（ＨＰ掲載）

アイアン・クラブ

令和２年１０月２３日

世界鉄鋼業：温故知新の旅
中村 正俊（元）JFE スチール

現在、コロナウイルス感染拡大の影響もあり、日本鉄

中を去来していたのは、日本を出発する際に言われた西

鋼業は未曾有の厳しい状態に置かれています。中長期の

山社長の厳しい言葉でした。

展望において、再び、世界一の日本鉄鋼業の輝きを取り

資本金５億円の会社が所用資

戻し、更に発展して行くことを確信しています。

金 273 億円規模の新しい臨

19 世紀初頭に活躍した英国の詩人、George Gordon

海製鉄所を建設する、社運を

Byron の言葉に、The best prophet of the future is the

賭けた一大プロジェクトがス

past.とあります。

タートしていたのです。当時

未来の日本鉄鋼業の繁栄への途を探るためにも、過去

を遡ること４年前の 1953 年

の世界鉄鋼業の興隆と衰退の歴史を尋ねてみたいと想

（昭和 28 年）には、川崎製

った次第です。

（Republic Steel の女子工員）

鉄は、既に第一高炉に火入れ

では、ご一緒に、最新の「５G タイムマシーン」に乗

が完工され翌年には新鋭の平

って、懐かしい米の鉄鋼業の盛衰の歴史を振り返る旅に

炉３基も稼働を始めていました。西山社長が将来を担う

出発致しましょう。

であろう４０歳の若い八木技師に託したミッションは、

時は、昭和 32 年、西暦 1957 年の春です。場所は、

「米国に行って、最新の連続薄板製造技術をマスターし

米国のオハイオ州、Warren 市にタイムスリップします。

て来い。」でした。
当時、西山社長は、日本の政府関係者や金融機関等に
対して、ストリップミル技術を備えた新鋭設備への投資
無しには日本の鉄鋼業の国際競争力は確保できない、と
危機意識を説いて回っていました。西山社長曰く、「米
国における最近の薄板製造方法は、極めて高能率に機械
化された連続帯鋼圧延機であり、当社の現有設備の到底
比肩しうるところではない。手動式２段ロールを３０數
年間使用したが甚だしく旧式であり、欧米諸国との競争

Warren 製鉄所に続く新緑の小道を歩いている数名の

上、必然的に敗退されるのは目に見えている。」と。

日本人の一行がいます。川崎製鉄の第 4 代社長になる、
若き八木靖浩をリーダーとする研修団です。Republic
Steel 社への研修の為に訪米しているのです。一行は、
一泊一ドルの YMCA に泊まりながら、Warren 工場ま
で毎日徒歩にて通っています。後ろから、工場勤務の女
性社員が車を寄せてきました。「工場まで私の車にに乗
って行きませんか。」と誘ってくれました。米国人にも
負けない立派な体躯の八木は、大きな体がすっぽり入る
大型車のソファーに腰を落とし、微笑みながら、「それ
にしても、女性で自家用車で通うなんて、米国の鉄鋼会

(56inch Hot Strip Mill,Republic Steel,Warren Ohio)

社の社員は、給料もエラク高いんだろうな。」と感心し
川崎製鉄が師と仰いだ Republic スチールは、US

ています。

Steel, Bethlehem に次いで全米３位の鉄鋼会社です。

Warren 工場に向かう車に揺られながら、八木の頭の
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堅実な中堅会社で、先進技術の導入に積極的で信頼でき

もらえる、などという評判でしたよ。」他の鉄鋼会社の

るパートナーでした。数次に亘る技術ミッションを派遣

経営人や社員、組合員の給与も推して知るべしである。

後、この年 1957 年の年末、川崎製鉄は Republic スチ
ールと「技術提携契約」を結び、翌年４月、６月にそれ
ぞれ、米国の United Egineering 社製のホットストリ
ップミル、コールドストリップミルを導入しました。当
初導入予定だった４２インチミルの計画を更にアップ
グレードし、５６インチの新鋭ミルを導入、操業を開始
しました。米国の最新鋭の技術が日本に導入され、強力
（Bethrehem Steel、Bethrehem,Pennsylvania）

な武器として活躍を開始しましました。今から振り返れ
ば、師と仰ぐ米国ミルへの追撃がスタートした歴史的な

米国鉄鋼会社のこの驚くばかりの高収益の源泉は、成

瞬間でした。

長する国内鉄鋼需要、最新鋭の製鉄技術による高い生産
性と競争優位性、そして、何よりも、US Steel の傘の
下で、
「売りたい値段で売れる」、競合相手のいない「売
りて寡占」、即ち、
「完璧な市場支配と価格形成力」であ
ったのです。
この米国鉄鋼業の黄金期の「栄光と栄華」に至る歴
史を遡ってみましょう。その源流には、世界の鉄鋼業界
で初めて登場する“entrepreneur”実業家である、
Andrew Carnegie がいました。彼のミッションは「新
しいテクノロジーを利用
し、鉄を安く大量に生産
し、社会の発展に貢献す
る」ことでありました。

1950 年代当時、米国鉄鋼業界は、生産量、収益とも

彼は、1835 年にスコッ

世界一となり、「鉄鋼王国」として、その「黄金時代」

トランドに生まれ、12 歳

を謳歌していました。1950 年には、世界の粗鋼生産量

の時に両親と共に米国に

の 45%を生産しました。1953 年には世界で初めて粗鋼

移民した。電信、鉄道、

生産が一億トンを突破しました。鉄鋼会社の利益も史上

（米国鉄鋼業の父、

空前となり、1955 年には、鉄鋼業界の税引き後の利益

Andrew

が初めて 10 億ドル（現在のドル価値に直すと、97 億

Carnegie）

自動車、橋梁、石油掘削、
更に金融、分野で活躍し
徐々に巨大な富を蓄積し

ドル、当時の為替レートの日本円換算、3 兆５千億円）

ていったのでした。

と途方もない利益を享受していました。経営者の給与も

では、再び「５G タイムマシーン」に乗って、更に

他産業に比べ突出して高く、1957 年、ベツレヘム・ス

100 年ほど歴史を遡り、鉄鋼王、Carnegie を訪ねてみ

チ―ルの会長、アーサー・B・ホーマーの年収は、62

ましょう。

万 3336 ドル（日本円換算、２億２千４百万円）
、今日

時は、南北戦争も終焉し、社会も安定してきた 1865

の価値で 480 万ドルでありました。当時の企業経営者

年（日本では、江戸時代、元治二年、薩長連合の成立す

の高額所得者リスト、１０名中、何と７名はベスレヘ

る前年）の米国です。場所は、ペンシルバニア州、ピッ

ム・スチールが占めていました。当時を振り返り、元経

ツバーグに飛んでみましょう。

営幹部社員の一人は、次のように述懐しています。
「あ

当時の米国は、産業の近代化に向け大きく成長し始め

の頃のベスレヘム・スチール社は、廊下に黄金が埋まっ

ていました。鉄鋼のインフラ需要も急速に伸びだしてい

ていて、会社に採用されるとそれを掘り出すつるはしが

ました。1869 年には大陸横断鉄道も完成し、同年、世
2
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ました。

建設が開始されていました。当時の米国は 鋼材の多く

その後も米国の旺盛な鉄鋼需要の拡大と共に鉄鋼生

を英国からの輸入に依存していたのです。1870 年、米

産量は順調に伸びて行きま

国の生産量は 170 万トンに対して英国の生産量は約

した。鋼材需要の大きな柱

670 万トンで、何とそのかなりの部分を米国に輸出して

である、社会インフラ、大

いたのです。

型橋梁や高層ビルの建設に

Carnegie は、素早く米国における鉄鋼業の成長性と

拍車が掛かり、Queensboro

将来性を洞察し、鉄に投資しました。資金も最新の製鉄

Bridge も 1909 年に完成し

技術も英国から調達し、1873 年にカーネギー・スチー

ました。

ルを設立しました。

米国では、1929 年に始ま

彼は、二つの大きなイノベーションを起こしました。

った世界恐慌にも拘らず、

一つは、改良を重ねた最新鋭のベッセマー転炉技術

（US Steel Tower, Pittsburgh）

ルーズベルト大統領のニュ

（1855 年、英国にて開発）を導入し、安価で大量の鋼

ー・ディ―ル政策によりイ

材の生産を可能としました。1875 年には、世界で最初

ンフラ投資も継続し,旺盛な鉄鋼需要が持続しました。

の大量生産方式の製鉄所、また、ベッセマー転炉の為に

クライスラービル（1930）、エンパイアステートビル

設計建設された、Edgar Thomson Steel Works（現在

（1931）ジョージワシントンブリッジ（1931）,ゴー

の USS の Mon Valley 製鉄所）で鉄鋼生産を開始しま

ルデンゲイトブリッジ（1937）等々が建設されました。

した。

今でも、ニューヨークやサンフランシスコの街を支える

同工場の生産量増加により、米国の粗鋼生産量は、

インフラが Bethrehem Steel 等の、当時の世界最先端

170 万トンから 1910 年までに一気に 2600 万トンまで

の鉄鋼製品により製作・整備されたのです。

伸びました。レールの生産性は、
一挙に 2～3 倍上昇し、

特に、Bethrehem の平炉で製鋼された厚板、形鋼は、

1873 年にトン当たり$100 以上であった価格も、1890

全米の橋梁、高層ビルの建設に使用され、Bethrehem

年頃には、$18 以下に下がり、米国の鉄道の敷設、普及

の名を世界に轟かせました。（カーネギーが導入したベ

を促進しました。

ッセマー転炉は、脱 P 能力に弱点があり、用途は レ

Carnegie の二つ目のイノベーションとは、新しい鉄

ール中心でした）米国は、1953 年に 1 億トン生産を達

鋼経営でした。川上の鉄鉱石、原料炭の鉄鋼原料分野事

成し、
「世界の鉄鋼王国」となったのです。

業を吸収して、更に、鉄道、海運等の物流事業分野へ経

Bethrehem の平炉製鋼技術は大変優れており、これ

営を拡大し、所謂“vertical integration”を実行しまし

が LD 転炉への転換を遅らせてしまった原因でもあっ

た。こうして、「カーネギー鉄鋼帝国」を築いて、米国

たと推測されます。LD 転炉は、1949 年に Voest によ

は、1889 年には英国を抜いて世界一の鉄鋼生産国とな

って開発され、一早く米国では、1954 年に、McLouth

り、英国にも逆輸出する程に成長しました。1892 年に

が導入しました。大手の USS,Bethlehem が導入したの

は、鉄鋼関連事業会社を全て統合して、新・カーネギー

は日本より遅く、1964 年でした。

スチールを設立したのです。

日本では、1957 年に、八幡製鉄、日本鋼管が導入し

1901 年、鉄鋼ビジネスで、巨万の富を築いたカーネ

ました。川崎製鉄は 4 年遅れの 1962 年の稼働でした。

ギーは、66 歳で引退を決意、J. P. Morgan に会社の全

（当時、川崎製鉄の西山社長は、平炉の持つ優位性に拘

てを売却しました。これが、世界に君臨する US Steel

り転炉へのシフトに遅れたものの、最初に建設導入した

の誕生です。
（新 USS を率いた J.P.Morgan は、Morgan

LD 転炉は通常の 3 倍の 150 トン転炉で、その後も、底

財閥の創始者で、1913 年の FRB 設立に関わった 1 人

吹き転炉の開発、等々、製鋼部門の技術開発に注力して

でもありまた。
）

行ったのでした。）そして、1970 年迄には日本の平炉

世界で初めて株式時価総額が１０億ドルを超えた

は全て閉鎖され、LD 転炉に転換されました。しかし、

会社の誕生でした。J.P.Morgan への売却額は、$303

米国では、Bethrehem を始めとして、設備投資資金の

百万(2019 年価値換算、＄9,407 百万,約１兆円)であり

問題もありましたが、日本に遅れること 15 年間以上、
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もはや、追い詰められ、逃げ場を失い、構造的に這い

でした。

上がるのも困難な状況に陥っていたのです。米国鉄鋼会

では、再び「５G タイムマシーン」に乗って、世界の

社の経営者も、愈々「将来性の無い鉄鋼業を放棄」し始

「鉄鋼王国」米国鉄鋼業が、何故衰退し、凋落していっ

めた時でした。

たのか、その歴史を覗いてみましょう。

1981 年秋、IISI の第 16 回年次総会が東京で開催さ

1890 年から 1960 年代頃まで、栄華を極め、世界に

れました。私は、千葉製鉄所へのプラントツアーに訪れ

君臨した米国鉄鋼業ですが、その支配的地位が揺らぎ始

た National Steel の Love 会長と Haas 社長を滞在先の

めたのは、内部と外部の新たな環境変化によるものでし

帝国ホテルにお送りする際、帰りの車内で会話する機会

た。

を頂きまし。両名曰く、「Mr.Nakamura,

鉄鋼ビジ

転機の端緒は、1959 年の労使交渉決裂に始まる 116

ネスとは儲からないビジネスだネ。地中深くから鉄鋼石

日間の長期に亘るストライキでした。長期に亘り鋼材供

を掘り出し、遠距離を運んで、高額の設備投資をした設

給が途絶え、不安を覚えた需要産業は輸入鋼材を使用し

備で、原料を溶かして、苦労して成分をコントロールし、

ました。安価で高品質の輸入鋼材は徐々に定着しはじめ

漸く製品にしても、利益の出ない価格でしか売れないネ。

たのです。更に、内側からはミニミルの低価格製品が高

これでは、継続してやって行けないヨ。」と吐き捨てる

炉の市場を浸食し始めました。更に米国鉄鋼業の衰退に

ように語っておられたのを今でも鮮明に記憶していま

拍車をかけたのは、産業構造の軽薄短小化に伴う、国内

す。その後、間もなく、National Steel は、薬品の流

鉄鋼需要の減退でした。今迄、米国の経済成長を支えて

通会社を買収したり、鉄鋼以外に投資を集中させてゆき

きたインフラ投資等の鉄鋼多消費型需要産業が低迷し、

ました。また、持ち株会社 National Intergroup を設立

鋼材消費は、ゼロ成長、または、マイナス成長に落ち込

し、1984 年～1990 年に亘り、鉄鋼事業部門の 70%を

んでしまいました。

4 億 3900 万ドルで日本鋼管に売却し、更に、残りの持
ち分の売却も予定され、事実上、鉄鋼業から撤退したの

低収益に喘ぐ鉄鋼会社は、政府に保護を求め、日欧に

でした。

よる「対米自主規制」
（1969）や、TPM 制度、VRA、

日米自動車貿易紛争回避に動く日本の自動車産業の

等の実施しにより輸入鋼材の流入を防ごうとしました。
致命的な打撃を与えたのは、1982 年の深刻な経済不況

意向もあり、米国市場内部で「良質の自動車用鋼板」を

でした。粗鋼生産量が一気に 4000 万トンも減少したの

製造し、日本の自動車メーカーの現地生産用に供給する

です。全ての鉄鋼メーカーは赤字に陥り、その後 5 年間

ことを目的とする日本ミルが、米国ミルに対して、出資

赤字が継続しました。

や提携を行う形で、現地生産の為に米国に進出するケー
スが、前述の日本鋼管以外にも相次ぎました。設備強化

当時、世界的には、日本ミルや韓国ミル等により、最
先端の鉄鋼設備が続々と開発導入され、生産性、品質、
価格競争力、等の点で革新的なイノベーションが起きて
いました。大型高炉、LD 転炉、連続鋳造設備、最新鋭
のホット・ストリップミル、コールド・ストリップミル、
連続焼鈍設備、表面処理鋼板設備、等々の新鋭設備は、
高い生産性とコスト競争力で、米国ミルの手強い脅威と
なって襲い掛かってきました。
しかしながら、赤字に苦しむ米国ミルには、新鋭設備
に対する投資に資金が回らず、老朽化した設備に頼る生
産で、不良品が相次ぎました。「米国製鋼材は、自動車
メーカーが要求する溶接性や曲げ加工性等の品質特性
に於いて、明らかに日本や欧州からの輸入鋼材よりも劣

の為の資金と日本の優れた製鉄技術を必用とする米国

る。
」
、という評価が、顧客の間でも、米国ミル当事者の

鉄鋼会社との利害が一致したのでした。

間でも定着して行きました。

しかしながら、日本サイドから多くの資源を投入した
4
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にもかかわらず、膨大なレガシーコストを抱え、構造的

に製造できる。」と誇らしげに話してくれまし。Nucor

に衰退して行く米国鉄鋼業が経営的に浮上することは

は、25 年前に、既に、Ford 等の自動車メーカーに足回

困難でした。殆どの鉄鋼メーカーは経営破綻して消えて

りの薄板を製造し、納めていました。

行ったのでした。

現在、米国では、USS や AK Steel,また、日本製鉄と

2020 年の今日現在、米国ミルの中で、現在も往年の

アルセロール・ミッタルが折半出資する AM/NS カルバ

名をとどめている一貫ミルは USS のみです。あの栄華

ートなど、高炉系メーカーが次々と電炉の新設を進める

を極めた名門、
Bethrehem,Republic,LTV 各社は経営破

という新しい流れが顕著となっています。廉価な鉄源確

綻したのち、また Inland は破綻を免れましたが、最終

保の手段として、また、環境規制対応もあり、米国での

的にアルセロール・ミッタルに買収されました。

電炉鋼比率は近い将来 70～80％にもなるだろうとの予

National Steel は、日本鋼管が買収後、1991 年に一

測があります。中国でも同様の動きが進行して、製鉄機

度破綻し、米国人による経営体制や内紛を経て、2002

器メーカー、プライメタルズ社のイノベーションともい

年に再度破産、2003 年に USS に買収されました。

えるエンドレス圧延が電炉メーカー、日照鋼鉄の急成長

Armco は、AK Steel を経て、最終的に、資源会社、

を支え、高炉メーカーのシェアを侵食しています。

Cleveland-Cliffs に買収されました。

（Armco, Original headquarters building, Middletown Ohio）

数々のドラマを孕んだ米国鉄鋼業の繁栄と衰退の歴
史を探訪する旅も終わります。この旅にご同行頂いたア
イアン・クラブの諸先輩には、米国鉄鋼業の栄光と破綻
を左右する決定的な要因が幾つか浮き彫りにされてき
ておられることと拝察いたします。
何と言っても、堅調な GDP の成長が鉄鋼需要に繋が
ります。また、生産性と競争優位性を確保する為のイノ

コロナ後の世界を睨み、日本鉄鋼業が再び光り輝き、

ベーションと製鉄技術、新たなテクノロジーも戦いに勝

世界一となることを確信しています。Digital 技術や水

つ強力な武器です。更に、黄金期の米国鉄鋼業が享受で

素還元等のイノベーションを開発・適用して競争力を確

きた寡占的な価格形成力は一番の収益の鍵です。また、

保しつつ、中国と韓国に勝ち、アジアの伸びる需要を捕

鉄鋼原料（形態、品質、価格）も重要な要素です。

捉して行くことでしょう。米国ミルとは異なり、彼らの

1996 年に、North Carolina 州、Charlotte にある

命取りとなった、異常な「レガシーコスト」も無く、逆

本社に、Nucor の社長、ジョン・コレンティ氏を尋ね

に、勤勉且つ柔軟で誠実な人財力は無敵の武器となるで

たことがあります。その折に、電炉の優位性と原料につ

しょう。非関税障壁も強力な武器でしょう。日本鉄鋼業

いて熱っぽく話してくれたのを思い起こします。「電炉

の世界一を念じつつ、私の拙文、「世界鉄鋼業：温故知

でも鉄源、メタリックス、即ち、ホットブリケット・ア

新の旅」を終わらせて戴きます。

イアン、アイアン・カーバイト、良質のスクラップ、等々

以上

さえ揃えば、高炉メーカーに劣らない品質の製品が安価
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