が、ロシア、イ

ラン、トルコ、ウクライナ、カザフスタン等

の新興国に建設される予定です。 

これにより、さらに 56 百万トン CO2を削減で

きます。 

→ 二次製鉄の増加（世界のその他の国々）：世

界的に二次製鉄の生産量は 2030 年までに緩や

かに増加する見込みです。先進国と中国の二

次製鉄の生産量の増加を除くと、世界のその

他の国々の二次製鉄の生産量は 2019 年の生産

水準と比較して 6.6%増加しています。追加的

な 40 百万トンの二次製鉄の生産量は、52 百万

トン CO2の排出削減に貢献します。 

→ 新興国への低炭素鋼投資：2025 年までに、新

興国は低炭素製鋼技術への投資を開始します。

2025 年から 2030 年の間に 50 百万トン規模の

直接還元鉄プラントが建設される予定です。

当初は天然ガスで運転される予定ですが、

2030 年までに再生可能な水素の利用割合が増

える見込みです。これにより、2030 年までに

85 百万トン CO2 の排出量を削減できます。建

設およびインフラプロジェクトのほとんどの

鉄鋼需要を満たすことができる二次製鉄の生

産量は、38 百万トン増加し、48 百万トン CO2

の排出削減につながります。 

→ グリーン鉄輸出：オーストラリア（40 百万ト

ン）、ブラジル（35 百万トン）、スウェーデ

ン（20百万トン）、南アフリカ（5百万トン）

等のグリーンスチールのチャンスを有する国

がその大きな潜在能力を発揮し、世界市場に

約 1 億トンのグリーン鉄（DRI/HBI）を輸出し

始めています。グリーン鉄は、高炉プロセス

を代替するか、または既存の高炉の原材料と

しても使用できます。全体の CO2 排出削減量

は、160 百万トン CO2にも達します。 

→その他の削減対策：すべての CO2 削減努力が、

設備転換だけによるものではないと考えます。

材料効率の改善、スクラップ使用量の増加、

高炉への水素注入、古い石炭ベースの DRI 設

備のより効率的な新技術へのリプレース等の

対策も、排出削減に大きく貢献するでしょう。

全体の CO2 排出削減量は、200 百万トン CO2

にも達します。 

これらすべての対策が実施されれば、鉄鋼セク

ターでは 2030 年までに二酸化炭素排出量を 13 億

tCO2、つまり 2019 年比で 43%削減できる可能性

があります。 
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表 6：各地域における CO2削減の想定 

区分 技術 想定 CO2増加/削

減量（粗鋼 1 ト

ン あ た り の

CO2、トン） 

前提条件 

新規投資案件 高炉－転炉 +1.7 新たな石炭ベースの製鋼設備に利用可能な最善

の高炉技術による排出強度を想定。 

（過剰な）設備容量

の停止 

高炉－転炉 -2 停止される設備容量。 

先進国 一次製鉄（直接還元

炉＋電炉） 

-1.7 天然ガスとクリーン水素の混合を想定。 

 二次製鉄（電炉） -1.7 これらの国々での電力ミックスは、かなりク

リーンなものになると想定。 

中国 一次製鉄（直接還元

炉＋電炉） 

-1.8 新規直接還元鉄プラントは主に再生可能水素で

運転されると想定。 

 二次製鉄（電炉） -1 電力ミックスは依然として化石燃料に大きく依

存すると想定。 

鉄鋼需要が横ばいの

新興国 

一次製鉄（直接還元

炉＋電炉） 

-1.4 直接還元鉄プラントは主に天然ガスで運転され

ると想定。 

世界のその他の国々 二次製鉄（電炉） -1.3 これらの国々（すなわち中東、メキシコ）での

電力ミックスは、かなりクリーンなものになる

と想定。 

鉄鋼需要が高まる新

興国 

一次製鉄（直接還元

炉＋電炉） 

-1.7 プラントは当初は天然ガスで運転され、2030年

までに再生可能な水素の利用割合が増えると想

定。 

 二次製鉄（電炉） -1.25 これらの国々での電力ミックスは、依然として

化石燃料の割合が高いままであると想定 

グリーンスチールの

チャンスを有する国 

一次製鉄（直接還元

炉および直接還元炉

＋電炉） 

-1.6 高炉プロセスを代替するものか、または既存の

高炉の原材料としてグリーン鉄を使用できると

想定。 

Agora Industry（2021 年） 
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7 結論 

世界の鉄鋼セクターは、岐路に立っています。世

界の石炭ベースの製鋼高炉の約 71%（10.9 億トン）

は、2030年までに運転寿命を迎える見込みであり、

大規模な再投資が必要となります。一方、鉄鋼需

要が増加する新興国では、少なくとも 170 百万ト

ン規模の新規設備容量が必要となります。これら

のニーズに石炭ベースの生産設備で対応した場合、

長期的なカーボンロックインをもたらすだけでな

く、座礁資産にもつながり、結果として雇用を脅

かし、1.5°C 目標と両立するあらゆる道筋が実現

できなくなるでしょう。 

したがって、鉄鋼業界では、気候中立性と両立す

る主要な低炭素製鋼技術に今、投資することが最

も重要となります。本書で分析した資産転換目標

は非常に野心的に思えるかもしれませんが、石炭

ベースの製鋼設備への投資を継続するという代替

手段は、2030年以降、資産や雇用を高いリスクに

さらすことになります。 

このような大転換は、自然に起こるわけではあり

ません。鉄鋼セクターの変革を促進するには、直

接還元鉄プラントへの供給用の鉄鉱石ペレット市

場の世界的な設備容量の大幅増加、新たなインフ

ラ、政府の支援、および強固な総合的政策という

形での低炭素製鋼の規制枠組みが必要になります。

これには、炭素差額決済、グリーンスチール表示

や報告基準、エンボディド・カーボンxi、グリー

ン公共調達、グリーン水素の市場拡大支援、水素

インフラの建設等の政策手段が含まれます。世界

の鉄鋼業界が同じスピードで前進すれば、結果と

しての同一スピードでの変革は、国際協力の強化

と公平な競争の場をもたらすでしょう。 
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訳注： 

i オリジナル版は、2021年 11月の COP26開催直前に出版された。 

ii 高炉で鉄鉱石を溶解させて銑鉄を作ることを行わず、固体状態のまま鉄鉱石の還元を行う設備のこと。こ

のような製法で作られた鉄を、英語では Direct Reduced Iron（DRI）と呼ぶ。 

iii スクラップ鉄を原料とし、電炉などで鉄鋼を製造すること。一方で、鉄鉱石から鉄鋼を製造する場合を一

次製鉄（製鋼）と言う。 

iv 混合生産能力は、Global Energy Monitor で使われている分類。電炉が高炉と同一敷地内に所在する場合な

どは、ここに分類されている（https://globalenergymonitor.org/projects/global-steel-plant-tracker/tracker-

map/）。 

v 見掛鉄鋼消費量は、国内生産量に輸入量を加え、輸出量を減じた量。 

vi 空隙の多さから再び酸化しやすい直接還元鉄の輸送や保管を実現するために圧縮成型するなどしたもの。 

vii HIsarnaプロセスと呼ばれる。鉄鉱石に最大 50％のスクラップ鉄を混合し、直接銑鉄への還元を行う。排

ガス中の CO2の純度が高いため、CCS との組み合わせに適していると言われている。 

viii 今世紀半ばまでの排出ネットゼロを目指す、産業・金融業界のリーダーの有志連合（https://www.energy-

transitions.org/）。 

ix Carbon Contracts for Difference 。EU が提案する産業の競争力を維持しつつ、脱炭素化を支援するための政

策枠組み。排出量取引における炭素価格（EUETS）がグリーン製品等を成立させるのに適切な炭素価格を

基準に、実勢価格が低い場合にその差額を補助する。 

x 削減対策がなされていない石炭（Unabated coal）とは、CCS 装置がついていない石炭火力のことを意味す

る。 

xi ライフサイクルで評価した場合の総 CO2排出量。 
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Agora Industry について 

Agora Industry は Agora Energiewende の一部門

であり、ドイツ、EU、そして全世界において、

気候中立的な産業変革に向けた戦略と手段を開

発しています。Agora Industry は、経済的利益や

党派的利益にかかわりなく活動しています。

Agora Industry の唯一のコミットメントは、気候

変動に関する活動です。 
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