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Ⅰ．はじめに 

 

１．金属素材産業の歴史と発展 

金属素材は、その精錬方法が発明されて以来、人類の発展を支え、様々な

文明を生み出してきた基盤素材である。 

人類が初めて金属の本格的な生産を行ったのは、今から約 6000年前のエジ

プトやメソポタミアにおいてであるとされる。それ以前にも金属の存在は認

識され、自然に存在する鉱石の利活用が行われていたようだが、この時代に

青銅が発明され、鉱山の開発から精錬、加工といった一連のプロセスが実施

されるようになった。また、鉄の本格的な利用はやや遅れ、今から約 4000年

前とされているが、いずれにせよ、「青銅器時代」、「鉄器時代」という言葉が

あるように、金属の活用によって人類が文明を大きく飛躍させたことは論を

俟たない。 

我が国では、縄文時代末期から弥生時代にかけて、青銅器と鉄器がほぼ時

期を同じくして伝来したとされている。５世紀には国内でたたら製鉄が開始

された形跡があり、そのころ国内生産も開始されたと考えられるが、以降、

我が国でも金属素材の様々な形での文明利用が行われてきた。例えば、752

年に開眼供養式が行われた東大寺蘆舎那仏像の建立には 500 トン近い銅が使

用されており、奈良時代に銅の大量生産技術が確立していたことを伝えてい

る。あるいは、我が国を代表する伝統的工芸品の一つである岩手県の南部鉄

器は、12世紀初期に奥州市付近において、17 世紀初期より盛岡市付近におい

て、それぞれ発展したとされており、幅広い地域で金属利用が産業発展に寄

与した一例として挙げられる。 

時代が下って近現代に入ると、1832年に我が国初の銅線が製作され電線の

普及を促したほか、1872年には新橋－横浜間で鉄道が開通する等、鉄や銅の

利用技術の高度化が進み、1901年には官営八幡製鐵所が稼働を開始した。ま

た、電解精錬法の発明によるアルミニウム工業化（1886 年～）、マグネシウ

ム還元法（通称クロール法）実用化によるチタンの商業生産開始（1948年～）、

ネオジム磁石の発明（1982年）等、産業利用可能な金属素材の裾野が広がり、

このような素材開発の結果として、アルミ製飲料容器の実用化（1971年～）、

純国産光ファイバーの量産化（1977 年～）、チタン製人工関節の実用化（2000

年代～）等、新しいアプリケーションも次々と生まれた。 

このような発展を経て、図１に示すように国内外では今なお、様々な素材

が開発・実用化されており、新たな産業・社会の創出に貢献している。 
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【図１ 様々な材料開発】 

 

出典：日経テクノロジーonline、

http://www.cfmaeroengines.com/files/brochures/LEAP-Brochure-2013.pdfより経済産業省作成 

 

２．金属素材産業の位置付け 

我が国の産業に占める金属素材産業の規模を、出荷額、付加価値額、従業

員数で捉えると図２のようになる。2013年度時点の我が国製造業全体の出荷

額は 292.9 兆円、付加価値額は 88.3 兆円、従業員数は 740.3 万人に及ぶが、

その内、金属素材産業（鉄鋼、非鉄金属、金属製品）が製造業全体に占める

ウェイトはいずれも 13～14％程度となっている。他の素材産業と出荷額ベー

スで比較すると、化学（９％）、窯業・土石（２％）、パルプ・紙（２％）等

を上回る一大産業であり、地域の活性化や雇用の創出に大きく貢献している。 

 

【図２ 金属素材産業の規模】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25年工業統計調査、平成 25年度国民経済計算より経済産業省作成 

 

計 88兆2,839億円 計 約740.3万人
製造品出荷額の業種別内訳（2013年） 製造業の付加価値額 業種別内訳（2013年） 製造業の従業員数の業種別内訳（2013年）

計 292兆921億円
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資源の乏しい我が国にとって、製造業は雇用創出、外貨獲得の面で重要な

役割を果たしている。その中で金属素材産業の特徴の一つは、現場での作り

込みや熟練者の技術が求められ、同じ設備を導入しただけでは同じ製品は作

れないことから、組立て型製品等他の工業製品に比べて相対的に輸出競争力

が維持されているという点である。かつて我が国がお家芸としてきた民生用

電気機器等の輸出競争力が低下する一方、それを構成する部素材については

依然として我が国企業がリーディングプレイヤーの座にあるという例は多い。

長らく17～18％であった我が国の輸出額に占める工業素材の比率は今世紀に

入って上昇基調に入り、足許では 23～24％まで拡大している。同様に、2000

年には「自動車」に続く主要輸出品目には「半導体等電子部品」や「事務用

機器」、「科学光学機器」等が並び、「鉄鋼」は第 7位（輸出総額の 3.1％）で

あったが、2014年には第 2位（同 5.4％）に上昇、「非鉄金属」も第 10位（同

2.0％）となった（図３）。我が国の貿易収支が悪化傾向にある中、金属素材

は我が国に外貨をもたらす基幹輸出品目である。 

同時に、金属素材産業をはじめとする我が国の部品・素材産業が、サプラ

イチェーンを通じて世界の最終製品産業と密接に連携し、競争力のある部素

材を提供しているという側面も重要である（図４）。省エネ性能等で世界を牽

引する日系自動車メーカーの競争力の源泉には高張力鋼板（ハイテン）をは

じめとする軽量かつ強靭な素材の力がある。金属素材産業の強化は、我が国

製造業全体の強化につながるものである。逆に、世界的な競争力を有するユ

ーザー企業との間で早い段階からニーズを共有し、すり合わせを進めること

で技術の底上げが図られ、我が国が世界に誇る金属素材産業が育ったことも、

他国に対する優位を保っている要因の一つである。中長期的なすり合わせは、

外国人投資家からも期待される日本ならではの価値である。また、各種設備・

機器メーカーとの連携が競争力に与えた影響も大きく、世界的に進行するデ

ジタル化の流れの中で、その役割はさらに大きいものとなろう。 

自動車、航空機、エネルギー、医療機器等の分野では、日本のユーザー企

業がまだ世界の後塵を拝している製品もあるものの、今後世界的に需要の拡

大が見込まれており、これに伴って我が国の金属素材産業も更に飛躍する大

きな機会が眼前に広がっている。 

          【図３ 日本の基幹輸出品目】 
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出典：財務省貿易統計 http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/y6_1.pdfより経済産業省作成 

※品目区分は財務省発表区分による 

 

【図４ 世界の最終製品分野を支える日本の部素材産業】 

 

出典：経済産業省作成 
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３．金属素材競争力強化プラン策定の背景 

それでは、なぜ今「金属素材競争力強化プラン」を策定するのか。 

一つには、世界的な潮流として、自動車、航空機等のユーザー産業の側で、

将来の開発計画等を考える際、高強度化、軽量化、コスト低減といった課題

の克服を追求する中で、「鉄鋼」「アルミ」「チタン」といった区別が徐々に希

薄化し、「様々な素材の中から最適なものを選択したい」「特性を生かした最

適な素材間の組合せを提案して欲しい」という「マルチマテリアル化」の発

想に転換しつつあることがある。また、エネルギー・環境制約の顕在化、新

興国の競争力の向上、産業事故の防止等多くの金属で共通する課題も多い。 

そうしたパラダイム・シフトの中で、経済産業省としても、技術開発政策

等の今後の政策の中では、個々の金属素材業界を取り巻く状況の違いには十

分留意しつつも、マルチマテリアル化等のユーザーサイドのニーズを踏まえ

た処方箋、また、それぞれの金属素材が共通して直面する課題への処方箋を

優先的に提示することが必要ではないかと考えている。 

また、本プランの策定に当たっては、金属素材競争力強化検討会での議論

を通じて、鉄鋼・非鉄金属業界の関係者をはじめ多くの方から、多岐にわた

る貴重なインプットを頂戴した。このように現在抱える課題について業界横

断的に知恵を絞り、経験を共有し、新しい視点で物事を考える、そしてそれ

を基に更に知恵を絞り合う、そうした一連の循環を生み出すことが、本プラ

ンの策定に込めた思いでもあった。 

金属素材産業は、様々な産業に高品質な素材を安定的に提供するという点

において、日本の産業を支え続けてきた存在である。東日本大震災以後、貿

易収支が悪化する中、日本全体の輸出に占める金属産業の比重は増加しつつ

あり、外貨を稼ぐという点でも重要な役割を果たしている産業である。本プ

ランはあくまで金属素材産業の競争力を将来にわたって強化するための「出

発点」であり、本プランの策定を機に、金属素材産業に関わる様々な立場の

方の間で更にコミュニケーションが深まることを期待する次第である。経済

産業省としても、本プランにおいて提示した戦略を今後具体的な施策に落と

し込み、着実に展開していく。 

 

Ⅱ．金属素材産業が直面する課題 

 

１．ユーザーニーズの高度化と多様化（マルチマテリアル化等） 

 

金属素材産業にとっての課題の一つに、ユーザーからの素材に対するニー

ズの高度化、多様化がある。特に、市場の拡大が見込まれ、環境・エネルギ

ー制約の大きなユーザー産業（例：自動車、航空機）において、その動きが

顕著である。 

自動車を例に取ると、燃費競争が激化する中で車体軽量化の推進が急ピッ
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チで進んでおり、素材利用の方向性として、基幹素材である鉄における徹底

改良加えて、非鉄金属化、樹脂化、新素材化といった鉄からの置き換えが見

られる。 

鉄の徹底改良については、日本の自動車メーカーは、鉄鋼メーカーに対す

る超高張力鋼（超ハイテン）の開発・実用化要請を強めている。また、欧米

系の自動車メーカーは、超高強度の鋼板に熱間加工用のホットスタンプ材を

用いることが多く、近年は日本の自動車メーカーの間でもその使用を拡大す

る動きが生じつつある。こうした新たな需要を捕捉できるかどうかも、日本

の鉄鋼メーカーにとって超高強度鋼板分野での課題となる。 

鉄からの置き換えについては、既にパワートレイン関連部材を中心にアル

ミニウムの採用が進み、ある米国系自動車メーカーは、燃費競争の切り札と

して、オールアルミの車体量産化に踏み切った。また、一部に可燃性である

として敬遠されてきたマグネシウムについて、難燃性マグネシウムの開発で

これを再度活用する動きもある。 

【図５ 素材の徹底改良と置き換え】 

 

出典：平成 25年度経済産業省委託調査（ADL）を基に経済産業省作成 

 

このようなユーザーニーズの高度化、多様化を背景に、いわゆる「素材間

競争」が激しさを増している。様々な素材が誕生することにより、川下メー

カーで使用する素材の選択肢が増え、最終製品における素材構成にも変化が

生じつつある。新素材が抱える製造コストや技術面での課題が解決されるに

伴い、今後は更に素材間競争が激化するものと考えられる。 

他方、素材の高度化ニーズに対し、異なる素材の組合せによって新しい価

値を追求するといった、素材間の垣根を越えた「素材間協調」の動きも進み

つつある。異種素材間の接合は容易でない場合もあり、素材ごとに組合せの

難易度も異なるが、例えば鉄とアルミのテーラードブランク工法（板厚や材
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質の異なる複数の鋼板をプレス成形前に溶接して 1 枚のブランクとする工法）

等の技術開発は着実に前進している。 

図６は、実際に自動車メーカーをはじめとする金属素材の主なユーザーか

らの声を紹介したものであるが、素材の一段の高機能化に加え、特性に応じ

た素材の置き換えや素材間の垣根を越えた組合せという、いわゆる「マルチ

マテリアル化」への期待が大きいことが分かる。金属素材産業としては、競

争と協調の両面からユーザーニーズに応えていく柔軟性が求められている。 

サプライチェーンを通じた「縦の繋がり」の強化に加えて、こうした「横

の繋がり」の強化が、我が国の金属素材企業の強みを活かすための新たな課

題となる。 

なお、多様化する一途のユーザーのニーズについては、ユーザーと材料メ

ーカーが一体となってニーズを明確にし、その絞り込みを促す仕組みが将来

的に必要であると指摘されている点にも留意が必要である。 
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【図６ ユーザーからの声】 

【自動車メーカーからの声】 

（１）素材間の協調への期待 

・鉄だけでもアルミだけでもダメで、組合せによる相乗効果が重要。鉄・非鉄の素

材メーカーがそれぞれ協調して研究開発を行うことができれば、もっと良いもの

を作ることができる。垣根を越えた連携に期待（マルチマテリアル・異種材接合

等）。各素材（Fe, Al, Mg, Ti）の良い点を最適配置することは考えられないか。 

・企業間の連携によって開発スピードを加速していただきたい。大学との共同研究

も基盤強化という点では重要であるが、企業間連携によってこれまでにない相乗

効果や開発のスピードアップを期待したい。 

（２）素材加工技術としての AM（Additive Manufacturing） 

・３Dプリンターによる今後の Additive Manufacturingの展開に着目しており、金

属素材も板材だけではなく、粉としての提供に期待している。傾斜機能等による

高付加価値化が図れないか。樹脂に金属微粒子を混ぜると剛性が増す報告もある

ので、化学メーカーと金属材料メーカーが共同で素材を開発するようにならない

か。金属関係者と化学関係者の協働は海外では活発に行われている。 

・自動車の場合、短納期・大量生産可能な素材でないと適用不可と思われているか

もしれないが、適材適所での使い方を考えている。AMはスループットが遅いと言

われるが、それを上回る魅力的な機能、例えば制震性能等が付加されるのであれ

ば、費用対効果を考えた上で、装置を多く並べて量産することも考え得る。 

（３）LCA（Life Cycle Assessment）の重要性 

 ・LCA の概念が非常に重要。製造段階の LCA は金属素材を作る時の LCA も考える必

要があり、自動車メーカーだけでは評価が困難。素材メーカーが材料を提供する

際には、製品の省エネに寄与できるかという視点も必要である。 

・欧州ではホットスタンプだが、加熱工程が入らないハイテンの方が LCA で考える

と有利なのは明らか。日本のメーカーはホットスタンプ並の強度をもったハイテ

ンも開発してくれるはず。日本の鉄鋼メーカーの技術力は非常に優れている。 

（４）マテリアルズ・インフォマティクス 

・マテリアルズ・インフォマティクスは自動車メーカーが思いもつかないものを生

み出すことを期待。これまでの暗黙知を広げるようなヒントが生まれればよい。

新機能の提案等を期待している。 

【鉄道車両メーカーからの声】 

・高速車両は軽量化、在来線車両は低コスト化の方向性であり、素材メーカーには

その方向性に沿った研究開発を期待。 

・アルミ車両構体の場合、幅広・薄肉でかつ短納期の製品提供を期待。日本には幅 550mm

程度以上の押出が無い。外国には 700mm以上の幅の中空形材を押し出せる設備もある。

コスト低減のために 700mm以上を押し出せる装置が国内にあると良い。 

・異種材接合の技術が確立することは、設計の自由度も上がるため重要。 

・き裂進展や疲労強度、溶接部のデータ収集は、車両メーカーだけでは困難。 
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【発電プラントメーカーからの声】 

・蒸気タービン用ローター（Ni基耐熱合金等）の大型部材について、国内の素材メ

ーカーに加工（成形）をやってもらえない例が有る（納期及び価格で折り合わな

いため）。一方で、外国（EU）の企業は、試行錯誤しながらも作製してくる。これ

らの技術のノウハウが EUに蓄積されている現状はもったいないと考えている。 

・次世代高温高圧タービンや水素燃焼タービン、耐水素性に優れた材料に興味が有

る。ただし、それに関連する条件でのデータ等が無い。可能な限り材料メーカー

には開示をお願いしたい。また、ユーザー側で国の支援を得られるならば、デー

タを収集し公開してもよい。マテリアルズ・インフォマティクスをするにもデー

タの収集は重要。 

・プラスチックと鉄の融合等、機械屋が最初から無理と思っているような材料を作

ってくれれば設計の幅も広がる。 

【建設メーカーからの声】 

・鉄鋼材への要求として、より高く、スパンもより長い構造とし、鉄の利点を活か

すことが挙げられる。その際に、強度のみならず剛性が高いことが重要。圧延技

術を工夫し結晶配向等の制御により、現行の剛性よりも２、３割でも高くなれば

インパクトは大きい。 

・新材料・新素材に大きな期待を抱いている。例えば、金属・樹脂系の AM(Additive 

Manufacturing)やレジンコンクリート等が構造物に使えるようになれば、長超高

層ビルや大スパン構造物、浮体構造物等の形体も大きく変わる可能性がある。 

・建設分野はどうしても明日、明後日の延長で話をする文化有り。これに対し、素

材メーカー側から将来の素材の可能性を基に、もう少し先のスパンの話を提供し

てもらえると、建設メーカーと素材メーカーの双方向の協働が進むのではないか。 

【医療機器メーカーからの声】 

・医療分野で素材に求める物性は、特に生体適合性、耐薬品性、耐食性であり、金

属素材では現状使用できる素材は限られている。これらの分野で使用可能な素材

は、特に樹脂については外国製品が強い印象がある。 

・最近の製品は大量生産では無いため、必要な部品も多品種で少量になる。これら

の社会要請に対応するための生産（小ロット）に対応して欲しい。 

・コスト、強度、軽量等の要求を兼ね備えた次世代材料に期待する。 

 

２．海外競合者のキャッチアップ 

金属素材業界では、中国、韓国等の新興国の競合者によるキャッチアップ

が著しく、我が国の従来の優位性が脅かされている。 

数年前の情報がもはや意味をなさない分野もあり、海外の技術水準、投資

動向等の最新の情報を、産官学の連携の下でいかに常時正確に把握するかも

課題である。 
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（１）研究開発の強化 

新興国競合者の研究開発費は、特に鉄鋼業において大きく増加しつつある。

例えば、鉄鋼分野では、ある韓国メーカーは、2014年の R&D投資額を前年比

20％以上増額したが、同メーカーも中国メーカーによる技術力の追上げに直

面し、自動車用鋼板分野での技術格差が１年にまで縮小したとの認識を示し

ている。また、アルミ圧延に関しては、日系以外のグローバルトップメーカ

ーにおいても自動車軽量化需要獲得に向けた研究開発等を積極化している。 

 

【図７ 研究開発費の動向】 

 
出典：ブルームバーグ、平成 26年度製造基盤技術実態等調査事業（アジア主要鉄鋼市場の市場戦略調査）

より経済産業省作成 

 

出典：各社決算情報より経済産業省作成。  

住友金属鉱山の単体研究開発費は、連結同数値に含まれない基礎研究費を含む。 
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（２）生産・輸送体制の拡充 

研究開発費の増加と歩調を合わせるように、中国・韓国メーカーは、日系

が従来得意としてきたハイテン等の高付加価値の金属素材分野においても生

産体制を充実させつつある。 

また、特に鉄鋼の輸出に当たって中国・韓国メーカーは大型船舶を最大限

に活用しようとする姿勢があり、小型船舶が中心の我が国メーカーとの間で

は、同一仕向国向けの海上輸送費にトン当たり７千円程度の差が生じている

との日系海外ユーザーの指摘もある。 

そのため、海外市場における我が国と中国・韓国の金属素材メーカー間の

競争は、技術面だけでなくコスト面でも今後更に厳しくなることが予想され

る。 

 

【図８ 海外競合者による生産体制拡充の例】 

 

 

出典：日刊産業新聞、日本経済新聞より経済産業省作成 

 

こうした海外競合者のキャッチアップは、既に、我が国国内市場への輸入

増としても現れている。鉄鋼製品は、韓国・中国等による生産能力増強、海

外メーカーによる販売網構築、日系自動車メーカーによる外国製素材の導入

促進により、鋼板類を中心に輸入比率が増加している。また、非鉄金属製品

については、比較的汎用度の高い黄銅板条、黄銅管、黄銅線等の黄銅分野で

も、輸入比率が増加傾向にある。 
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【図９ 黄銅製品生産量と輸入比率の推移】 

 
出典：経済産業省生産動態統計より経済産業省作成 

 

（３）先端技術の流出 

我が国金属素材産業が有する先端的かつ高度な技術、ノウハウ等が海外勢

にねらわれている。OB 人材等を介した技術情報の流出・漏洩等、「意図せざ

る技術流出」が現実に発生していることに加え、海外進出の際に合弁パート

ナーや顧客（自動車メーカー等）等の要求に応じて技術供与を行った結果、

重要な技術情報が国外に流出するパターン（「意図的な技術流出」）も見られ

る（図 10）。技術流出の結果、高付加価値品の価格が大幅に下落したケース

もある等、技術を競争力の源泉とする我が国金属素材産業にとって、極めて

憂慮すべき状況となっている。一企業の問題に止まらず、我が国全体として

も戦略的に考えていく必要がある。 

 

【図 10 意図的な技術流出】 

 
出典：公開情報より経済産業省作成 
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３．事業の制約要因 

我が国の金属素材産業は、その技術、ノウハウ、ネットワーク等を最大限

に活用して海外企業と競争を行うに当たり、以下のような国内外の様々な困

難に直面している。 

 

（１）国内需要の減少 

我が国の金属素材の国内需要は、趨勢的に減少している。例えば鉄鋼につ

いては、内需は粗鋼換算ベースで 1990 年度に約１億トンであったが、2014

年度は約 7200万トンにまで落ち込んでいる。また、伸銅についても、生産量

は 1990 年度に約 120 万トンであったものが、リーマンショックを受け 75 万

トンまで激減した。昨年度は 3年振りに 80万トン台まで回復したものの、リ

ーマンショック以前の 100万トンのレベルまでには回復できていない。 

我が国の生産年齢人口は既に 1990年代にピークアウトし、減少の一途であ

る。総人口も 2010 年の約１億 2800 万人をピークに減少に転じ、現在はなだ

らかな減少にとどまっているものの、今後本格的に落ち込むと推計されてい

る（図 11）。2014年度の新設住宅着工戸数は約 88万戸であるが、これは 1990

年度（約 167万戸）の半分程度の水準である。 

 

【図 11 日本の人口推移】 

 

出典:「平成 24 年版情報通信白書」、原出典:「総務省「国勢調査」及び「人口推計」、 国立社会

保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）:出生中位・死亡中位推

計」（各年 10 月 1 日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」」 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120.html 
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こうした少子高齢化等の流れに加え、自動車等製造業の海外移転、消費者

の金属を使うライフスタイルの変化（自動車離れ、家電離れ）、さらには自

治体の財政難によるインフラ整備の絞込み等により、国内需要の一層の減少

が懸念される。業界内には 2020年度開催予定の東京オリンピック・パラリン

ピック需要に期待する向きが強いが、それ以降は減少が一段と加速するおそ

れがある。 

 

（２）エネルギー・環境制約 

東日本大震災以降、化石燃料電源比率の増加、固定価格買取制度における

賦課金単価の上昇等を背景に、工場等の産業用の電気料金は約 40％上昇し、

鉄鋼、チタン・銅・フェロニッケル精錬等、製造プロセスで大量の電気を消

費する事業者の経営に影響を与えている。 

また、鉄鋼業は産業部門において最大の二酸化炭素排出業種であり、我が

国鉄鋼メーカーは省エネルギー投資等により排出削減に取り組んできた。し

かし、東日本大震災の影響等により排出量及び排出原単位はやむを得ず増加

傾向にあり、新たな技術の導入等、地球温暖化対応の観点からの取組強化が

求められている。 

我が国金属産業の原材料はそのほとんどを海外に依存せざるを得ない。そ

のため、世界各地で顕在化しつつある資源ナショナリズムの動きにも注意が

必要である。WTO 紛争処理手続の活用により措置の撤廃に繋がった中国のレ

アアース等輸出規制のみならず、アジア、アフリカを中心に輸出規制や現地

化要求の動きが広がりつつあり（図 12）、我が国企業の事業活動に大きな影

響を及ぼし始めている。 

【図 12 世界の資源ナショナリズムの動き】

 

出典：公開情報等を基に経済産業省作成 
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（３）人と設備の制約 

我が国の金属素材産業で用いられている設備は、高度成長期に建設された

ものが多く、その老朽化への対応に迫られている。例えば、鉄鋼業で用いら

れるコークスを製造するコークス炉の多くが、約 10 年後の 2024 年までに設

備年齢が、50年を経過し改修時期を迎えるため、大規模な更新投資が必要と

なる。 

また、我が国の金属素材産業が発展する原動力となった熟練技術者が退職

期を迎え、その技能の継承が課題となっていることに加え、金属素材を専門

とする大学学科の減少により、次世代を担う有能な若手技術者の獲得が難し

くなる等人材不足に直面している。 

こうした人と設備の制約や技能伝承の難しさも背景に、近年、鉄鋼業にお

いては、大規模な火災事故の発生や死亡者数の増大等、産業事故が相次いで

いる。産業事故は、かけがえのない社員の命や家族の生活基盤を奪うだけで

なく、地元住民の生活やサプライチェーンにも影響を及ぼし、事故を起こし

た企業の収益低下、社会的信用の毀損をもたらしかねないものである。産業

事故の防止は重要な経営課題の１つであるとともに、企業の社会的責務であ

り、会社、業界を挙げた取組の強化が求められている。 

 

【図 13 鉄鋼業における産業事故の実態】 

死亡者数の推移           事故数の推移 

 
出典：日本鉄鋼連盟「労働災害統計調査」、「防災事故統計」 

 

（４）過剰能力と通商摩擦 

世界の鉄鋼・アルミ市場は、新興国における生産能力の増加により過剰供

給構造となっている。その結果、例えば鉄鋼分野では、鋼材市況が低迷する

とともに、世界各地において通商摩擦が発生し、我が国メーカーが巻き添え

を受ける事態が増加している。中国の鋼材見掛消費量が 2014年から減少に転

じる中、アジア各国では依然として大規模製鉄所の新設・拡張プロジェクト

が多数存在しており、状況が悪化することが懸念される。一方、アルミにつ

いては中国の旺盛な需要に支えられ、アルミ産業は拡大基調にあったが、リ
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ーマンショック以降特に中国アルミ建材需要が大幅に低下したことにより、

行き場を失った安価な中国産アルミ新地金が海外市場へと流れ、我が国企業

が資本参加する製錬メーカーは大幅な減産等による対応を余儀なくされてい

る。 

【図 14 世界の鉄鋼市場における過剰能力とＡＤ、ＳＧ調査 

/アルミ製錬主要企業の生産能力と生産量の推移】 

 

出典：OECD鉄鋼委員会統計、オーストラリア資源・エネルギー経済局統計より経済産業省作成 

 

出典：日本鉄鋼連盟資料より経済産業省作成 
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出典：三井物産(株)資料より経済産業省作成 

（注）主要企業とは、Rusal、Chalco、RioTinto Alcan、Alcoa、CPI、 Hydro、 Emirates Global Aluminium、 

South32等 

 

４．デジタル化が及ぼす変革のインパクト 

大量・多種類・多頻度のデータ収集とその分析は、素材産業においても、

調達・生産・販売等の業務オペレーションや機器・設備の故障監視等のリス

ク管理を劇的に変化させる可能性を有している。鉄鋼業の生産工程を例にと

れば、ユーザーが指定する特定の鋼材を生産するに当たり、膨大に蓄積され

たデータの解析をもとに最適な原材料配分や圧延条件等が導き出され、それ

を生産設備の自動制御によって実現するのが究極の姿であり、どこまでこの

理想に近づくことができるかが企業のコスト競争力等に直結することとなる。

また、ユーザーの要求品質が極めて厳しい航空機産業等では、高品質、小ロ

ットの製品に関して、組成の再現性の要求や、操業データ等ビッグデータ分

析からなる寿命予測、トラブル発生時のビッグデータ分析による早急な原因

究明等の新たな要求が発生する可能性が高い。海外競合者におけるデータ活

用の推進によって、我が国企業が有していた技術や生産効率面における優位

が失われる可能性もある。 

加えて、ドイツを中心に進みつつあるインダストリー4.0 の動きは、業界

の枠を超えて、生産現場やサプライチェーンに大きな変革をもたらすとも言

われている。我が国の金属素材産業にあっては、前段階のインダストリー3.0

への対応もまだ不十分との声もある中、グローバルなサプライチェーンマネ

ジメントや、素材製造工場の設備、特に制御システムやコミュニケーション

プロトコル、統合業務システム（ERP）について、ユーザーからインダストリ
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ー4.0 準拠を求められる可能性がある。さらには、ユーザー企業のグローバ

ル化やリアルタイム生産管理の進展に伴い、我が国金属素材産業が強みとし

てきた技術的なすり合わせだけでは勝ち残れないのではないかとの指摘もあ

る。このように、インダストリー4.0 はグローバルなサプライチェーンにお

ける上流と下流の連携関係の再構築を迫る可能性を有している。 

 

【図 15 製造業をめぐる付加価値獲得競争】 

 

 
出典：公開資料より経済産業省作成 
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Ⅲ．金属素材産業が目指すべき方向性－３つの戦略 

 

このように金属素材産業を取り巻く環境は大きく変化している。需要面では

ユーザーから素材の一段の高機能化とマルチマテリアル化の期待が高まってお

り、金属素材産業には、これまでの素材間競争による切磋琢磨に加え、マルチ

マテリアル化によるトータルソリューションを提案する素材間協調の促進等の

対応が求められる。 

国策としても、2030年以降を見据えた国際競争力の維持・強化という中長期

的視野で捉え、素材横断的な技術開発の共通基盤を整備する必要がある。 

また、供給面では海外勢の追い上げや国内外の様々な制約要因により競争条

件が悪化しつつある。量と質の両面において金属素材産業の地力を高めるため

には、各企業の国内製造基盤の強化が不可欠であり、産業事故の防止、事業再

編、エネルギー問題への取組、デジタル化がもたらす変革への対応等が重要で

ある。 

さらに、成長する外需を確実に捕捉することができるよう、グローバル化へ

の対応を加速することも重要である。世界各地に存在する製造加工拠点に我が

国の高品質な金属素材を供給するため、経済連携の促進、通商摩擦や保護主義

的措置、能力過剰問題への対応、先端技術の流出防止、資源の有効活用等を官

民で促進することが求められる。 

以下、技術開発戦略、国内製造基盤強化戦略、グローバル戦略の３つの戦略

について今後の方向性を述べることとする。 

 

Ⅲ－１．技術開発戦略（※詳細は補論を参照） 

プロジェクトの具体化を今後検討するに当たっての大きな方向性として、素

材の高度化とマルチマテリアル化を実現するための材料設計技術、製造技術、

分析・評価技術の開発について官民共同で進める。また、それらの技術開発を

支える人材の育成と、デジタルデータを用いた予防保全等競争力の底上げに資

する周辺の基盤技術の整備を官民共同で進める。 

 

１．材料設計技術の開発 

新素材の設計・開発期間の大幅な短縮を可能とする、「マテリアルズ・イン

フォマティックス」の構築を強力に推し進める。 

マテリアルズ・インフォマティックスとは、素材や製造プロセスに関する

膨大なデータを基に、計算機を駆使し解析・計算することで、手戻りのない

効率的な材料設計を行う手法であり、構造材料のみならず触媒等幅広く様々

な材料開発につながる次世代の共通基盤技術である。 

計算機性能の飛躍的向上と材料開発競争の激化を受け、今後、更なる進展

が期待される分野であるが、諸外国も取組を本格化していることに留意が必

要である。米国は年間 1億ドル以上の研究開発資金を投入し、韓国も 2015年
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から 10年計画でこの分野の研究開発に着手している。この分野で我が国が大

きく劣後することになれば、これまでの技術優位性が一気に覆されてしまう

可能性がある。 

マテリアルズ・インフォマティックスは、データの蓄積が多いほど分析精

度が上がるため、各企業がいかにデータを提供しやすい環境を整備できるか

が鍵となる。文献等の公開情報のみならず、素材の組織を制御するための熱

処理データや価値ある失敗データ等各社がノウハウとして保有し共有が困難

と考えられるデータであっても活用することができるような工夫が必要であ

る。例えば、データのプラットフォームや統計解析手法の提供、計算環境の

整備、プラットフォームへの入出力の暗号化・アクセス権限付与、企業のオ

ープン・クローズ戦略も踏まえたデータ公開・非公開のルール、データ提出

のインセンティブのあり方、成果物の知的財産権に関するルール等の制度設

計を官民が協力して行う。また、データベースの構築のみならずより有効に

活用できるソフトウェア等のアプリケーションの開発も検討する。その際、

参加する企業がメリットを実感できるよう、まずは特定のテーマに絞って開

発を進めることも検討する。 

 

２．製造技術の開発 

異種材接合技術と Additive Manufacturing（いわゆる「３Ｄプリンター」

を活用した金属素材の製造技術）の開発を行う。 

異種材接合技術は、自動車分野等車体軽量化の観点から素材の適材適所の

利用を可能とするものであり、摩擦攪拌接合技術、接着技術、表面改質技術

等の高度化、早期実用化を行う。 

Additive Manufacturingは、複数の素材を板でなく粉末として自由に組み

合わせることにより、全く新しい機能発現を可能とするものである。今後生

産能力の高速化に伴い、製造現場に広く普及する可能性がある。流動性・溶

融性に優れた粉末や機能性の高い合金粉末の開発を装置メーカーとも連携し

て進める。 

 

３．分析・評価技術の開発 

新素材の開発段階において、素材に含まれる希少元素の抽出や表面・内部

検査を行う必要があるが、分析・評価技術は、それらの効率化を支える基盤

技術である。中性子線等を用いた計測が高度な分析に欠かせないが、設備が

大型になることに加え、分析・活用技術の蓄積もまだまだ少ない。そのため、

国内の既存施設を有効に活用した評価・解析手法を確立し設備の使い勝手も

良くするとともに、小型の中性子発生装置等による計測を可能とするための

技術開発も併せて進める。 

さらに、金属素材産業では、製品の出荷段階において、品質管理のための

最終検査を依然目視に頼っているという現状がある。光（レーザー、偏光）
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を使った検査技術自体は既に存在するため、その技術を適用するための計測

手法や判断手法、データの高速処理方法の開発、非破壊検査の手法の開発に

より、ユーザーのニーズに合致させつつ検査の精緻化と効率化を進める。 

 

４．人材育成 

上述の材料設計技術、製造技術、分析・評価技術の開発を支える人材を育

成する。求められる専門性は、材料科学、物理学、化学、情報科学、統計学

等多岐にわたり、それらの融合人材が求められている。それに加えて、膨大

な情報の中から価値を見出し素材開発に結び付けるためには、観察力、情報

を関連づける力、コミュニケーション力等の「価値発見力」と、達成への執

念、計画力等の「価値実現力」を磨くことも重要である。 

残念ながら現状は、大学の材料科学・材料工学分野における金属素材の教

育研究は材料の多様化とともに相対的に減少しており、金属素材を専門とす

る人材が不足している状況である。大学教育の金属素材離れを危惧する声も

企業側から寄せられている。そのため、早急に企業、大学、国立教育政策研

究所・全国公設試験研究機関等による具体的な連携の枠組みを構築する。具

体的には、初・中・高等教育における金属素材産業の魅力伝承、社会貢献の

ＰＲ、企業による大学への寄付講座や講師派遣を通じた大学における実践的

教育、大学から企業へのインターンシップ、国立教育政策研究所・全国公設

試験研究機関を橋渡しとした様々な形での産学の人材交流の実践、多様なグ

ローバル人材の登用、短期大学や高等専門学校の活用等を、官民双方の積極

的な関与の下で進めていく。 

また、各企業内での教育訓練の強化、３現主義の徹底も必要であり、労働

のあり方の見直しを含めた議論が期待される。 

 

５．その他の基盤領域 

（１）デジタルデータを用いた予防保全 

材料の劣化による損傷や製造設備のトラブルを未然に防止するため、今後

世界的潮流となるであろうデジタルデータを用いた寿命予測技術の開発を行

う。 

金属部品の損傷原因は、腐食、金属疲労、クリープ変形等多岐にわたる。

材料自体の疲労現象とそれを踏まえた寿命予測は、実際の使用条件だけでは

なく可能な限り多くのデータを収集し、統計的な処理をすることで信頼性の

高い寿命予測が可能となる。そのため、可能な限り多くのデータを共有した

上で、共同で解析技術を開発する。製造設備の予防保全についても機械メー

カーと連携し同様に進める。 

 

（２）資源・エネルギーの有効活用技術の開発 

低品位資源、リサイクル資源、排出ガス、未利用熱等の資源を有効に活用
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する技術開発を進める。例えば、未利用熱については、有効利用可能な温度

域を特定し、その温度域の排熱を資源として活用できる技術開発を行う。ま

た、低品位資源を活用可能とし、あるいは、革新的な省エネを実現すること

が可能な、新たな製造プロセスの検討を行う。 

 

（３）環境への負荷を考慮した素材開発 

ユーザーからは、マルチマテリアル化への要求に加え、製品が環境に与え

る負荷を考えた上で有利な付加価値を持つ素材の開発が期待されている。そ

のため、解体時に分離しやすい製品・素材設計の促進等、リサイクルのしや

すさと高機能性を両立させたエコデザインをユーザー、リサイクル企業と連

携して進める。      

また、製品使用時の省エネやスクラップの再利用も含めて環境への負荷を

見える化することは、我が国の素材産業とユーザー産業の競争力維持の観点

から重要である。既に鉄鋼分野では環境負荷を定量化する手法が国際的に確

立されているが、これを他の素材分野においても我が国主導で整備すること

を検討する。 

 

Ⅲ－２．国内製造基盤強化戦略 

 

１．産業事故の防止（※詳細は補論を参照） 

金属素材産業では、これまで事故多発の局面において、その防止に向けた

取組が累次にわたり実施されてきたところである。しかしながら、昨今の重

大事故の多発に鑑みれば、そうした取組は十分に実効性を挙げてきたとは言

えず、効果の検証とそれを踏まえた対応策の改善という PDCAを回すことが重

要である。 

今般、経済産業省が鉄鋼メーカー、有識者、関係行政機関等各方面にヒア

リング及びアンケート調査を実施し、個社・業界における過去の対応策の実

態把握と検証を行った。その結果、今後期待される取組として、図 16に掲げ

る項目を抽出した。（各項目の具体的な内容は補論を参照されたい。また、詳

細な報告書を本検討会の報告書とは別に、経済産業省として公表したところ

であり、それも併せて参照されたい。）金属素材各社においては、これまでの

取組に加え、各社の実情に応じて、下表から有用な取組を選択しつつ、産業

事故防止に向けた取組を実施していくことが期待される。 
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【図 16 産業事故防止に向け今後期待される取組（項目）】 

 

出典：経済産業省作成 

２．事業再編による競争力強化 

普通鋼電炉業界の事業再編が不可避である。普通鋼電炉業界では、国内建

設需要の縮小に伴って事業者数は減少しつつあるが、図 17のとおり依然とし

て生産能力は需要に比して過剰な状態にあり、また電気料金の制約から夜

間・休日操業をおこなっているため、稼働率は低水準に止まっている。加え

て、前章で述べたように、産業用電気料金の上昇、人口減等を背景とした建

設需要の一層の縮小、設備の老朽化等の構造的な課題を抱えている。そのた

め、既に、業務提携や新業種（廃棄物処理事業等）への参入に加えて、近年、

生産設備の集約化、事業撤退等の動きが活発化しているところである。 

普通鋼電炉メーカーは、原料となる鉄スクラップを 100％国内から調達し

ており、我が国の各地域において地産地消型の資源循環システムの一翼を担

う存在である。また、小回りの効いた多品種少量生産、デリバリー対応等を

きめ細かに行い、地域の経済や雇用に対しても大きく貢献している、重要な

存在である。 

したがって、将来的に建材用を含めた鋼材輸入が増加する可能性があると

の指摘もある中で、企業体力を維持している段階で、早期に構造的課題への

解決に向けた取組を行うことが肝要である。エネルギーコストへの対応等事

業環境のイコールフッティングによる国際競争条件の整備に加え、事業者に

あっては、生産設備の一層の集約、企業間の統合、業務提携、海外需要の開

拓、産業廃棄物の溶解処理等、電炉の特性、経営資源も活かした競争力強化

のための取組の検討が求められる。企業統合等に際しての独占禁止法の運用

に当たっては、近隣国では国際競争力強化のため電炉事業者の統合が進んで

いることへの考慮が求められよう。 
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【図 17 電炉の生産能力と生産量（千トン）】 

 

出典：経済産業省「生産動態統計」より経済産業省作成 

 

アルミニウム業界については、国内市場は少子高齢化、セットメーカーの

海外移転に伴い縮小傾向にあり、今後の更なる成長のためには海外市場のシ

ェア獲得が重要となる。特に米国において新たな燃費規制に対応するため自

動車のアルミパネル化が進み、新興国では人口増加に伴いアルミ缶需要が増

大すると予測されていることから、それら新規需要の獲得に向けた企業体質

の強化、合金開発、低コスト化技術の開発、海外拠点整備等が求められてい

る。かかる状況の下、2013年には、アルミ圧延で国内最大手と第２位の企業

が統合を果たしている。 

高炉メーカーは合併を通じ、または個社内で国内の生産拠点を集約すると

ともに、集約先では積極的に効率化に資する設備の導入を行う等、競争力強

化を図ってきた。また、特殊鋼電炉メーカーは、航空機、自動車、エネルギ

ープラント向けの付加価値の高い需要を開拓するため、高機能材の生産ライ

ンを国内で増強する動きがみられる。高炉と特殊鋼電炉は、国内産業の発展

に不可欠な付加価値の高い鋼材を供給するとともに、我が国の基幹輸出産業

でもあることから、将来にわたる国内生産活動を見据えた生産体制を構築し

ていくことが期待される。 

上述の業界以外の業界も含め、金属素材産業の事業再編の際は、産業競争

力強化法第 50条に基づく調査の活用も積極的に検討する。 

なお、事業再編に当たっては、独占禁止法の運用のみならず、土壌汚染対

策法の規制がその障害となっているとの指摘がある。土壌汚染対策法により、

事業者は、土壌の形質を変更する際は、一定の要件に該当する場合、土壌調

査を行い、汚染が確認された場合には何らかの対策を講じる必要がある。と
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ころが、こうした規制は土地の売却時のみならず、引き続き自社として高度

化利用する際にもかかるため、生産設備の新増設や再配置等の阻害要因とな

っている場合には、必要に応じて関係省庁への働きかけ等を行う。 

 

３．エネルギー・環境問題への対応 

今般のエネルギーコストの上昇、とりわけ電気料金の高騰により事業者の

収益が圧迫されている中、原子力規制委員会によって新規制基準に適合する

と認められた原子力発電所の再稼働は、電気料金の抑制に資すると考えてい

る。また、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図

るため、固定価格買取制度の見直しを検討する。 

事業者の省エネの取組への支援も強化する。エネルギー使用合理化等事業

者支援補助金（「省エネ補助金」）等を活用し、例えば、複数の工場間で、生

産工程の集約化やユーティリティ設備の共有化、コンビナート内での連携に

より省エネを行う取組を支援する。また、設備導入のみならず、IoT を活用

した工場のエネルギーマネジメントの推進のための方策や省エネルギー診断

の充実に向けた検討を進める。 

さらに、規制的手法として、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（「省

エネ法」）におけるベンチマーク制度の見直しを検討する。ベンチマーク制度

とは、特定の業種・分野について、それに属する事業者の省エネ状況を業種

ごとに比較できる指標（ベンチマーク指標）を決め、ベンチマーク指標をも

とに中長期的に目指すべき水準を定めたものであり、鉄鋼業も対象業種の一

つである。この制度について、施行後の状況を踏まえ目指すべき水準等を見

直すとともに、支援等との連携も含め、実際の取組が適切に反映され事業者

の取組意欲の向上につながるような方策を検討する。 

また、省エネ法に基づくトップランナー対象機器について、機器の拡充・

基準見直し等の検討を行い、省エネ対策を進めることも重要である。また、

国際的な貢献の観点から、世界の粗鋼生産の５割弱を占める中国や、更なる

生産拡大が見込まれるインド、ASEAN 各国において、我が国の国際競争力の

維持に十分配慮しつつ、引き続き、TRT（高炉炉頂圧の圧力回収発電）、CDQ

（コークス炉の顕熱回収）等の技術移転のための検討を進めていく。 

 

４．デジタル化が及ぼす変革への対応（※詳細は補論を参照） 

前章でふれたように、金属素材産業でのデータ活用は、暗黙知を形式知に

変換した上で生産設備の自動制御に適用される可能性を秘めている。国内に

おけるデータ活用はまだ途上であり、海外競合者によるデータ活用の推進に

よって、我が国企業が有していた技術や生産効率面における優位が容易に失

われるおそれがある。また、仮にドイツのインダストリー4.0 が進展し、世

界的に普及すれば、グローバルなサプライチェーンへの新たな要求基準とな

り、その準拠の程度に応じて国内外のユーザーがサプライヤーの見直しを進
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め、我が国金属素材企業の従来の顧客基盤が維持できなくなるおそれも指摘

されている。 

これまで金属素材産業のデータの活用は、主に高炉メーカーにより行われ

てきた。しかしながら現状では、コスト・人員削減の流れにより、標準技術

を確立させないまま合理化要求に則った様々なシステムを導入してきたため、

複数のインターフェースが複雑に存在する状況となっている。組織的にも、

本社と各製造現場のデータ共有が図られず、各現場によってデータ活用状況

はまちまちである。予算付けも、設備のデータ活用は設備投資予算に含まれ

る一方、操業管理のデータ活用はＩＴ予算に含まれ、投資決定主体が異なる

等、インダストリー4.0以前の様々な問題点を抱えている。 

そのため、まずは個社として、目指すべき方向性に関してユーザーとの対

話も行いつつ、必要なデータの取得、蓄積、分析、管理のあり方を明確にす

るとともに、本社と製造現場の情報を相互にリンクさせ、リアルタイムで調

整・連携していくための方策や社内体制の見直しを速やかに行うことが必要

である。その上で、デジタル化やシステムのオープン化が進む中で、競争力

の源泉である機密情報が万が一にも外部に流出することがないよう、万全の

セキュリティ対策を進めることも必要である。また特殊鋼のような多品種小

ロットの世界においては、ある程度の金属組成情報やプロセス情報をユーザ

ーに開示することにより受注獲得につなげる動きもあり、データのオープ

ン・クローズ戦略のあり方の検討も求められよう。企業横断的に取り組む分

野としては、スーパーコンピュータの活用も視野に、設備保全、労災防止へ

のデジタルデータの活用や、保安行政との連携を検討していく。 

 

５．サプライチェーンの強靱化 

金属素材産業（川上）と自動車等ユーザー産業（川下）との間には、圧延、

加工、鋳鍛造等の産業（川中）や協力会社が存在している。金属素材産業と

ユーザー産業は、これら川中産業や協力会社の存在によって支えられている

側面が大きい。取引の適正化を進めることにより、国内で上流から下流まで

のサプライチェーン全体の底上げと強靭化を行うことにより、金属素材産業

の成長基盤を確固たるものとすることが期待される。 

その点、鉄鋼業については「鉄鋼産業取引適正化ガイドライン」（2015 年

３月に最終改訂）が官民で検討の上、公表されている。本ガイドラインは、

下請法に規定する禁止事項について、望ましい取引事例（ベストプラクティ

ス）や問題となり得る取引事例等を分かりやすく具体的に記載しているもの

であり、消費税や原材料・エネルギー価格上昇分の転嫁の際の買いたたき事

例も紹介されている。また、下請関係に無い取引であっても、独占禁止法上

の「優越的地位の濫用行為」に該当する可能性があることに注意を促してい

る。なお、非鉄金属業についても、2014 年 12 月の「自動車産業適正取引ガ

イドライン」改訂に際し、電気めっき業で発生していた問題のある取引事例
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が追加されたところである。 

また、一部非鉄金属製品の中には電線等のように製品価格に占める天然資

源の割合が大きく、その国際価格が激しく変動するとともに、ユーザーによ

る製品の落札時期と納入時期に１～２年程度の大きなずれが生じる製品も存

在することから、その取引において公正な契約に基づき原料価格が適正に製

品価格に転嫁され、健全なサプライチェーンが維持されることが必要である。     

今後とも、こうした取引の状況について、政府が定期的なフォローアップ

を行うことにより、適正取引の推進の実効性を高めるとともに、必要に応じ

官民でガイドラインの改訂等を検討していく。 

 

Ⅲ－３．グローバル戦略 

自動車、航空機、エネルギー、医療機器等の分野では今後とも世界的に需要

の拡大が見込まれている。我が国金属素材産業が技術力の強みを遺憾なく発揮

し、市場シェアの拡大や新規市場開拓を実現するため、障壁のない市場環境を

構築することが重要である。加えて海外展開に当たっては、技術競争力の源泉

の一つである製造プロセスのノウハウを適切に図る必要がある。資源に乏しい

我が国にとって、原材料の安定的な調達は継続的な課題であるが、今後の新興

国の需要増や資源メジャーの再寡占化の懸念等に鑑み、低品位原料の有効活用

について検討を加速することも必要である。その際、我が国の貴重な財産であ

るスクラップの利用促進についても検討を進める。 

 

１．障壁のない市場環境の構築等 

WTO のラウンド交渉が進展を見ない中、世界各地で二国間、プルリ、リー

ジョナルレベルでの EPA/FTA の締結が急速に進んでおり、我が国も積極的に

交渉を行っている。金属素材業界は、関税撤廃、原産地規則の最適化、輸入

規制撤廃といった市場アクセスの改善に高い関心を有しているほか、強制規

格、輸入ライセンス規制、船積み前検査といった非関税障壁の削減、解消も

大きな関心事項となっている。 

また、近年、世界で頻発化している AD、SGといった貿易救済措置の乱用的

な発動を少しでも抑制すべく、その規律強化を期待する声も多い。さらに、

今後、投資先国におけるローカルコンテンツ要求、輸出義務、技術移転要求、

サービス規制といった、投資にまつわる諸問題が出てくる可能性もある。 

輸出環境を改善するためには、人・設備の両面における出荷体制の拡充に

より輸出用船舶の積載・運送を効率化する等、製品の輸出競争力強化のため

の各社の取組に加えて、海外における自由貿易体制の維持・強化が不可欠で

あり、政府と金属素材産業界で連携して以下の取組を推進していく。 

 

（１）経済連携による輸出力の強化 

EPA 等を戦略的に活用し、また、我が国と比して緩い新興国の環境規制の
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厳格化を促すことにより、海外競合者とイコールフッティングな環境を実現

する。これにより、国内生産による輸出力を強化し、企業が国内外で最適生

産体制を構築する際の選択の幅を広げる。現在交渉中の TPP、RCEP、日中韓

FTA、日 EUEPA等に対して、官民一体で取り組んでいく。 

 

（２）通商摩擦への対応力の強化 

①過剰能力問題への効果的対応 

2014年の OECD閣僚理事会を機に、OECD鉄鋼委員会では、中国等の非 OECD

加盟国も参加する形で、鉄鋼過剰能力問題に関する議論が本格化し、過剰

能力の維持・拡大を可能とする市場歪曲的な政府支援についての議論が進

められている。特に、製鉄所の新規・拡張プロジェクトの整理と、その資

金源に関する実態調査が進んでおり、我が国も官民で積極的に議論に貢献

していく。 

また、我が国は官民で中国の政府・産業界に対し、鉄鋼構造改革の経験

を共有してきており、こうした情報提供を今後も実施していく。 

 

②WTO紛争解決手続の積極的活用の検討 

アンチ・ダンピング等の相手国の措置が WTO ルールに不整合なものであ

る場合、WTOの紛争解決手続の積極的な活用も視野に、当該国に対して是正

を求める。最近では、中国のレアアース等の原材料３品目の輸出規制に対

し、日本は米国、EUとともに WTO提訴し、2014年８月に勝訴した。これを

受けて、中国はこれらの品目に対する輸出数量制限及び輸出税を撤廃して

いる。また、2013年４月には、中国の「高性能ステンレス継目無鋼管への

AD措置」について WTOへの付託を行い、現在審理が行われている。こうし

た動きや産官学による使用量削減の取組等の結果、現在ではレアアース価

格は 2010年の価格高騰以前の水準まで低下している。 

インドネシアの新鉱業法（未加工鉱石の輸出禁止）、新通商法（国内調達

義務化）等についても、WTO上の問題点が指摘されているところであり、各

国に対し、政策の国際ルールへの整合を求めていく。 

 

③バイラテラルの対話の促進 

鉄鋼分野においては、現在、中国、韓国、台湾、インドネシア、タイ、

EUの６カ国・地域とバイラテラルの官民定期会合を実施し、貿易投資に係

る障壁の解消に向けた対話を行っている。今後、これらの枠組みを深化さ

せるとともに、現地の在外公館や JETRO 等との連携を一層密にし、貿易投

資環境の改善に向けて相手国政府へ働きかけを強めていく。 

 

２．重要技術管理の厳格化 

日本の特許情報を海外企業が調査してキャッチアップするようなケースが
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散見される中、我が国の金属素材産業の持つ先端技術について、強い知的財

産としての権利の確保のために何を特許として知財化し、何をノウハウとし

て囲い込むのかは個社の判断に依るところが大きい。まずは各社が明確な知

財戦略を持つことが重要である。 

他方、特に、世界で日本企業のみが保有する先端技術については、事業提

携等において、当該技術の供与や開示を海外の政府や企業（鉄鋼メーカー、

ユーザー企業等）から要請される場合も想起される。また、国内の自動車等

ユーザー企業の求めに応じて、海外で生産することを求められ、その際、当

該国内において、当該技術の供与や開示を求められることも想定される。 

前者の場合においては、国内の競合他社に先駆けて海外の市場を押さえる

狙い等から、「最初の一歩」を踏み出そうという誘因に駆られることは、利益

最大化を追及する企業の行動原理からは当然である。しかしながら、海外企

業への技術供与等に当たっては常に技術流出のリスクを伴うことを念頭に、

慎重な検討が求められる。加えて、我が国の競合他社が海外展開に追随する

場合には、当該競合他社との競争の場が日本国内から海外に移るだけとなり、

当該技術が日本国内で生み出すはずの付加価値を全体として減じるおそれが

あることについても、留意が必要である。 

他方、後者においては、ユーザー企業の海外展開に伴い、生産現場が海外

移転せざるを得ないものであり、ユーザー企業の求めに応じざるを得ないケ

ースも多々あると考えられるところ、そのような場合における先端技術の管

理に十分注意を払う必要がある。前者、後者いずれの場合にあっても、海外

での技術供与等に当たっては、常に技術流出のリスクが伴う 

ことを念頭に、慎重に検討を行うことが求められる。さらには、国外への

供与を行うべきではないと考えられる技術に関しては、ユーザー企業にも理

解を求め、ユーザー企業とともに、戦略的な囲い込みを行うための技術流出

防止策を構築することも必要となる。  

「守るべき先端技術、重要技術は何で、それをどう特定するか。」、「その技

術を、どう保護・管理（オープン/クローズ）するか」等の点を含め、先端技

術、重要技術の管理のあり方について戦略的に検討していくことが期待され

る。 

なお、「意図せざる技術流出」を防止するための政府の取組としては、営業

秘密官民フォーラムの設置、営業秘密管理指針の全面改訂、不正競争防止法

改正案の提出、営業秘密管理マニュアルの策定等、政府として矢継ぎ早の施

策を講じてきた。企業側においても、これらの施策を積極的に活用しつつ、

情報セキュリティ対策の強化、スキルのある従業員の能力や成果を適性に評

価する人事制度の構築、経営層のリーダーシップの下での社内の関係部門（事

業部、総務、法務、人事、情報セキュリティ、知財等）にわたる全社的な対

策推進等、実効性ある情報漏洩対策を講じていくことが期待される。 
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３．海外需要開拓が遅れた分野への対応 

我が国の内需の大幅な拡大が見込めない中、金属素材産業が成長するため

には、日系企業以外への顧客基盤の拡大や輸出市場の開拓により、拡大する

外需を捕捉する視点を持つことが期待される。この点、大企業が輸出や海外

加工販売拠点の設立を進めてきたのに対し、中堅中小企業は経営資源の制約

からこうした取組を十分に実施してきたとは言い難い状況にある。 

そのため、従来の JETRO、現地商工会議所、大使館等による支援に加えて、

経済産業省は 2014年に「グローバルニッチトップ企業 100選」を選定、商工

組合中央金庫も同年「グローバルニッチトップ支援貸付制度」を創設する等

の取組を進めてきた。金属素材産業には中堅中小企業も多いが、こうした企

業の成功事例を踏まえ、更に多くの企業がグローバル市場に挑戦、飛躍する

ことが期待される。 

こうした取組に加え、今後は、建材製品等新興国の需要拡大が見込まれな

がら我が国企業の展開が遅れている分野について、新興国への標準化支援と

ジャパンブランドの売り込みによる支援を行っていく。 

具体的には、標準化については、対象とする新興国ごとに、（ア）鋼構造基

準や耐震基準等の建築基準の整備状況、（イ）設計者、エンジニア、溶接工等

の技術者の技能レベル、（ウ）産官学のステークホルダー等に関する情報を把

握した上で、その国の実情にあった指導を行っていく。我が国と同様に地震

多発国であるインドネシアに対する協力事業に着手したところであり、今後、

インドネシアをモデルケースとして他の新興国へ広げていくことを検討する。 

また、耐震性、耐食性等の我が国の建材製品の特長をジャパンブランドと

して官民連携で積極的に PRし、その浸透を図る。さらに、そうした建材製品

が我が国の ODA プロジェクトに積極的に採用されるような働きかけも検討し

ていく。 

 

４．原材料供給リスクへの対応 

 

（１）リサイクルを含めた資源循環（※詳細は補論を参照） 

鉄鋼の原料である鉄鉱石と石炭は高品位のものが主に用いられているが、

中長期的には、非鉄金属原料も含め、鉱床の低品位化や新興国需要の拡大等

による需給逼迫が懸念されているところである。そのため、実用化済み技術

（鉄鉱石ペレット製造技術、SCOPE21 等）の導入に関する更なる支援を検討

するとともに、低品位原料の利用拡大に向けて、安定利用の技術開発や前処

理工程の改善等について検討を進める。 

スクラップ資源に関しては、非鉄金属については、動脈産業と静脈産業の

つながりが欠如していることが最大の問題である。これは、我が国非鉄リサ

イクル産業がプロセスの透明性（情報の対称性等）と QCD (Quality, Cost, 

Delivery)に課題を抱えているからであり、その結果、国内でのリサイクルが
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十分に進まず、価格変動に翻弄され、リサイクル資源が海外に流出している。

また、鉄については、スクラップの利用自体は行われているが、海外の旺盛

な需要に対応して高品質な鉄スクラップが海外へ輸出されていることや、工

具鋼等の一部の特殊鋼の輸出製品からの鉄スクラップの還流不足、鉄スクラ

ップ中のトランプエレメント（銅、錫、鉛等の除去することが難しい金属元

素、いわゆる循環性不純物元素をいう。）による高機能鋼材用途の制約等が国

内における有効活用の課題となっている。スクラップの輸出規制を求める声

もある中、国内生産条件の改善のためにも、リサイクルシステムの整備が期

待される。 

これらはいずれも各企業の個別最適の追求だけでは解決が難しい課題であ

り、非鉄スクラップについては、欧米でも導入が進むリサイクルプロセスに

おける規格・認証スキームのあり方や回収網の再構築を検討し、リサイクル

の技術開発とあわせて、動脈・静脈のバリューチェーン全体をつなげていく。

また、鉄スクラップについては、一部の特殊鋼の輸出鋼材から発生する廃棄

スクラップや屑スクラップの還流のために、海外で政策上の制約（輸出税、

輸出数量制限等）が生じた場合には、政府間交渉等により改善を促していく。

さらに、トランプエレメントを多く含む低品質なスクラップの国内利用促進

のため、トランプエレメントの除去技術、鉄スクラップの品質別の分別・回

収技術の向上等を産学官で検討していく。 

リサイクルを念頭に置いたユーザーとの対話に基づく製品設計や、素材の

複合材料化が進む中、代表的な複合材料を有価物として評価する仕組みの構

築も期待される。 

 

（２）レアアース・レアメタルの供給リスクの低減 

戦略的な重要度が高い材料、いわゆるクリティカル・マテリアルについて、

米国ではエネルギー・資源セキュリティへの関心の高まりを背景に CMI

（Critical Material Institute）を設立して希少金属研究等を行い、また

EUでは欧州委員会企業総局等が各希少金属の供給リスク・経済的重要度を定

期的に分析する等、欧米とも多額の予算を投入しつつ対策・検討を行ってい

る。我が国でも、これまで鉱山の開発支援、リサイクル・省資源・代替材料

に関する技術開発や設備導入支援、WTO 紛争解決手続の活用、日米欧三極ワ

ークショップの開催等を実施してきた。 

各種レアメタルを含むこうした材料は、次世代自動車、風力発電、触媒、

電池、電子基板等、我が国が競争力を有する先端デバイス・製品に用いられ

ており、今後これら製品の市場が拡大するにつれて、材料の需要も大きく伸

びていくと予想される。その一方で、生産地が特定国に偏在しているため、

供給量の不安定性や図 18のとおり価格のボラティリティ等が存在し、資源保

護主義的な動きがその傾向を増幅させている。我が国として、このような原

材料の供給リスクに対して、引き続き産官学で密接に連携していくことが極
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めて重要である。 

 

【図 18 タングステン、バラジウム価格のボラティリティ】 

 

出典：財務省貿易統計データより経済産業省作成 

 

具体的には、以下の３点を進める。 

① 鉱種ごとに、サプライチェーン上の重要性と供給とリスクの分析を行う。

その結果、特にリスクが高いと判断された鉱種については研究開発等を積

極的に進める（例えば、依然として特定の産出国への集中度が高いジスプ

ロシウムは、代替材料開発・使用量削減技術開発や廃製品からのリサイク

ルを推進する。セリウム等は鉱山経営の安定化という観点からも有効利用

技術の開発を検討する。） 

また、開発を加速化し、高まる供給リスクに一層迅速に対応するため、

前述のマテリアルズ・インフォマティクスを通じた使用量の低減を図る等、

計算科学手法の材料設計への適用を検討するほか、サプライチェーンに関

わる事業者が連携した供給リスク低減のための取組や、レアアースに関す

る国際標準化の動きに備えた体制整備を進める。 

さらに、今後は、少量多元素の形で含まれる非濃集型の廃製品からもク

リティカルメタルを取り出してリサイクルする必要があり、そのための技

術開発が求められる。しかし、クリティカルメタルのみを対象としたシス

テムを構築すると、事業性が成立しづらく、価格変動にも振り回されるた

め、ベースメタル回収と一体となったシステムを志向することが求められ

る。 

メタル全体を俯瞰して取り組んでいくことが重要であり、バリューチェ

ーンのどこがどう途切れているのかを見極めなければ、適切な対応を取れ

ないことに留意すべきである。 

 

② チタンについては、今後、欧米やアジアを中心に成長が期待される航空

機、インフラ･プラント、建材、医療等の分野における活用拡大が期待され

る中、将来の需給・価格変動等の供給リスクに備え、低品位チタン鉱石を
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安定利用するための技術開発、航空機向け合金スクラップのリサイクルシ

ステムの構築等を進めていく。 

 

③ 欧米等との消費国間での国際協力も引き続き深化させる必要があり、今

後もクリティカル・マテリアルの供給リスクに関して、各国と連携を深め、

継続的に対応していく。
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補論１：技術開発戦略 

 

１．考え方 

（１）現行の技術開発施策 

金属素材分野における現行の技術開発施策については、ベースメタルとレ

アメタルに関し、それぞれ以下のように展開しているところである。 

まず、ベースメタルに関しては、「革新的新構造材料等技術開発」において、

自動車を中心とした輸送機器の抜本的な軽量化に取り組んでいる。鉄鋼・非

鉄・CFRP等の主要な構造材料の高強度化・高機能化や、開発した材料を適材

適所に使用するための接合技術等の開発を行っている。自動車等の成長分野

において、潜在需要の高い金属素材を対象に、性能面・価格面で徹底的にこ

だわった技術開発を目指していることが特徴である。 

また、「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」では、運輸等の部

門で環境中に未利用のまま排出されている熱について、熱使用量の削減（断

熱材料、遮熱技術）、未利用熱の有効利用（蓄熱材料、ヒートポンプ材料）、

熱の変換利用（熱電変換、排熱発電技術）に関する研究開発を推進している。 

 次に、レアメタルに関しては、原料供給リスクの低減に取り組んでいる。

「高効率モーター用磁性材料技術開発」において、国内電力消費の 50%以上

がモーターにより消費されている現状に鑑み、モーターによるエネルギー損

失を大幅削減し、さらにレアアースを使用しない磁性材料の開発を行ってい

る。また、「希少金属代替材料開発プロジェクト」等により、供給リスクの高

い鉱種について、代替材料開発やリサイクルに資する基盤技術の開発、実用

化の支援を行っている（図１）。 

 

【図１ 現行の金属素材に関する技術開発施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）経済産業省作成 

2012(FY24) 2020(FY32)

次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発（ＦＹ２６ ３０億円）
レアアースフリーでありながら従来より強力な磁性体の開発、高効率な次世代自動車向けモーターの実現

革新的新構造材料等技術開発（ＦＹ２６ ４８億円）
輸送機器の軽量化を軸としたチタン合金、マグネシウム合金等の高性能材料、異種材料の接合技術等の開発

希少金属代替材料開発プロジェクト（ＦＹ２６ ５．２億円）
供給リスクの高い鉱種について、代替材料開発・リサイクルに資する

基盤技術の開発、実用化の支援

レアアース等利用産業等設備導入事業
（ＦＹ２２補正 ４２０億円）

使用量低減・リサイクルに資する国内設備投資の支援

レアアース・レアメタル使用量削減・利用部品代替支援
事業（ＦＹ２３補正 ８５億円）

主にジスプロシウムについて、短期的に使用量低減・リ
サイクルを実現する技術開発の支援

金属素材産業の競争力強化

レアメタル・
レアアース対策

レアアース供給
リスクの高まり

成長分野における
需要拡大

時代に即した原料供給リスクの低減に取り組む

成
長
分
野
の
下
支
え

リ
ス
ク
の
低
減

ＦＹ19～

ＦＹ２４～

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発（ＦＹ２６ ２０．６億円）
熱損失を低減し有効利用するための断熱技術、蓄熱技術、熱回収技術、熱マネジメント技術の開発

レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化技術
開発（ＦＹ２４補正 ３億円）

レアメタル・レアアースの代替材料技術開発や低品位
鉱石の高純度化技術開発の支援。

ＦＹ２５～
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（２）出口を見据えた技術開発戦略の必要性 

今後の素材の技術開発の考え方としては、素材のマルチマテリアル化が進

む中で、テクノロジープッシュ型の素材開発戦略だけでは不十分であり、マ

ーケットプル型の出口用途開発とバランス良く組み合わせることが重要とな

る。すなわち、素材開発というイノベーションの成果を具体的にどのような

経済社会の実現に繋げるのか、出口を見据えた上で技術開発戦略を検討する

必要がある。 

上述のベースメタルに関する「革新的新構造材料等技術開発」はその萌芽

とも言える取組であるが、こうした動きを自動車以外の製品分野においても

広げていくことが望ましい。 

かかる観点から、経済産業省では、各産業分野の社会的要請（ニーズ）を

基に、要求される技術と素材候補を洗い出した「出口指向マップ」（「Blue map」）

と、シーズ側から新素材が有する特性や用途・技術動向等をまとめた「素材

指向マップ」（「Red map」）の２種類のマップを策定した（図２）。この２つの

マップをマッチングさせることにより、特定の製品分野において使用されて

いる素材の代替となり得る新素材候補の特定や、その新素材の技術開発フェ

ーズ、代替による効果等検討を容易化し、新素材開発の重点領域の絞込み等

に活用することとしている。 

 

【図２ 社会的要請とのマッチングによる重点的新素材開発】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）経済産業省作成 

 

 上記の Blue map、Red map の考え方に基づけば、金属素材においても出口

（市場）を見据えた技術開発フェーズを整理することが可能となる。現状に

おける金属素材・有機材の市場分野（図２の青色部）と素材開発（同 赤色

部）における研究開発フェーズを俯瞰すれば、鉄は主な製品市場分野のほぼ

出口指向マップ（Blue map）

出口
（製品・主部品）

燃料電池 太陽電池 パワー半導体熱電変換 ・・・

社会要請 新エネルギー 省エネルギー 環境保全 環境浄化環境負荷低減 ・・・

要求・律速技術

素材指向マップ(Red map)

素材候補

高効率 軽量 高強度コンパクト ・・・

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｱﾓﾙﾌｧｽ合金 ｼﾞﾙｺﾆｱ系ｾﾗﾐｯｸｽﾌｯ素系高分子材 ・・・

・・・

超ﾊｲﾃﾝ鋼ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ ・・・

高強度 導電性軟磁性 ・・・

関係者技術動向 学術競争力※用途・出口 ・・・

ｱｸｱﾏﾃﾘｱﾙ

構造材料 機能性材料（化学的機能） 機能性材料（熱的機能）

新素材

発現機能

技術課題

新素材
（大分類）

耐食性 発光性 耐熱性 生体適合性

機能性材料（生体機能）

産業競争力※ 市場規模※

階層化

階層化

階層化

階層化

階層化

階層化

素材候補として新素材を適用した場合の効果を評価

社会的要請（出口・製品）から要求技術とそれを満たす新素
材候補を抽出

耐久性 断熱性 防音性

炭素繊維 水駆動ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
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すべてにおいて実用化が進んでいるが、非鉄金属は開発段階ないし基礎研究

段階のものも少なくない。この青色と赤色で囲まれたマトリックスは、いわ

ば、素材間の切磋琢磨により発展していく「個別領域」であるが、この領域

における更なる技術開発が期待される。 

 

（３）素材横断的な共通基盤の整備の必要性 

こうした個別の製品市場分野ごとの取組、個別領域の技術開発は重要であ

るが、一方で、金属素材については、分野横断的な共通基盤の整備も喫緊の

課題である。 

素材の垣根を越えた領域、いわゆる「協調領域」としては、マテリアルズ・

インフォマティクス、異種材接合、分析・評価技術等が考えられるが、これ

らの項目は、一部は現行のナショナルプロジェクトとして推進されているも

のの、個別領域と比べ未着手の要素が多い（図３の右側）。我が国金属素材産

業の競争優位性をゆるぎないものとするためには、中長期的視座で、こうし

た協調領域における技術開発項目を抽出し、それを加速することが重要であ

る。 

 

【図３ 金属素材の技術開発フェーズ】 

（研究開発フェーズ：◎ 実用化、○ 開発、△ 基礎研究、× 未着手、－ 不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）経済産業省作成 

 

 

 

 

市場分野

素材開発 (例1)
ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｲﾝ
ﾌｫﾏﾃｨｸｽ

(例2)
異種材
接合

(例3)
分析・
評価鉄鋼 ｱﾙﾐ ﾏｸﾞﾈ ﾁﾀﾝ 銅

ｼﾘ
ｺﾝ

希少
元素

ﾌｧｲﾝ
ｾﾗﾐｯｸｽ

FRP 樹
脂

自動
車

車体 ◎ ○ ○ × － － － － ◎ － △ △ ×

ﾓｰﾀｰ ◎ － － － ◎ － ◎ － － － △ － ×

部品 ◎ ◎ ◎ × ◎ － － ◎ ◎ ◎ △ △ ×

鉄道 構体 ◎ ◎ ○ － － － － － － － △ △ ×

航空
機

構体 － ◎ △ ○ － － － － ◎ － △ △ △

ｴﾝｼﾞﾝ ◎ － － ○ － － － △ △ － △ △ △

発電
分野

ﾀｰﾋﾞﾝ ◎ － － ◎ － － － ○ △ － × × ×

ﾓｰﾀｰ ◎ － － － ◎ － ◎ － － － × × ×

燃料電池 ◎ △ △ ◎ ◎ － ◎ ○ － － × × ×

触媒 ◎ － － － － － ◎ ◎ － － × × △

社会
ｲﾝﾌﾗ

ﾋﾞﾙ ◎ ○ － ○ － － － － － － × × ×

橋梁 ◎ ○ － － － － － － ◎ － × × ×

住宅用資材 ◎ ◎ － ◎ ◎ － － － － ◎ × × ×

海洋資源開発 ◎ － － － － － ◎ － － － × × ×

情報通信機器 ◎ ◎ ◎ － － ◎ － ◎ ◎ ◎ × × ×

医療分野 ◎ － ○ ◎ － － － ○ ◎ ◎ × × ×
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２．具体的戦略 

（１）個別領域の戦略 

 

鉄鋼・非鉄材料に関しては、個別領域と協調領域のそれぞれにおいて、技

術開発を進めることが重要である（図４）。 

国際的には、我が国に優位性のある素材開発や製造プロセス技術の高効率

化を更に図ることにより、同価格帯であれば高品質化を、同品質であれば低

コスト化により国際競争力を強化する。また、国内的には、エネルギー多消

費型という産業構造を転換するための技術開発を進める。例えば、低品位資

源やリサイクル資源、排出ガス等の資源の利用や、熱・電気エネルギーの有

効活用等である。 

個別領域において要求される機能には種々のものがあり、強度・靱性とい

った力学的特性を要求されるものや耐食性や熱的特性等が挙げられる。こう

した機能を発現する素材も鉄鋼・非鉄材等多岐にわたり、各素材の組合せに

より機能を発現する場合がある。さらに、素材の製造プロセスについても、

製鉄分野であればコークス製造や高品位焼結鉱製造等が挙げられ、非鉄分野

であれば省エネ型のアルミパネル製造技術やマグネシウムの低コスト化、チ

タン材の一貫製造技術等が挙げられる。 

個別領域における技術開発は、素材間、各社間の競争による切磋琢磨が基

本であるが、他方で、互いに参考となる考え方、キーワードが存在する。例

えば、機能であれば「軽量化」、「低コスト」、「複合機能」等が挙げられ、素

材開発であれば「合金設計」、「粒径制御」、「不純物制御」等、製造プロセス

であれば「反応制御」、「電磁力・マイクロ波・超音波活用」、「省エネルギー

製造」等である。こうしたキーワードであれば、それぞれの業界単位で協同

した技術開発があり得る。異なる素材開発・製造プロセスの考え方を参考と

し、素材産業自体の基礎体力を高めることが重要である。 

 

 

  



39 

 

・良質コークス製造, 高品質焼結鉱製造
・純酸素/高CO2利用高炉開発
・スラグ資源化/高度利用
・低品位資源活用技術
・高速/高純度/高清浄精錬技術
・無欠陥高速鋳造、鍛造、機械加工
・ｽｸﾗｯﾌﾟﾘｻｲｸﾙ技術（鉄・非鉄）
・高炉,製鋼,非鉄精錬熱回収ｼｽﾃﾑ
・省エネ型ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ製造
・アルミ材低温精錬技術
・マグネシウム低コスト化
・チタン材一貫製造技術
・銅-高融点金属系合金製造プロセス
・微細加工, 表面処理（改質）, 熱処理

市場

・高強度，靱性, 高剛性, 硬度性
・疲労, 信頼性, 長寿命, 
・耐衝撃性
・摺動(低摩擦性, 耐摩耗性)
・塑性加工性, 易成形性,切削性
・接合性, 溶接性
・耐食性，耐熱衝撃性
・耐熱性，難燃性, 熱伝導性,
・放熱性, 蓄熱性, 焼結性
・軟磁性，硬磁性, 低損失性
・電磁波吸収性, 電磁気シールド性,
・導電性，熱電特性, 生体適合性,
・耐水素脆化,
・吸着吸蔵性（CO2固定化）
・表面（界面）反応性

・自動車
・鉄道車両
・航空機
・発電／新エネルギ分野
・社会インフラ
（ビル，橋梁等）

・住宅用資材
（建材・内装）

・化成品製造プラント
・燃料電池，太陽電池
・海洋資源開発
・船舶, 造船
・情報通信機器・素子
・医療分野
（ステント等）

・環境関連事業
（大気浄化等）

= × ×

機能 素材開発 製造プロセス

鉄鋼・非鉄各業界（個別領域）

①材料設計技術（企業が活用し易いマテリアルズ・インフォマティクス）
②製造技術（異種材接合、Additive Manufacturing）
③分析・評価技術、④人材育成、⑤その他（予防保全、資源有効活用、エネルギー回収、ＬＣＡ）

業界の垣根を越えた基盤（協調領域）

各業界内のキーワード

合金設計, 粒径制御
不純物制御

反応制御（熱, 化学, 酸化・還元）
電磁力・ﾏｲｸﾛ波・超音波活用
塑性加工, 省エネルギー製造

軽量化, 低コスト, 複合機能, 
傾斜機能,リサイクル性

ユーザーからの期待
・マルチマテリアル化（素材の組合せによる相乗効果）

・素材の高機能化（傾斜機能による付加価値化）・企業間連携による開発の加速

・従来鋼，DP鋼, TRIP鋼,
・TWIP鋼, ハイテン鋼，
・ﾎｯﾄｽﾀﾝﾌﾟ材, 工具鋼
・ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ鋼, 耐熱鋼，特殊鋼
・電磁鋼板，磁性材料
・アルミ合金, 複層アルミ合金
・マグネシウム
・チタン合金, Ni基合金
・金属間化合物
・銅, シリコン
・セラミックス(ｼﾞﾙｺﾆｱ,ｱﾙﾐﾅ, SiC,

Si3N4, CMC)
・多孔性材料, 
・低環境負荷材料
・省ﾚｱﾒﾀﾙ材

共通基盤

【図４ 金属素材開発における個別領域と協調領域】 （出典）経済産業省作成 
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（２）協調領域（共通基盤）の戦略 

先述のように、ユーザーサイドからのマルチマテリアル化の要請や海外勢の

技術的追い上げ等の環境変化に鑑みると、今後とも我が国金属素材産業が技術

的に盤石であり続けるためには、素材や企業の垣根を越えた協調的取組が不可

欠になっている。今後は、例えば分析・評価技術等、企業の競争に直接は結び

つかないが、素材横断的に競争力の底上げに資する基盤整備を検討していくべ

きである。 

この基盤領域は、①材料設計技術、②製造技術、③分析・評価技術、④人材

育成、⑤その他（予防保全、資源有効活用等）の５分野において考えられる。 

 

①材料設計技術の開発 

材料設計技術については、企業が活用し易いマテリアルズ・インフォマテ

ィクス（統合型材料開発システム／マテリアルズ・インテグレーション）の

検討が重要である。 

マテリアルズ・インフォマティクスとは、情報科学と材料科学を融合した

材料設計手法のことである。構造材料、触媒等様々な材料開発につながる共

通基盤技術であり、素材戦略（製造プロセスの探索等）や開発期間の短縮に

貢献することが期待されている。計算機性能の飛躍的向上と材料開発競争の

激化を受け、今後、更なる進展が期待される分野であるが、諸外国も取組を

本格化していることに留意が必要である。米国は年間１億ドル以上の研究開

発資金を投入し、韓国も 2015年度から 10年計画で研究開発に着手している。

この分野で我が国が大きく劣後することになれば、これまでの技術優位性が

一気に覆されてしまう可能性がある。物質（結晶構造、電子分布等）、材料

等質の異なるデータがあるため、整理して検討する必要があるが、材料が使

われる環境要因（疲労や破壊等）の評価手法については日本にはノウハウが

蓄積されており、世界に先行できる可能性がある。 

マテリアルズ・インフォマティクスは、いかに多くの有益なデータを集め

られるかが、成功の鍵となる。しかしながら、企業としては、自社が保有す

るデータはノウハウの塊であり直ちに共有が可能なデータはむしろ少ない。

したがって、どのような基盤があればデータの共有が進むのか、あるいは、

そもそも共有困難なデータであっても共有データと併せて自社で有効活用

できる方法は何かについて検討することが重要となる。 

この点、アクセス制限付でデータベースに蓄積することが可能となれば、

他社からの類似データの参照により、自社で類似の実験の手間を省くことが

できる。そのために、データの暗号化やアクセス権限等のプロトコルの策定

や、有益なデータ提供に対してはインセンティブを付与する等、官民で取り

組む必要がある。 

また、素材の組織制御のための熱処理データや、価値ある失敗データ等各
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社がノウハウとして保有し共有が困難と考えられるデータについては、各社

がデータベースに提供しなくともオープンなデータベースと合わせて利用

することができるよう、そのプラットフォームやデータマイニング手法の提

供、プラットフォームへの入出力の暗号化や知財等の制度設計を官民で行う

ことにより、入力は非共有、出力も非共有として自社の素材戦略に供するこ

とが可能となる（図５）。また、データベースの構築のみならずより有効に

活用できるソフトウェア等のアプリケーションの開発も必要である。 

 

【図５ 企業が活用しやすいマテリアルズ・インフォマティックス】 

 

（出典）経済産業省作成 

 

②製造技術の開発 

＜マルチマテリアル化に向けた異種材接合技術＞ 

接合技術はマルチマテリアル化の概念を具現化するための重要な技術の

一つである。国家プロジェクト「革新的新構造材料等研究開発」において、

①チタン/チタンの連続接合技術の開発、②中高炭素鋼/中高炭素鋼接合技術

の開発、③鋼材/アルミニウムの接合技術の開発、④アルミニウム/CFRP の

接合技術開発、が実施されている。 

自動車分野であれば、車体の軽量化の観点からは今後、マルチマテリアル

化が益々加速するものと推測される。今後、FSW、FSJ や接着、表面改質技

術、新接合技術等の高度化が挙げられる。 

Ａ社

共有可能データ

Ｂ社 Ｃ社

非共有データ

材料データベースとして蓄積

第一原理計算【計算科学】

非共有データ非共有データ

データマイニング
（統計的手法，ＡＩ等）

プラットフォーム提供
(材料データベースとの接続)

新たな組織制御等を推測

同左

同左

同左

同左

同左

同左

マルチスケール解析・シミュレーション 【計算科学】

各種実験【実験科学】

物質の高効率探索，特性発現の原理解明，材料設計へ

制限付データ
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＜Additive Manufacturing＞ 

金属材料に対しての Additive Manufacturing 技術は近年の進捗がめざま

しく、実用的な手法が確立されつつある。しかしながら現在は装置がほとん

ど外国製で、日本での開発状況は遅れており、シェアはアメリカが約 7 割、

ドイツが約 2割で日本のシェアは１％以下である。 

現在、国内では経済産業省 PJ「次世代型産業用３Ｄプリンタ開発及び超

精密 3 次元造形技術開発」（19 億円：27 年度）で 29 年度を目標に世界最高

速・最高精度の３Ｄプリンタを開発する試みがなされており、装置面での開

発が進められている。 

金属用３Ｄプリンタの成形方法としてはパウダーベッドである SLM 方式

（Selective Laser Melting）と粉末と材料を同時照射する LMD(Laser 

Melting Deposition)方式があり、使用する熱源としては、レーザーと電子

線の 2種類の手法がある。いずれの方法でも高密度、高強度材料の製造が可

能だが、それぞれ特徴を有する。電子ビーム溶融法は真空中で行うので酸化

しやすいチタン合金等を行うのに適しており、かつ高速度成形が可能である。

レーザー溶融法は電子ビーム方式よりも現在のところ高精度の造形が可能

となっている。 

作製できる部材としてもタービンブレードや人工関節用インプラント等

が作製でき、かつ通常の成形・加工方法ではできない形状の作製が可能とな

っている。しかしながら、製品のスループットがまだ十分でないため、量産

品ベースでの使用は困難であり、高付加価値で数が少ない製品（タービンブ

レード、金型、生体材料等）をターゲットとする考え方が一般的であると考

えられる。 

海外においても装置開発の取組は活発であるが、それに加えて日本以外の

諸国は既にプリンタ自体の開発のみならず、具体的な応用分野等に関する開

発も行うことで自国産業の強化を目指している。 

現段階での金属３Ｄプリンタの生産能力は低く、量産品ベースでの使用は

難しい。一方で今後の成形速度の向上によって、量産にも使用可能なレベル

に達する可能性がある。米国は現行機の 500倍の速度の３Ｄプリンタの開発

に着手しており、現実にこれらの技術革新が進んだ場合には、生産プロセス

が大きく変わる可能性を有している。 

３Ｄプリンタにおいて流動性・溶融性に優れた粉末や機能を高めるための

合金粉末の開発等、新規な市場ができる可能性がある。合金粉末の開発はい

わゆるハードを製造するメーカーと連携して開発を行うとともに、粉末の性

状を規格化、標準化することで多くの企業が参入可能な市場が形成される。

また、現行装置が定置型であるのに対して、出力を抑えた可搬式が開発され

れば、現場での製造や修理分野への展開等も考えられる。 
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③分析・評価技術 

分析・評価技術は、希少元素の抽出や、表面・内部検査、部材出荷用途等

で重要となる。分析・評価には２つの方向性がある。一つは広範囲・高分解

能を高度化する流れであり、もう一方は材料・部材出荷用途の際における現

場での迅速・コンパクトな分析・評価の流れである。 

 

＜中性子線等を利用した分析技術＞ 

中性子線、放射光、蛍光 X線等を用いた計測・分析技術／装置の進化に伴

い、我が国の技術開発の高度化を牽引している。3次元計測、動的・リアル

タイム計測、表面、界面および内部計測、プロセスの微視的解明のための使

用環境下のその場計測等に有効である。設備が大型になることに加え、分

析・活用技術も蓄積が少なく協調可能領域になり得る。時間が含まれている

計測、複雑系（例えば摩擦等）の計測は今後の課題であるが、希少元素の分

離・回収，リサイクルへの展開等が考えられる。 

現在、日本には中性子線源として J-PARCや放射光源として SPring-8があ

るため、これらの施設を有効に活用した評価・解析手法の確立が重要である

とともに、小型の中性子線源を用いた場合でも解析ができるようにするため

の技術開発等は重要である。また、このような大型設備は利用希望者が多く

使用時間の確保が困難であることやデータの開示を要求される等の課題が

あり、企業が最先端の研究に活用しやすい運用ポリシーの検討を進める。 

 

＜品質管理のための迅速検査技術＞ 

製品の最終検査には目視検査が多いが、個人の資質によってその判断基準

は異なり、正確な指標（数値化）と客観的な評価の組合せが今後の品質管理

には重要である。グローバル化が進み日本だけでなく現地でも検査が行われ

る場合、共通指標での管理がより困難になる。そのため、製品の出荷検査を

自動化することは今後必要な技術の一つである。光（レーザー、偏光）を使

った製品の検査技術は既に利用されており、これらの技術を本業界にて利用

可能とする技術開発は共通基盤技術となりうる。課題として、計測手法、判

断手法及びデータの高速処理、標準化が挙げられる。（図６） 
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【図６ 他分野でのデジタル化された製品検査の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）産業技術総合研究所作成 

 

④人材育成 

金属素材分野の理工系人材（学生、研究者、大学講座数）が減少する中で、

上述の材料設計技術、製造技術、分析・評価技術の開発を支える人材の育成

を積極的に支援する仕組みを産学連携で検討する必要がある。求められる専

門性は、材料科学、物理学、化学、情報科学、統計学等多岐にわたり、それ

らの融合人材が求められている。それに加えて、膨大な情報の中から価値を

見出し素材開発に結び付けるためには、観察力、情報を関連づける力、コミ

ュニケーション力等の「価値発見力」と、達成への執念、計画力等の「価値

実現力」を磨くことも重要である。 

その際に重要な視点として、育成すべき人材の質（専門力重視／異分野融

合重視、価値発見力重視／価値実現力重視）を見据えて、人材育成の方策を

検討する必要がある。金属素材の知・技の育成に関して、「知のイメージ戦

略」、「知の連携」、「知の循環」、「知による地域活性化」の観点から素材分野

横断で検討する必要がある（図７）。 
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【図７ 金属素材分野における人材育成の方向性】 

 

（出典）経済産業省作成 

 

＜知のイメージ戦略＞ 

金属素材分野の道を志す若手人材の確保のため、素材に興味を抱かせる文

化の醸成や、関連の協会等とも連携し初／中／高等教育での金属素材分野の

魅力を伝えるイメージ戦略を検討する必要がある。また、高校教員が進路指

導する際には、将来の職業をイメージして大学を選択することが重要と考え

る一方で、現実には必ずしもそうではない。進路指導の要である高校教員へ

のＰＲや、金属系の理系女子等を対象に金属素材分野の魅力を説明すること

が必要である。 

 

＜知の連携＞ 

企業が大学で金属素材分野の教育・研究を支援する仕組みとして、寄付講

座（共同研究講座）の活用促進、企業が講師として派遣される教育プログラ

ムやＩＣＴを活用した教育プログラムの支援、実践型教育の支援、インター

ンシップ、奨学金制度等、産学連携を図ることが重要である。 

 

＜知の循環＞ 

産業界から大学への転入研究者に比べ、大学から産業界への研究者流入は

少ない。分野間横断交流による研究者の頭脳循環のため、クロスアポイント

メント制度の活用や、国研や公設試が有する基礎技術を最大限に活用する人

材交流を深めるべきである。また、デジタルデータ活用の観点からは、金属

素材の精通に加えて、製造現場に必要な知や統計学・情報学等の知識を有す

る人材を育成する必要がある。 

専門力
重視

異分野融合
重視

価値実現力(*2) 重視

②知の連携

③知の循環

リサーチャー
（大学の研究者・
理工系学生）

テクニシャン・
エンジニア

（企業の技能・専門職）

国研・公設試等

シニア・エンジニア
（企業の技能・管理職）

マネージャー
（企業の経営・企画層）

①知の
イメージ戦略

(*2) 価値実現力：達成への執念、自己管理力、計画力、など

価値発見力(*1) 重視

(*1) 価値発見力：観察力、関連づける力、人と繋がる力、など

④知による
地域活性化

（市場での価値の見極め）（学術的な価値の見極め）

（価値の具現化） （具現化した価値の応用・展開）
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＜知による地域活性化＞ 

地域の特性を活かし、地域密着型で素材産業の技能者を育成することが重

要である。工場・研究所とその周辺の教育機関が連携し、地域の特性を活か

した技能者の育成や、雇用創出と地域活性化に向けて、その地域の人材が金

属素材産業に集まる仕組みが構築できることが望ましい。 

 

⑤その他の基盤領域 

＜デジタルデータを用いた予防保全＞ 

デジタルデータ活用による寿命予測・設備保全も、協調領域の一つと考え

られる。金属部品の損傷原因は多岐にわたり、使用環境にもよるが腐食、金

属疲労、クリープ変形等が考えられる。材料自体の疲労現象とそれに伴う寿

命予測は、実際の使用条件だけでは無く可能な限り多くのデータを収集し、

その材料の詳細な分析結果を統計的な処理をすることで信頼性の高い寿命

予測が可能となる。そのため、可能な限り多くのデータを共有した上で、共

同で解析技術を開発する。製造設備の予防保全についても機械メーカーと連

携し同様に進める。 

 

＜エネルギーの有効活用技術＞ 

2030 年には製鉄所におけるコークス炉の寿命を迎える。現行の国家プロ

ジェクト（Course 50）を基に，先を見据えて製鉄プロセスの高度化を検討

する必要が有る。資源（低品位資源、リサイクル資源、排出ガス等）を有効

に活用する技術や、未利用の熱・電気を回収し有効活用することが挙げられ

る。熱回収の観点からは、高炉スラグ・製鋼スラグ等からの熱回収が課題で

あり、現行の国プロでは対象外の温度域である。これらを可能とする熱電材

料等の未利用熱回収システムの開発が重要である。 

また、製造業の中でも製鉄プロセスはエネルギーの高効率化を進めており、

その熱の有効利用率は他の業界と比較しても高いが、未だ有効利用すべき排

熱は多数存在する。現在、赤熱コークス、転炉ガス（LDG）、高炉・加熱炉排

ガス、高炉 HSガスからの排出熱は回収され有効利用されている。また NEDO

事業において 2011 年からスラブからの排熱を有効利用するため、熱電発電

で 10kW 級発電を行う実証事業が行われ、その有効性が確認されている。

（2013 年 7 月 10 日プレスリリース）。今後の素子の高性能化や電極等の耐

熱化によって更なる高効率の回収も可能であると考えられる。また、高炉ス

ラグや製鋼スラグ顕熱等の回収は行われていない。しかしながら、スラグを

セメントとして有効活用するため使用されている熱であり、有効利用されて

いる熱と認識すべきである（図８）。 
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【図８ 鉄鋼分野における熱利用の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）RITE「低品位排熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発」成果報告書（2008） 

 

非鉄業界においてもアルミニウムの溶解炉はかつてエネルギーの有効利用

率が 35%程度であったが、リジェネバーナーの開発によって大型の溶解炉の熱

効率は 70%以上となっている。ただ 70％の熱効率ということは 30％の未利用

熱があるということであり、更なる有効利用の可能性はある。また、小型の炉

はまだ熱効率が 30～40％程度であり、その未利用の熱を回収すべく経済産業

省「未利用熱エネルギーの革新的活用技術開発」では 600℃以下の熱を回収可

能な熱電素子材料およびモジュールの開発や 1500℃級の高性能断熱材の開発

を行っているが 800～1500℃での熱回収技術の開発は実施されていない。いず

れの業界においても未利用熱は 200℃以下の量が最も多いと考えられ、その熱

を有効利用するための技術開発も未利用熱エネルギーの革新的活用技術開発

中で行っているが、この温度域の熱回収技術は、共通基盤技術として重点的な

研究開発が重要である。一方で 200℃以下の熱量は、熱量（エンタルピー）は

大きいがエクセルギー（エネルギーの質と量から換算される価値の指標）が小

さいため、効率の悪い回収技術だと費用対効果の面で導入が促進されない可能

性もある。このため、排熱を他の設備の予熱等、熱として有効利用する研究開

発も検討する。 

共通基盤的に開発できる分野としては、断熱、蓄熱、熱回収（排熱発電、ヒ

ートポンプ等）等の要素技術とその有効利用技術（サーマルマネージメント）

であり、各業界の熱の利用状況と排熱温度を調べることで協調して研究開発可

能な領域となり得る。一方、米国（DOE）、欧州（EP7）、中国、韓国では大規模

なプロジェクト研究をスタートしており産学官が一体となった熱マネージメ
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ント実用研究を展開している。米国 DOEでは「次世代自動車研究・開発プロジ

ェクト」の一環として、自動車メーカーが参加し、産学協同開発で熱電発電開

発に取り組んでいる。 

また、先進国での車両の排ガス規制は今後 10 年以上にわたり更に強化され

る．対応方針は排ガス排出量削減と排ガス浄化能力の向上であり、それに供す

る触媒技術が重要である。 

 

＜リサイクル資源の有効活用技術＞ 

高機能性と易リサイクル性を両立したエコデザインの確立も重要である。

使用済み製品等から少量元素を高効率に取り出す技術の開発・高度化や、省

エネルギーでの破砕・粉砕および分別技術の開発・高度化等も挙げられる。

リサイクル資源については、易リサイクル性と高機能性を両立させたエコデ

ザインを、セットメーカー、素材メーカー、リサイクラーで追求することや、

少量多元素からなる解体・分別困難なリサイクル資源の解体・ソーティング

技術の開発を行う。 

 

＜環境への負荷を考慮した考慮した素材開発＞ 

鉄・非鉄の金属産業はエネルギー多消費産業であるため LCA(Life Cycle 

Assessment)への意識は高い。鉄鋼業界は、世界鉄鋼協会が既に世界共通の

LCI(Life Cycle Inventory)方法論を確立しており、各国共通ルールで鉄鋼

製品の LCI 算定が行なわれている。また、鉄鋼製品は、寿命を終えた後に

スクラップとして回収され、何度も繰り返し再生利用されるため本質的に

LCAの観点から優れた材料といえる。また、更に LCAを高めるための様々な

取組も行われている。また、鉄鋼製品は社会で使用される際に、製品ごとに

異なる環境負荷低減機能（自動車の軽量化、家電製品の省エネルギー、耐候

性鋼による長寿命化等）を果たしており、これら使用段階での貢献も併せて

評価することも重要である（（一社）鉄鋼連盟 HP参照）。 

製品に対する環境負荷低減への要求は今後も高まっていくと考えられ、素

材産業においても更なる製造時の環境負荷低減への期待がある。各業界にお

いては最新の「省エネルギーに関する取組」を公表するとともに、公表する

エネルギー原単位データを可能な限り最新のものにアップデートすること

で、材料性能以外での付加価値を際立たすことができる。また、材料によっ

て LCAの計算方法の違いが無いように、統一的な LCA計算方法の試みについ

て検討する。 

ユーザー企業側からも製品の LCA を考えた上で有利な素材というような

付加価値をもった新素材の開発が期待されている。例として、現在の高張力

鋼板（ハイテン）はホットスタンプ材と比較して強度は低いが、冷間でプレ

ス加工が可能であり、製品作製時の環境負荷は低い。一方で高張力鋼板は高

強度になればなるほどプレス成形性が低下する課題もあり、LCA上の付加価
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値を保持したまま、ホットスタンプ材に相当する強度及び加工性を有すると

いうような研究開発が期待されている。 
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補論２：産業事故の防止 

 

１．考え方 

 

（１）はじめに 

 鉄鋼業・非鉄金属業をはじめとする製造業において、産業事故の防止は、か

けがえのない社員の人命や生活を守るという点において、何よりも優先される

べき課題である。また、我が国製造業の基幹産業としての性格上、鉄鋼業・非

鉄金属業において大規模な産業事故が発生すると、自動車産業等におけるサプ

ライチェーンへ影響を及ぼし、企業収益の下振れにも直結する。加えて、多数

の負傷者を伴う大規模災害等が生じた場合は、当該企業の社会的信用を毀損す

るだけでなく、その事業活動の継続に甚大な影響を与えかねない。したがって、

鉄鋼業・非鉄金属業において、災害防止・安全確保は、重要な経営課題の１つ

であるとともに、必要不可欠な社会的責務である。 

 経済産業省では、鉄鋼業における過去 10年程度における産業事故の防止に向

けた官民の取組状況を検証するための調査を実施した。このため、鉄鋼業を例

にとって、産業事故の実状と課題、産業事故の発生防止に向けた望ましい取組、

政府の施策を記載する。非鉄金属業においても、鉄鋼業の取組を参考に、互い

の知見・経験を交換しつつ、同様の方向性で取り組むことが期待される。 

 

（２）労働災害 

①概況 

労働災害は、人と設備、あるいは、人とエネルギーとの接点で発生するも

のと考えられる。 

鉄鋼業は、膨大なエネルギーを使用する産業であり、かつ、多種多様な生

産工程があり、設備の自動化が進んでいるとは言え、人と設備/エネルギー

等との接点が未だ数多く存在している。そのため、鉄鋼業は、災害の重篤度

（強度率）の観点から他業種と比較すると、高い災害リスクに晒されている

といえる。 

こうした背景から、鉄鋼業では、昭和 30 年代に業界内に労働災害分野を

取り扱う組織が設置され、それ以降、業界及び個社を挙げて、労働災害防止

に向けた各種取組が実施されてきたところである。その結果、死傷者数につ

いては、1980年代前半に 500名を超えていたが、直近５年間（2009年～2014

年）では 160名前後で推移し、大幅に減少（改善）している（図１）。 

死亡者数（重大災害）については、長期的にみれば、1980 年代前半の 30

名強から、近年は概ね半減しているものの、一進一退を繰り返し、引き続き

憂慮すべき状態が続いているのが実情である（図２）。 
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【図１ 死傷者数の推移】     【図２ 死亡者数の推移】 

 

（出典）日本鉄鋼連盟「労働災害統計」より経済産業省作成 

 

②他産業との比較 

厚生労働省が毎年実施している「労働災害動向調査」を通じて、主要産業

における労働災害の発生状況を把握することができ、「度数率」1及び「強度

率」2により、産業間の動向が比較可能である。 

これらの指標を用いて、他産業と比較したところ、鉄鋼業における労働災

害の特色は以下のとおりである。 

（ア）度数率（図３） 

・1985年から 2013年までの約 30年間における鉄鋼業の「度数率」は、平

均 1.1である。これは、全産業：1.89、製造業：1.16に比べて低い（＝

鉄鋼業の災害発生頻度は低い）。 

・日本鉄鋼連盟による安全衛生活動の対象となっている会員会社の度数率

（平均）は、0.4とさらに低い。 

（イ）強度率（図４） 

・1985年から 2013年までの約 30年間における鉄鋼業の「強度率」は、平

均 0.34。これは、全産業：0.15、製造業：0.13 に比べて高い（＝鉄鋼

業の災害は重篤度が高い）。 

・鉄連会員会社（総合）の強度率（平均）は、0.27と鉄鋼業（全体）より

も低いものの、全産業・製造業よりは高い。 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「度数率」とは災害発生の頻度を示す指標（死傷者数/延実労働時間数*1,000,000） 
2 「強度率」とは災害の重篤度を示す指標（延労働損失日数/延実労働時間数*1,000） 
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【図３ 度数率に関する他産業との比較】 

 

（出典）「鉄連会員会社（総合）」は日本鉄鋼連盟「労働災害統計」。その他は厚生労働省「労働災害動向調

査」より経済産業省作成 

 

【図４ 強度率に関する他産業との比較】 

 

（出典）図３に同じ 

 

③海外との比較考察（「労働災害」及び「設備災害」共通） 

欧州においては、産業革命以降、安全への配慮に関する考え方が定着して

いる。例えば、近年、日本企業が欧州に製品出荷をする際には、安全への配

慮が、品質保証や環境配慮と同様に求められるようになり、また、グローバ

ルスタンダードとして不可避な流れになりつつある点については、今後注意

すべき動向と考えられる。また、1989 年に制定された欧州機械指令におい

ては、新規設備導入時における本質安全化が求められ、人と設備（危険源）

との分離徹底が要求されている。そのため、欧州の製鉄所では、ベルトコン

ベア等稼働物周辺には防護柵が設置される等、機械安全の対策が講じられて

いる。一方、我が国鉄鋼メーカーでも、順次、本質安全化（設備的対策）が

行われているものの、統一的な行政指導はなく、個社の対応に委ねられてお
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り、設備の安全対策については、欧州が先行しているとの見方もある。他方、

人材教育については、階層別、年齢別等きめ細かな教育訓練プログラムが各

社、業界で用意されており、欧州より我が国の方が手厚く、強みのある分野

との指摘がある。 

これらのことから、安全対策について、欧州では多言語・多民族という背

景もあり設備対策が中心であるのに対し、我が国は人材育成と設備対策の両

面で対策が進められているが、特に人への教育（人材育成）に強みがある、

といった特徴があると考えられる。 

製造現場における安全文化については、例えば、フランスの大学では、安

全文化の専門家を育成する仕組みもある。他方、日本国内では、安全分野の

専門家は極めて限られており、安全文化を教える大学も減少しつつある。 

 

（３）設備災害 

①現状認識 

冒頭の「はじめに」に記載のとおり、設備災害の発生は、当該事業所の作

業者や周辺住民へ重大な影響を与え得るため、鉄鋼各社をはじめとする製造

業各社にとって安全確保は必要不可欠な責務である。 

しかしながら、近年、石油コンビナート等では、化学工業等において死亡

者の発生を伴う重大事故が相次いで発生している。こうした状況の中、内閣

官房の主導により３省（総務省消防庁、厚生労働省及び経済産業省（商務流

通保安グループ））も参加して、2014 年２月、「石油コンビナート等におけ

る災害防止対策検討関係省庁連絡会議 」が設置され、石油コンビナート等

における事故・災害の防止に向けた対策を検討し報告書がとりまとめられた。

当該報告書を踏まえ、2014 年５月、同連絡会議から日本鉄鋼連盟を含む関

係９団体に対し、石油コンビナート等における災害防止のための、業界ごと

の自主行動計画策定等が要請された。日本鉄鋼連盟は 2015 年２月に計画を

策定し、当該計画に基づく取組が開始されたところである。また、新金属協

会については、同年３月にシリコン部会において、当該計画を策定した。今

後は、希土類部会をはじめとする新金属協会傘下の関係部会における当該計

画の策定を検討している。 

鉄鋼業における設備災害については、日本鉄鋼連盟が 2004 年以降に発生

した個々の事案を把握しており、火災が原因の約７割を占めるといった傾向

はあるものの、一進一退を繰り返す発生件数については、増減傾向の背景は

明らかではない（図５）。 

2014 年、鉄鋼業では停電事故に伴う燃焼放散により黒煙が発生する事案

が６件発生した他、大規模なコークス炉火災事故が発生する等社会的に影響

が大きな事案が相次いで発生したことを受け、業界ではこれらの災害等への

対応を、自主行動計画における喫緊の課題として位置づけ、類似災害の防止

に向けた取組を行っているところである。 
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【図５ 鉄鋼業における原因別の設備災害の発生状況】 

 

（出典）日本鉄鋼連盟「防災事故統計」より経済産業省作成 

 

②他産業との比較 

鉄鋼業と同じ装置産業である化学業界では、日本化学工業協会が業界横断

的に設備トラブルの情報を収集・分析し、その情報を業界内に共有する取組

が行われている。また、化学企業が、人的、資金的な拠出を行い、安全工学

会の中に保安力向上センターを設置し、専門家による工場毎の保安力評価、

安全文化醸成といった活動を行っている。 

化学業界では各社の設備（プラント）が比較的類似していることもあるが、

このように業界が主導となって横断的な取組が積極的に展開されているの

に対し、鉄鋼業では複数の業態があり、各社・各事業所・各設備により事情

が異なるため、保安・防災活動は個社中心で行われている。 

また、保安力の第三者評価に関して、化学業界では、先に述べたとおり、

各社協力により保安力向上センターを立ち上げ、化学産業における現場の安

全管理の仕組みや安全文化を評価する仕組みを構築し、活用している。 

 

２．具体的戦略 

 過去 10年程度における事故多発の局面において、労働災害又は設備災害の防

止に向けた検討、取組方針を官民で検討し、取り組んできたところであるが、

いずれの取組も課題の抽出と対応策の提示にとどまり、過去の対応策の効果等

検証（フォローアップ）ができていないとの反省がある。 

 そのため、2015 年３月から４月にかけて、鉄鋼業主要各社（高炉４社及びそ

の協力会社２社、電炉３社）及び日本鉄鋼連盟を対象にアンケート調査及びヒ

アリングを行い、各社・業界における事故防止策や取組の実態調査、過去の対

策に関する検証を行った。加えて、関係専門機関や専門家からもヒアリングを

行った。 
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今回のヒアリング等による実態把握を通じ、各社に共通する課題を抽出する

とともに、各社が実施している産業事故（労働災害及び設備災害）の防止策の

うち、実効性が高く、望ましいと考えられる取組を抽出すると以下のとおりで

ある。 

ただし、鉄鋼業界は、業態（高炉、特殊鋼等５業態あり）、企業規模、生産設

備やプロセス等、多種多様なため、業界内での画一的な対策・対応は馴染まな

い。鉄鋼各社においては、これまでの取組に加え、各社の実情に応じて下記か

ら有用な取組を選択しつつ、産業事故防止に取り組むことが期待される。 

 

（１）課題と産業事故防止に向けた望ましい 13 の取組 

①危険感度の向上・維持、基本ルール遵守への対応 

現場作業者の危険感度の低下、ベテラン層の経験・慣れ等による基本ルー

ルの不徹底が課題である。危険感度の低い者（新人、中途採用者等）の危険

感度の引上げ・定着化、ベテラン層等への基本ルール徹底を図るためには、

「繰り返し教育」を中心とした取組が重要である。 

 

②現場に浸透する、実効性のある教育の実施 

教育した内容をいかに現場作業者に浸透させるかという点が課題である。

危険体感教育をはじめとする教育内容が確実に現場作業者に浸透し、現場作

業でも定着するよう、実効性のある教育を実施することが必要である。 

 

③一人作業におけるリスク低減策の実施 

ライン管理者の目が届きにくい一人作業において、不安全行動・ルール違

反による災害が発生している事例が多いことが明らかとなった。設備の自動

化や業務効率化等に伴い一人作業が不可避な流れにある中、一人作業による

災害を未然に防止するため、設備的な対策を中心とした取組が重要である。 

 

④設備を「止める」活動の徹底 

「生産」より「安全」を優先すべきあることの徹底、すなわち、「災害の

発生を未然に防ぐためには、まず設備を「止める」ことの徹底が重要である。 

 

⑤双方向のコミュニケーション強化 

一人作業現場のみならず、ライン管理者の目の届きにくいところでの不安

全行動、現場での困り事・要望の把握不足、末端までの情報伝達不足等、コ

ミュニケーション不足が課題として確認された。組織間、階層間、現場内に

おける現状や課題を常に把握するとともに、潜在的な危険を確認する仕組み

として、現場パトロールの強化を通じた双方向のコミュニケーションが重要

である。 
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また、設備の安全操業を確保するためにも、関係部署内（操業、保全、管

理等）での連携やコミュニケーション強化が重要である。 

 

⑥設備的対策の推進（不安全行動を前提にした本質安全化） 

労働災害の多くはルール違反や不安全行動等「人の問題」に由来して発生

する傾向がある。各社とも設備的対策に取り組んでいるものの、作業者の不

注意やルール違反は不可避、完全にはなくならないとの前提の下、「設備的

対策（本質安全化）」を実施するとともに、安全意識の向上を図る「人の教

育」も並行して実施することが重要である。 

 

⑦安全担当の体制づくりと体制強化 

安全担当の人員、技能（教育能力、現場経験、指導力）、権限、予算不足

についても指摘があった。全社的な安全活動を着実に推進、強化していくた

めには、安全担当の体制づくりと強化が重要である。 

 

⑧直営会社による協力会社への安全管理の支援（直協一体の安全活動の推進） 

災害が発生しやすいのは、動脈系（生産ライン）ではなく、静脈系（運搬、

スラグ等）や工事のような非定常作業等、協力会社が主に担当する職場であ

るとの指摘があった。協力会社の災害を減らすべきことは言うまでもなく、

直協一体での安全活動を推進するためには、体制面（人的、予算面等）で優

位な直営会社が協力会社（二次請け以下も含む）の安全管理体制の強化に向

けた支援を実施することが重要である。 

 

⑨安全文化の醸成とトップダウンによる取組 

現場の安全意識の向上には、繰り返し教育の実施が効果的だが、教育だけ

では限界があるとの指摘もあった。より効果的に、全社的な安全文化の向上

を図るためには、トップダウンによる直接的な取組が重要である。 

 

⑩事故分析やリスク抽出の徹底 

事故情報の収集、分析、現場への情報伝達・浸透が課題である。分析面で

は、リスクの抽出漏れ、分析の不備、対策への未反映等、過去の教訓を活か

せていないケースも見られる。類似災害の防止に向け、（ア）リスク抽出、

（イ）リスク分析、（ウ）対策への反映、（エ）フォローアップを着実に実施

することが重要である。 

また、設備災害の類似災害防止には、過去災害の原因や再発防止策等につ

いての情報共有が有効となるが、生産設備情報は各社・設備毎に事情が異な

る上、個社の競争力に直結することから業界内での水平展開に難しい側面が

あるとの課題を指摘する企業もあった。類似災害防止の観点から、業界横断
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的な課題については今後も業界内での情報共有を継続するとともに、現場へ

の浸透を図ることが重要である。 

 

⑪作業標準の整備とルールの徹底 

作業標準の未作成（特に非定常作業）、リスク分析不足の他、作業標準（ル

ール）の違反を原因とした災害が発生していることが明らかとなった。定常

作業だけでなく、非定常作業も含め、可能な限り作業手順を明文化するとと

もに、現場作業者に対し、どこにリスクが潜んでいるかを十分理解させた上

で業務に従事させることが重要である。 

 

⑫技能伝承の着実な実施 

ベテラン層の大量退職とそれに伴う設備を理解した経験豊富な作業者の

減少、中堅層の確保不足、配置転換や中途採用等において経験の浅い者を登

用せざるを得ない等の状況から、技能伝承が円滑に進んでいないとの指摘も

あった。最新設備の導入に伴う自動化が進んでも、トラブル対処等では過去

の類似トラブル経験をもとに「人による判断」が必要となるため、技能伝承

の着実な実施が必要である。 

 

⑬第三者評価による安全管理部門の取組の見直し 

安全管理、リスク評価等については、これまで自社内で実施されてきたケ

ースが多いが、今後は他業界との比較に加え、外部の目を取り入れた、第三

者性の高い評価・分析が重要である。 

 

（２）国の施策 

①産業事故防止に向けた望ましい取組事例の普及啓発 

上記に掲げた産業事故防止に向けた望ましい取組 13 については、日本鉄

鋼連盟とも連携して、「産業事故防止に向けた、望ましい取組事例」として、

研修活動等を通じて鉄鋼各社への普及啓発を図る。 

 

②業界横断的な課題への対応（情報交換会の開催等） 

労働災害における「挟まれ・巻き込まれ事故」、設備災害における「停電

事故に伴う燃焼放散により黒煙が発生した事案」、「ベルトコンベア火災」等

は、一個社に閉じた課題ではなく、広く鉄鋼業界で情報共有することが有益

と考えられるため、2014 年度より日本鉄鋼連盟の協力も得て実施してきて

いる。今後とも、業界横断的な課題を抽出し、業界内での情報共有が継続的

に実施されるよう、業界・関係個社と連携していく。 
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③他業界等との橋渡し 

国や業界により、安全を取り巻く環境に差異はあるものの、海外、他業界

における動向・取組や、有識者の知見を把握し、それらの情報を鉄鋼業と共

有していくことが、鉄鋼業における更なる安全確保にとって有益と考えられ

る。 

こうした観点から、他業界における実効的な産業事故防止策が鉄鋼業に共

有されるよう、他業界との交流を支援するとともに、有識者から聴取した有

益な情報を業界等にも共有していく。また、海外調査ミッション等を通じ、

安全確保に先進的な取組を学び、新たな対応策を検討することが考えられる。 

 

④新たな産業保安規制に向けた取組との連携 

2015年 3月 23日に開催された産業構造審議会保安分科会において、技術

の進歩や市場・国際的潮流の変化等、産業保安分野を取り巻く状況の変化に

迅速・柔軟かつ効果的・効率的に対応できるよう、産業保安規制を「賢い」

規制へと進化させていく必要性が確認された。鉄鋼業においても、こうした

取組との連携により、例えば、ビッグデータ等を活用した保安力向上の可能

性について検討するとともに、規制緩和等を通じた自主保安力向上のための

インセンティブ付与のあり方について保安関連部局とともに議論を進める。

また、先進的な取組については、日本鉄鋼連盟の協力を得て、その知見やノ

ウハウの業界内横展開を図る。 
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補論 3：デジタル化が及ぼす変革への対応 

 

１．考え方 

 

（１）デジタル化の動きと金属素材産業への影響  

 IoT（Internet of Things、“モノのインターネット化”）により大量・多種

類・多頻度のデータ収集がなされるようになり、その分析による調達・生産・

販売等の業務オペレーション改善や機器・設備の故障監視等のリスク管理を企

業利益の源泉とする、GE やシーメンスのようなものづくり企業が台頭しつつ

ある。 

米国の GE に代表される“インダストリアルインターネット”は、機器単品

ではなく、稼働状況データの取得を重視してセンサーを設置し、クラウドベー

スの高度な分析ソフトウェアもセット販売し、これらによる予兆管理等のサー

ビスを提供して顧客の囲い込みを志向している。例えば、航空機エンジンにセ

ンサーを搭載して稼働状況のデータを収集・分析することにより、最適な飛行

ルートの割り出しを行い、航空会社に対して燃料費大幅削減のコンサルティン

グを行う等の例がある。 

他方、ドイツにおける“インダストリー4.0”は、後述するように、生産工

程でのデータ取得を重視し、国内の工場や製造工程を、企業を超えてネットワ

ークで結び、総合的な生産性向上を目指すスマート工場の概念を推進している

（図１）。 

 

【図１ インダストリアルインターネット（左）・インダストリー4.0（右）】 

  

（出典）GE HP、ドイツ政府発表資料 
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（２）インダストリー4.0 の動きと鉄鋼業への影響  

ドイツの政府・民間企業が進めるインダストリー4.0は、18世紀後半の産業

革命（蒸気機関を動力源とした工業化）、電力利用による大量生産（19世紀後

半）、産業オートメーション（20 世紀後半）に次いで、IoT の利活用を次世代

の（第 4 次）産業革命として位置付けていることが特徴である。その狙いは、

製造プロセスの垂直統合と製品ライフサイクル・バリューチェーンの水平統合

の実現によって、変種変量生産に対応した柔軟で自律的な生産現場の創出を行

うことにある。ドイツ国内の工場、製造工程、企業を超え、エンドユーザーま

でをネットワークで結び、生産性の向上やマス・カスタマイゼーション（顧客

ごとのニーズに応じた高付加価値製品を受注する一方、大量生産品並みの低コ

ストでの製造を行う概念）の実現を目指すものである（図２）。 

これが今後の製造業におけるヨーロッパの潮流、さらには世界的な潮流にな

るとも言われており、ドイツと米国の主導権争いが生じている。また、ドイツ

社会の高齢化に伴う生産技術の担い手不足、新興国との競争力における生産性

改善要求を満たすため、ドイツ工場の生産性向上とともに、ドイツ主導で世界

的な規格・標準化を行っていくことを狙いとしているとも言われている。 

こうした動きは、顧客ごとのニーズに応じた高付加価値製品を受注する一方、

大量生産品並みの低コストでの製造を行うことが可能という面からみると、組

み立て産業が議論の中心となって、生産現場やサプライチェーンに大きな変革

をもたらすと言われている。 

これに対し、素材産業である鉄鋼・非鉄業界においては、部素材を提供する

立場であることから、この流れについての影響の評価はさまざまである。代表

的な意見としては、鉄鋼業界が 90年代から行ってきた QC７つ道具（注）に類

する議論に過ぎず、既に日本において導入済みであって、影響はほとんどない

というものである。このような意見が出てくる背景には、鉄鋼業界においては、

高炉一貫プロセスを中心に、既に工場内サプライチェーンの最適化を実現し、

多品種生産を同一ラインで実施できるよう、品種に併せて設備・ラインを変更

することが可能になっているからである。 

（注）QC７つ道具とは、品質管理（Quality Control）において、主に統計データ

のような数値によって分析するために利用される 7 つのツールのこと。(1)パレート

図、(2)特性要因図、(3)層別、(4)チェックシート、(5)ヒストグラム、(6)グラフ、

(7)散布図である。 

他方で、高炉から製鋼、圧延、表面処理に至る長い製造ラインの中において、

特に圧延をはじめとする下工程においては、RFID による個別管理のような取

組によりデータ活用がある程度進んでいるものの、上工程（高炉や製鋼）にお

いての活用はまだまだ進んでないという指摘もある。そして、シーメンスやボ

ッシュが行っているような「マス・カスタマイゼーション」の領域に、我が国

鉄鋼・非鉄業界におけるデータ活用は達していないとの指摘もある。将来、イ

ンダストリー4.0を筆頭としたデータ活用が世界規模で進んだ場合には、素材
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製造の工場設備、特に制御システムやコミュニケーションプロトコル、統合業

務システム（ERP）も準拠を求められる可能性がある。特に SAP 社の ERP パッ

ケージ導入をせざるを得ない状況に追い込まれるのではないかという意見等。

（図３） 

【図２生産/開発における十字の連携体制】 

 

（出典）各種ヒアリングより経済産業省作成 

【図３ IBMの地域ごとの ERP導入実績】 

 
（出典）日本 IBM HP「欧州における鉄鋼生産管理への汎用パッケージ適用動向」 
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（３）鉄鋼業におけるシステム導入やデータ活用の歴史と背景 

鉄鋼業においては、特に高炉一貫プロセスにおいて 1970 年代には自動操業

を目指し、社内のシステム会社を利用して、莫大なＩＴ投資を行い、オンライ

ンシステムの開発が進んだ。他業界に比べて早くからデータ活用が進んできた

と考えられている。また、高炉プロセスにおいては、高炉から転炉、圧延、表

面処理と、製造工程が長く、それぞれの工程において、パッチワーク的に設備

の導入・更新が行われてきたこともあり、設備ごと、さらには、工場ごとに制

御するシステムが異なっている。そのような状況下で、多大な労力と時間とコ

ストをかけて、異なるメーカー製のものであってもこれを繋げ、あたかも同一

メーカー製のようにリードタイム短縮や多品種を同一生産ラインで生産する

といった、顧客サービスと設備の有効活用が両立可能な一貫システム化を推進

してきた。しかし 1990 年代に入ると、コスト削減、人員削減の流れにより、

標準技術が確立しないまま、合理化要求に則ったハードウェア、オペレーティ

ングシステム、言語、データベース等様々な製品が乱立したため、複数の設備

のインターフェースが複雑に存在する状況となった。 

その際、データの外部流出・不用意な外部リンクを回避するべく、内製主義

に徹しつつ、設備毎に最適化を行ってきた結果、それぞれの現場で、更なるパ

ッチワーク的な部分最適が行われた。 

その後、設備導入時のホストコンピューターが更新されず老朽化し、エンジ

ニアの世代交代も進み、当時の事情を知る人材、設備同士を繋げている当時の

システムの仕組み、全体像が分かる人材も減ってしまったために、システムが

複雑なまま手付かずの状態になっているとの指摘もある。 

自前のシステム会社を有する大手高炉会社にあっては、システムメーカー側

においても、各社のニーズに応じて一体一できめ細かく対応してきたこともあ

り、いわゆる個社最適のガラパゴス、よく言えば細かい作り込みに陥ったまま、

長年において企業や業界を超えた全体最適を追求してこなかったという面が

ある。これは、鉄鋼会社に限らず、金融機関、社会インフラ、サービス産業等、

日本の IT全体に関わる特徴と言われている（図４）。 

これに対し、欧米においては、個社最適には膨大な手間と時間、さらにはコ

ストがかかることを嫌って、時代の変化や技術の進歩に応じて、比較的簡単か

つ容易にシステムの更新ができるよう、パッケージ型でのシステム導入、更新、

設計を指向してきた。このことが、結果として異なる組織や企業、さらには異

業種とのネットワーク化を行うプラットフォームとなり、グローバルなサプラ

イチェーンを指向する昨今のトレンドに合致し、工場や製造工程を企業の枠を

越えてつなぐ取組につながったと考えられる（図５）。 
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【図４ 日本型パッチワークと欧州型パッケージの比較】 

 
（出典）各社ヒアリングより経済産業省作成 

 

【図５ 日系大手と欧米大手のシステム調達の違い】 

 

（出典）各社ヒアリングより経済産業省作成 

 

（４）金属素材産業における課題 

①IT 投資が少なく、見えにくい 

システム導入やデータ活用の歴史的な背景、現在の取組や世界的な IT 潮

流、そしてこれに対する過去の会社レベルでの対応から見えてくるのは、鉄

鋼業をはじめとして、金属素材産業におけるデータ活用は、まだまだ発展途

上ということである。すなわち、リアルタイム操業データ、組成データ等、

既に取得しているデータは膨大であるが、活用できていないデータもまだま

だ存在する。 

今後どのような規模で、どの精度のセンサーを付属して、どのようなデー

タを収集し、データ活用を行っていくかの費用対効果が不明瞭であるため、
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投資効果が見えにくく、企業内での売上高に占める IT 投資比率は 1％程度

と低いこともあいまって、データ活用が進みにくい状況のままにあると考え

られる。また、設備に付随するデータ活用は設備投資予算に含まれるために、

実質的な IT投資比率は１％以上になると言われているものの、IT投資予算、

設備投資予算が別会計であり、担当も異なるため、会社が大きい程、あるい

はまた、各地の製造所数が多い程、全社一体的なデータ活用の取組が困難に

なっているとの指摘がある（図６）。 

 

【図６ 日本の IT投資比率】 

 
（出典）企業活力研究所 HP、企業 IT動向調査報告書 HPより経済産業省作成 

 

②組織の未対応 

本社や現場のシステム部門と現場の設備部門が組織分断され、人事交流も

なく、設備部門にあっては本社よりも製鉄所毎の意向が強く反映される傾向

があるとの指摘もある。このため、データの社内での有効活用の阻害要因と

なるとともに、会社全体の最適化を図ろうとしても、組織縦割りの中で、予

算措置をはじめとして、相互調整、連携が取りづらい構造になっている（図

７）。 

加えて最近は、システムのコモディティ化、クラウド接続の拡大により、

サイバー攻撃を受けやすい環境にあり、操業に直結する被害がでている事例

からみて、セキュリティ対策の必要性が高まっているとの指摘がある（図８）。 
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【図７ 操業系システムと設備系システムの連携不足】 

 
（出典）各社ヒアリングより経済産業省作成 

 

【図８ セキュリティ対策の必要性】 

 
（出典）ドイツ政府公表資料、報道情報より経済産業省作成 

 

③標準化・規格化の波への未対応 

トヨタをはじめとするユーザーにおいて、外部の設備メーカーに繋がって

おらず、データ流出の懸念がなかったとしても、例えば、トヨタが導入を進

めている部品共通化の流れ（「TNGA（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキ

テクチャー）」）により、サプライヤーの統合が行われ、それが素材メーカー

の淘汰に波及する恐れがある。また、日本の素材メーカーが日系企業以外の

ユーザーへ素材を輸出する場合において、インダストリー4.0準拠のサプラ

イチェーン・マネジメントが求められることも十分想定され、グローバルな

サプライチェーンの変化からもたらされる影響も考慮しておかねばならな

い。 
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また、先に述べたとおり、サプライチェーンだけでなく、素材製造の工場

設備、特に制御システムやコミュニケーションプロトコル、ERPについても、

準拠を求められる可能性がある。 

 

④積極的な情報開示による製品開発の加速化 

特殊鋼をはじめとする多品種少量素材産業における留意点として、例えば、

サプライヤーが寡占の航空機産業を筆頭とする業界では、要求品質ニーズが

極めて厳しいことから様々な要求に対応することが求められる可能性があ

る。例えば、高品質、小ロットの製品に関して、組成の再現性の要求や、操

業データ等ビッグデータの分析を通じた部品の寿命予測要求、トラブル発生

時のビッグデータ解析による早急な原因究明等の要求が、今後発生してくる

ことが懸念される。このような動向に備えて、必要なデータの取得とその体

制、蓄積と分析が現状十分であるかどうかについては、今後、各社において

経営判断が求められることは確実である。 

具体的な例としては、台湾の特殊鋼メーカーGloria Material Technology

では、サプライヤー管理システムや顧客向け管理システムを開発・公開して、

ある程度の金属組成情報、ミルシートにはないプロセス情報を顧客に開示す

ることで、GEやボーイング等の世界大手の案件の受注に成功している。 

あくまでも多品種小ロットの限定的なケースではあるものの、もし他の鉄

鋼メーカーがこうした情報を同様に開示し始めた場合には、ユーザーからは

スペック保証だけでなくビッグデータ解析によるプロセス保証等も求めら

れることとなり、それに追随する行動を取らざるを得なくなる可能性が高い。

また、このような情報開示・提供が当たり前になってくるとすれば、同時に、

後発企業がその情報を活用することが出来る環境となるため、彼らの製品開

発キャッチアップ速度が速くなるという懸念もあることに留意すべきであ

る（図９）。 

 

【図９ 台湾の特殊鋼メーカーGloria Material Technologyの情報開示】 

 
（出典） GMTC HP、報道より経済産業省作成 
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⑤人材不足 

製造プロセスのデジタル化、これを通じた高品質の作り込みにあっては、

システム上で理解するだけでなく、具体的な製造プロセスのイメージをもっ

て考え、行動、判断することが求められる。しかしながら、システムが分か

る人材は大企業を中心に社内である程度は確保しているものの、製造現場の

経験もある専門人材となると更に少なくなる。金属素材産業にあっては特に、

『金属』を学科名に入れている大学が絶滅に近い状況であり、また、金属を

専攻としている大学・大学院が減少しており、そもそも専門家を社内で育成

しなければならない状況にある。また、データ分析の基礎となる、統計解析

の知識も十分教えられているとは言いがたい、との指摘もある（図 10）。 

 

【図 10 人材の現状と課題】 

 

（出典）資源・素材学会資料、産業競争力懇話会（2010）「産業基盤を支える人材の育成と技術者教育」よ 

り経済産業省作成 

 

 

２．具体的戦略（今後のデータ活用とインダストリー4.0への対応） 

 

（１）IT投資の見える化・全社一体化 

 IT 投資と設備投資が別会計・別組織となっているために、設備回りのデー

タ活用に関しては、現場の設備担当者が新たな設備導入時・メンテナンス時に

決定することになっており、製造現場と本社が一体となって、データ活用を目

的とした戦略的投資を判断できる環境が必要である。そのために、製造現場と

本社が IT 関連投資を一体的に把握し、経営判断につなげるため、社内の情報

共有・見える化に取り組むことが求められる。 
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（２）組織対応 

デジタルデータを製造現場に活用していく時代に突入しているなか、サプラ

イチェーン（バリューチェーンを含む）管理と現場操業管理が、相互にリンク

し、リアルタイムで調整、連携していくことが求められる。その際、それぞれ

の階層に適応したシステムを、個別最適ではなく全体最適で設計することが求

められる。同時に、意思決定する組織が対応している必要があり、方向性の判

断が縦割りとなって、全体最適の障害となることのないよう、他業種における

デジタル時代対応型の新たな組織のあり方を参考に、それぞれの実情に応じて

追求すべきである（図 11）。 

 

【図 11 組織改革の事例】 

 
（出典） NEC HPより経済産業省作成 

 

（３）標準化・規格化の波への対応 

今後、デジタルデータやその周辺設備の各種の標準化・規格化がシステムレ

ベルで進行するなか、標準に対応するために、各社が新しい設備の購入を余儀

なくされて、膨大な追加費用や手戻りが発生する恐れがある。そのために、世

界的なシステムレベルでの標準化・規格化の動向、それに対する国内での対応

状況を十分注視しておく必要がある。また、我が国業界自ら、国際的な標準化・

規格化を主導する等の対応が考えられる。その際は、顧客である自動車、産業

機器等を巻き込んだ取組が必要である。 

 

（４）多品種少量生産分野における対応 

特殊鋼等高機能鋼材製造企業において特に問題意識が高いが、鉄鋼・非鉄産

業においては、情報流出の恐れがあるオープン化に否定的な傾向にある。しか

し、先に述べたとおり、既に、情報公開を付加価値の一部にする企業が登場し

ているため、サプライヤーや顧客への情報開示の流れは否応なしに進展してい
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く可能性が高い。このため、インダストリー4.0等の流れも踏まえつつ、製造

現場における競争データと協調（非競争）データの見極め、それらのオープン・

クローズ戦略が必須になることから、これらの線引きの設定・見直しについて

の議論が求められる。 

 

（５）人材不足への対応 

今後、データ活用がますます製造現場に活用される時代になるなか、データ

サイエンティストと呼ばれる人材にあっては、本来備えるべき知見である情報

通信分野・統計学分野に加えて、化学工学・材料工学等の製造現場に必要な知

識も求められることとなる。このようなマルチタレントな専門人材を育成する

仕組みを検討すべきであり、さらには、長期的な視点かつ本人のキャリアパス

にも配慮する必要があることから、産官学での人材育成への対応議論が求めら

れる。 

 

（６）当面取り組むべき協調分野 

経営や生産に関するデータは各社の競争領域であることから、データ利活用

を各社共通の課題と捉え、協調領域としてくくりだし、共同で解決していくこ

とは簡単ではない。 

他方で、労災防止、予防保全へのデータ活用は、各社の競争領域にはなりに

くく、むしろ、昨今の産業事故増加傾向も踏まえれば、早急に共同で取り組む

べき協調分野と考えられる。 

鉄鋼業においては昨今、現場担当者（特に一人作業）の不安全行動防止、初

心者だけでなくベテランへの教育徹底、設備面での対応等が課題となっている。

そこで、例えば、現場での人の動きを管理、監督、予知して、労災防止に繋が

る取組み、あるいはまた、現場でのヒヤリハットといった操業日誌における気

付きを、テキストデータとしてテキストマイニング手法による予防保全への取

組みが期待される。こうした取組みについても、一部先進企業で閉じることな

く、金属素材業界全体として活用していくことが重要であり、そのための官民

共同での検討を開始する。 
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補論４：資源の有効活用 

 

１．考え方 

 

（１）資源の制約状況 

資源小国である我が国において、金属素材産業は原料調達を海外に依存せざ

るを得ず、マーケット動向、資源国の政策、さらには、輸送コスト（資源国と

の距離や燃料価格）に左右される等という大きな制約を抱えている。具体的に

は、主要原料ごとに以下のような課題が存在する 3。 

 

①鉄鉱石 

我が国の鉄鉱石の自給率は極僅少でほぼ全量を輸入に依存しており、輸入

先は豪州、ブラジルの２カ国の輸入量が総量の約９割を占めており特定国に

集中している（図１）。また、世界的なサプライヤーも豪州、ブラジルの３

社で総海上貿易量の約７割を占めており、寡占化している（図２）。 

 

【図１ 鉄鉱石輸入先の構成】 【図２ 鉄鉱石の海上貿易量シェア(2014 年/速報)】 

 
 

（出典）財務省貿易統計より経済産業省作成    出典）大和証券キャピタル･マーケッツ 

（注）鉄鉱石： HS2601、鉱石ベースの輸入量 

 

豪州、ブラジルの鉱山においては、採掘が進み、鉄分以外の不純物（アル

ミナ、リン等）の含有量が多くなっている傾向にあり、また、山元における

選鉱（脈石成分である不純物の除去）による微粉化が進んでいる。高品位鉱

                                                   
3  鉱物資源、石炭に係る鉱山開発、探鉱、権益確保等の資源調達に関する事項については、2014年８月

に「総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 鉱業小委員会 中間報告書」において、課題と方向性

が一定程度示されているところ、本報告書においては対象としない。 
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ブラジル
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南アフリカ
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1.4億トン
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24%
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21%
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Biliton  

19%

その他

35%

主要３社
シェア 65%
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石が採掘できる鉱山は残存しているものの、近年では鉄鉱石価格の下落を背

景に採掘の採算が採れない鉱山も生じており、高品位鉱石の確保が難しくな

っているという例もある（国内鉄鋼企業ヒアリング等より）。 

世界の鉄鋼需要増加を支えるため、今後、低品位鉄鉱石の開発・生産が進

展することが見込まれることからも、鉄鋼製品の品質を維持しながら、低品

位鉄鉱石の利用拡大を進めることが重要である。 

 

②石炭 

我が国の石炭の自給率は極僅少でほぼ全量を輸入に依存しており、輸入先

は豪州、インドネシア、カナダの３カ国の輸入量が総量の約９割を占めてお

り、特定国に集中している（図３）。また、世界的なサプライヤーも豪州の

４社で総海上貿易量の約４割を占めており、寡占化している（図４）。 

 

【図３ 原料炭輸入先の構成】【図４ 原料炭の海上貿易量シェア（2014年/予想）】 

 

（出典）財務省貿易統計より経済産業省作成  （出典）大和証券キャピタル･マーケッツ 

（注） 原料炭： HS2701.12-010、2701.12-091、2701.12-092 

 

高品位炭（瀝青炭）は、中国の原料需要増加等により採掘が進み、埋蔵量

が減少傾向にある（図５）。 

また、鉄鉱石と同様に、世界の鉄鋼需要増加を支えるため、今後、低品位

炭（亜瀝青炭、褐炭）の開発・生産が進展することが見込まれることからも、

鉄鋼製品の品質を維持しながら、低品位炭の利用拡大を進めることが重要で

ある。 
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【図５ 世界の石炭埋蔵量（種類別）】 

 
（出典）World Energy Council “World Energy Resources 2013 Survey“より経済産業省作成 

（注） 確認可採埋蔵量ベース 

 

③非鉄金属原料 

非鉄金属業においても、急激な需要増による価格高騰や資源国における禁

輸措置等を背景に、低品位鉱石の利用が課題となっており、高採収率非鉄製

錬技術やリサイクル資源の有効活用が必要である。特に、チタン分野におい

ては、チタン鉱石需要の９割を占める酸化チタン用途の急激な需要増を背景

に、2012 年には鉱石価格が４倍程度まで高騰し、高品位な鉱石の入手が困

難となる事態に陥ったことは記憶に新しい。 

 

④非鉄スクラップ 

近年、銅、アルミ、鉛等の貴重な非鉄金属スクラップ資源の海外輸出が増 

加しており、その傾向は一段と強まっている。例えば、鉛は、2007年以降、

廃鉛バッテリーの形での韓国への輸出が増加しており、2014年の１年間（暦

年）で 97,690 トンの廃鉛バッテリーが輸出された。これは国内発生量の４

割に達するという声もあり、結果として、国内の鉛一次・二次製錬業者の鉛

原料の深刻な不足が生じている。しかし、輸出自体は、海外の購入価格の方

が国内の価格よりも高いという単純な経済合理性に基づいているため、非鉄

スクラップの流出を防ぐのは難しい現状にある。また、廃棄物該当性の判断

基準において有価性が重要視されていることや、市場のヘッジ機能が脆弱な

ことから、価格変動に振り回されやすい。このことも、購入価格の高い海外

への輸出をより促進している面がある。 

 

⑤鉄スクラップ 

我が国は近年、年間約１億トンの粗鋼を生産してきており、国内の鉄鋼蓄

積が進んでおり（2010 年実績で約 13 億トン。図６）、国内においては、年

間約 4,500万トンの鉄スクラップが発生している。鉄スクラップは、国内鉄

瀝青炭・

無煙炭

45%

亜瀝青炭

32%

褐炭

23%

世界の

石炭埋蔵量

（2011年末）

8,915億トン



73 
 

鋼企業の製鉄所内で発生する自家発生スクラップが３分の１、製鉄所以外の

市中で発生する鉄スクラップが３分の２程度となっている 4（図７）。 

一方、鉄スクラップの国内消費量は、発生量を下回っており、その差分 

は、主に韓国、中国の海外に輸出されている（図８）。鉄スクラップ中のト

ランプエレメント（スクラップ中に含まれる銅、錫、鉛等の除去することが

難しい金属元素、いわゆる循環性不純物元素をいう。）の存在、一部の特殊

鋼材の輸出品から発生する鉄スクラップの国内への還流不足等の国内利用

の制約に加えて、今後の鉄スクラップの世界的増加が見込まれること等から

も、我が国において、今後、更なる鉄スクラップの利用拡大を進めることが

重要である。 

 

【図６ 我が国の累積鉄鋼蓄積量推計】【図７ 我が国の鉄スクラップの供給元】 

 

 
（出典）図６、７ともに、一般社団法人日本鉄源協会「鉄源年報」より経済産業省作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 市中スクラップは、中間加工や組立業界で発生する「加工スクラップ」（発生量の割合で約２割）と、製

品として最終需要家に渡り、使用後に廃品として回収し再利用される「老廃スクラップ」（発生量の割合で

約８割）に大別される。 
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【図８鉄スクラップの需要先】

 

（出典）一般社団法人日本鉄源協会「鉄源年報」より経済産業省作成 

 

（２）現行の取組と今後の方向性 

こうした中、既に官民で様々な取組が進められているが、今後更に発展させ

ていく必要がある。 

 

① 鉱石 

低品位鉄鉱石の利用促進の取組として、鉱石に含まれる不純物の除去技術

に始まり、原料とバインダ－を混合することによるペレット製造技術（造粒

技術）が行われている。これらにより、品位、投入量の制約はあるものの、

一定程度の低品位鉱石の利用は可能となっている（図９）。今後は更なる低

品位鉄鉱石の利用のための技術開発が期待される。 
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【図９ 低品位鉄鉱石の利活用に関する国内高炉企業の取組状況の例】 

 
（出典）新日本製鐵（株）「NIPPON STEEL MONTHLY 2008.6」、JFEスチールハンドブック 2013、KOBE STEEL 

ENGINEERING REPORT Vol.64-1等より経済産業省作成 

 

② 石炭 

低品位炭の利用促進の取組として、例えば、低品位の微粉炭を乾燥処理、

塊成化等し、コークス製造用石炭について低品位炭（瀝青炭の中でも石炭含

有率が低く、揮発性が高いもの）を２、３割程度使用可能とする技術、低品

位炭を急速加熱することにより粘結性を増加させ塊成化することにより、コ

ークス製造用石炭について低品位炭を５割程度使用可能とする技術（石炭高

度転換コークス製造技術開発（SCOPE21））がある（図 10）。 

今後は、更なる低品位炭の使用割合拡大のための技術開発や、これまでコ

ークス製造用原料として利用されてこなかった低品位炭の中でも特に品位

が低いが、より安価で埋蔵量が多い石炭（亜瀝青炭、褐炭）の利用技術の開

発が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
※以下は全て実用化済みのもの。

説明

石灰石の添加量調整
（高炉各社）

アルミナやシリカ等の不純物を融点を下げスラグ化する最適値の導出。

焼結鉱の選択造粒法
（新日鐵住金）

中心に比較的大きな粒（3mm以上）を、周囲にある程度の粒度（2mm程度）
と微粒（0.15mm）をバランスさせながら焼結前に造粒することで強度と通
気性を両立する焼結鉱を形成。

Super-SINTER
（JFEスチール）

焼結機上より水素系ガスを適切な条件下で吹き込むことにより、この燃焼
熱を利用して過度の温度上昇を抑制しながら適正温度範囲を広げる、焼結
層内の温度分布制御を可能としたもの。焼結鉱の冷間強度と被還元性を大
幅に向上。

KOBELCO pelletizing 
system

（神戸製鋼所）

細かく粉砕した原料とバインダ－を混合した後，直径12mm程度のボール
（green ball）に造粒し，これを焼成（乾燥・予熱・焼成・冷却）して製
品化。製品ペレットは球形で強度が高いため輸送中の粉の発生が少ない。
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【図 10 低品位原料炭の利活用に関する国内高炉企業の取組状況の例】 

 

（出典）新日本製鐵（株）「NIPPON STEEL MONTHLY 2008.6」等より経済産業省作成 

 

③ 非鉄金属原料 

2012 年の「レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化技術開発事

業」において、チタン鉱石のアップグレード技術を支援し、低品位鉱石の利

用に関して一定の技術的成果を得たところである（図 11）。チタン鉱石に関

して高騰時よりは価格が下がったものの、依然として 2012 年以前の水準に

対して高止まりしている状況である。今後も中国を中心としたアジア地域に

おいて需要増が予想され、将来再び、高品位鉱石の価格高騰や供給障害は生

じる可能性はあり、更なる各種対策が望まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 説明

微粉塊成炭配合法
（新日鐵住金）
※実用化済み

石炭の水分を約2％まで乾燥させ粒径が0.3mm以下の微粉炭と0.3mm以上の粗粒炭
に分離した後、微粉炭に圧力をかけ塊成化して粗粒炭と混合させた上でコーク
ス炉に装入する方法。粘結性の低い石炭であっても嵩密度を高めることでコー
クスの強度向上を実現する技術。

SCOPE21
（官民連携）
※実用化済み

微粉炭を急速加熱して塊成物すると共に水分を蒸発させる再に330～380℃まで
加熱し石炭の部分溶融を促進してからコークス炉に装入することで、コークス
の品質向上及び生成時間の短縮、生産性向上を実現する技術。経済産業省の支
援の下、高炉各社やコークスメーカーの協力で官民連携での技術開発が行われ
た事例。

ハイパーコール利用
コークス製造技術
（神戸製鋼所）
※研究開発中

石炭との親和性の高い溶剤で石炭を抽出し、不要な灰分を沈降除去して作った
超低灰分炭、いわゆるハイパーコールをコークス製造時の石炭の粘結材（コー
クス強度向上）として使用することで、低品位炭配合率を高めることが可能と
なる技術。
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【図 11 レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化技術開発事業】 

 

(出典)経済産業省「レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化技術開発事後評価報告書」より経済

産業省作成 

 

なお、海外競合者の動きにも注視していくことが大切である。例えば、海外鉄

鋼メーカーにおいては、主に我が国が採用している高炉法とは異なる製鉄プロ

セスによる低品位原料（鉄鉱石、石炭）の利用技術が開発されている。例えば、

韓国鉄鋼企業では、鉄鉱石と石炭を事前処理工程（焼結、乾留）を経ずそのま

ま炉に投入する直接還元製鉄法による溶融還元（SR）製銑により、微粉鉄鉱石、

一般炭の使用が可能となるFINEXプロセス技術が商用化されており（図 12）、ま

た、インド鉄鋼企業では、還元製鉄法であるMIDREX5製鉄プロセスの還元ガスと

して、低品位炭（高灰分）による石炭ガスを利用する技術が商用化されている

（図 13）。その他、豪州において、一般炭（褐炭）を改質して高炉微粉炭吹込

（Pulverized Coal Injection）炭に使用する技術開発等も行われている。 

 

 

                                                   
5 ペレット状の鉄鉱石を、天然ガスを使用し還元する技術。具体的には、天然ガスを一酸化炭素と水素等

を含む還元ガスに改質し、鉄鉱石が入ったシャフト炉に吹き込み還元する。 
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【図 12 高炉製鉄方と FINEX製鉄プロセス】 

 

（出典）POSCO「The FINEX Innovative Ironmaking Precess  Apri 16. 2008」等より経済産業省作成 

 

【図 13 石炭ガス化プラントの MIDREXプロセスへの適用】 

 
（出典）（株）神戸製鋼所「Ｒ&Ｄ 神戸製鋼技報/Vol.64 No1 (Apr.2014)」等より経済産業省作成 

 

④非鉄スクラップ 

非鉄スクラップの流出には、我が国のリサイクル産業（静脈産業）が、制

度の問題等も背景に、リサイクルプロセスの透明性（情報の対称性等）、QCD 

(Quality, Cost, Delivery)に課題を抱えていることが背景にある。例えば、

広域のスクラップ回収網が整備されていないため、リサイクル事業の採算を

取るのに十分量のスクラップが回収できない等の問題が生じている。結果と

して、静脈産業と製造業（動脈産業）との間に大きな生産性格差が生じ、静

脈産業と動脈産業が分離した状態となっている。この動静脈分離の状態が、

非鉄スクラップの海外流出や、資源価格の変動に翻弄される事態を引き起こ

している。 

また、中国の輸出制限を契機とし、レアメタル・レアアースを含んだ製品・

部品については、そのリサイクルの技術開発が継続的に進められているもの

（高炉法）
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の、回収量確保等の問題は依然として残っている。 

更に近年、国際ルール作りに長けた欧州における、資源循環に関する政策

体系（RE : Resource Efficiency）や種々の認証制度の構築が進められてい

る。静脈産業が多数の課題を持つ我が国は、この欧州の動きに食い込めてお

らず、将来的には欧州市場や世界市場での対応に苦慮する可能性がある。 

日本は、原料となる鉱物資源の大宗を海外からの輸入に頼っており、供給

の不確実性を常に抱えている。更に、近年は新興国による金属資源の需要増、

資源ナショナリズムの先鋭化によって、その供給の不確実性は一層高まって

いる。世界的な金融緩和もあいまって国際的に貨幣の流れは一段と流動的に

なっており、価格のボラティリティにも向き合わざるを得ない。日本の静脈

産業が抱える問題を解決し、動静脈産業の分離を解消し、さらには、国際基

準の構築の場で存在感を示すことができるようなれば、日本の資源供給の安

定性が増加すると期待される。 

 

④ スクラップ 

鉄スクラップのリサイクル促進のための取組として、国内電気炉企業にお

いて、電気炉で鉄スクラップを溶解する際に発生する煙灰（えんばい）、い

わゆる電気炉ダストから亜鉛と鉄分を回収し、それぞれ亜鉛精練業者又は製

鉄所内で有効活用する技術等が実用化されている。 

他方、その他の銅、鉛等のスクラップ中に多く含まれるトランプエレメン

トの除去技術に関して、これまで基礎研究が行われてきているものの、回収

コストによる経済合理性等の制約から、現状、実用化に至っておらず、更な

る取組の必要がある。 

 

２．具体的戦略 

 

（１）鉄鉱石 

①実用化技術の普及、改善 

先述のような実用化されている不純物の除去技術、ペレット製造技術（造

粒技術）の現在、開発済みの技術の普及（採用されていない国内製鉄所への

導入）や経済性、効果改善の取組が期待される。 

また、公開可能な基盤技術、操業方法については、国内鉄鋼企業間の共有

及び展開、低品位鉱石を高品位原料にアップグレードするための選鉱、造粒

（ペレット化）技術の海外の採掘鉱山への技術提供等が期待される。 

国も導入費用支援等について、さら支援のあり方を検討するとともに、特

に海外への技術の普及等については、知的財産戦略等について、各社から情

報を聴取し、我が国全体の国際競争力強化の観点等から必要に応じて助言等

を行っていく。 
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②更なる低品位炭の利用のための技術開発 

製鉄プロセスにおいて、低品位鉄鉱石の投入比率が増加するとともに製品

の品質を維持するための技術的制約も高まるところ、例えば焼結鉱の冷間強

度の低下の原因となるアルミナ（Al2O3）成分、焼結粉化の原因となる結晶水、

シリカ(Si02)成分等の悪影響を補完し、造粒性、還元性を向上させる技術、

及び運搬過程の品質低下を緩和するハンドリング技術が期待される。 

また、低品位鉄鉱石に含まれる不純物の増加により製鉄プロセスで発生す

るスラグも増加することが考えられるところ、スラグの製鉄所における再利

用、製鉄所外への資源回収方法、（セメント製造業等のスラグを原料の一部

として使用する分野との連携等）の改善が期待される。 

国も、例えば、低品位原料の更なる利用に向けた検討会の開催を行う等の

支援を強化するとともに、過去、国家プロジェクトとして小規模実証研究を

行ってきた資源対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開発 6の実用化

に向けた研究開発への支援について検討する。 

 

（２）石炭 

①実用化技術の普及、改善 

上述のようなこれまで実用化されている微粉塊成炭配合法、SCOPE21等の

技術の更なる普及（採用されていない国内製鉄所への導入）、経済合理性の

改善、効率改善等の取り組みが期待される。 

また、競争力に直接影響せず公開可能な基盤技術、操業方法については、

国内鉄鋼企業間の共有及び展開が期待される。低品位炭を使用している発電

分野等の他分野企業からの知見、技術習得も期待される。 

国も、鉄鉱石と同様に、導入費用支援等について更なる支援のあり方を検

討するとともに、特に海外への技術の普及等については、知的財産戦略等に

ついて、各社から情報を聴取し、我が国全体の国際競争力強化の観点等から

必要に応じて助言等を行っていく。 

 

②更なる低品位炭の利用のための技術開発 

製鉄プロセスにおいて、低品位炭の投入比率が増加するとともに製品の品

質を維持するための技術的制約も高まるところ、例えば、(a)コークス強度

（高炉内での還元ガスの通気性を確保する上で重要）確保のための造粒技術、

(b)高揮発性による乾留工程における亀裂抑制技術、(c)亜瀝青炭及び褐炭の

低還元性（低炭素含有率、高水分含有率）、(d)運搬過程の品質低下を補完す

る技術の開発等が期待される。 

また、低品位炭に含まれる不純物の増加により製鉄プロセスで発生するス

                                                   
6 低品位鉄鉱石を鉄鋼原料の一部（従来の高炉に投入する鉄鉱石の約１割）として使用するとともに、製

鉄プロセスの約１０％のエネルギー効率化を目指すプロジェクト。 
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ラグも増加することが考えられるところ、スラグの製鉄所における再利用、

製鉄所外への資源回収方法、（スラグを原料の一部等として利活用する分野

との連携等）の改善が期待される。 

国も、鉄鉱石と同様に、例えば、低品位原料の更なる利用に向けた検討会

の開催を行う等の支援を強化するとともに、過去、国家プロジェクトとして

小規模実証研究を行ってきた資源対応力強化のための革新的製銑プロセス

技術開発の実用化に向けた研究開発への支援について検討する。 

 

（３）非鉄金属原料 

 前述した通り、非鉄スクラップの流出には、我が国リサイクル産業（静脈   

産業）が、制度の問題等も背景に、リサイクルプロセスの透明性、QCD (Quality, 

Cost, Delivery)に課題を抱え、結果として静脈産業と静脈産業が分離してい

ることが背景にある。 

動脈産業は、主として低価格で高品質の製品を安定的に消費者に供給するこ

とで競争力を確保している。静脈産業が非鉄スクラップをリサイクルし、動脈

産業に再生材として供給する場合には、再生材が製品に欠陥を生じさせないと

いう品質（Quality）保証が必要である。しかし、現時点はリサイクルプロセ

スが不透明で、スクラップがどこから生じ、どのような処理をされたかが不明

な場合が多く、再生材の品質保証が難しい。そもそも、再生材の品質規格自体、

十分に整備されているとはいえない状況である。更に、再生材の品質を向上さ

せようとした場合にはコスト（Cost）が高くなる。高いコストで採算を取ろう

とすると、十分なスクラップ回収量（Delivery）が必要となるが、現在は小規

模な回収網しか存在していない。 

かかる状況を打破するためには、リサイクルの規格・認証スキームのあり方

と回収網の再構築を検討しつつ、リサイクルの技術開発を同時に進めていく必

要がある。具体的には、動静脈連携の回収・再生事例を構築し、その過程で、

各主体間で取引するためのプロセス要件を固めていくことが考えられる。また、

この一連の過程で抽出される課題の解決のため、技術開発を同時に行っていく

ことも重要となる。技術開発の一例としては、多種・微量に含まれる元素を高

効率に抽出する技術の開発、前処理から後処理までの最適連携プロセスの構築

や各リサイクル業者の役割分担を促進する情報ネットワークの整備、易リサイ

クル性と高機能性を両立したエコデザインの促進等が想定される。更に、価格

変動への耐性を高めるために、バージン材だけでなく、スクラップ材の需給見

通しを持てるような機能を整備することも検討すべきである。 

動静脈一体型の産業構造が構築された場合には、非鉄スクラップが的確に回

収され、最終処分量が減少することが予想される。さらには、可能な限りスク

ラップをダウングレードさせずに再生することが可能となる。また、技術開発

を進めた結果、低品位スクラップも経済合理的かつ地球環境、労務環境に配慮

した形で再生が可能となる。そのような産業構造の下では、資源確保の際の価
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格のボラティリティに対しても強靱になり、我が国の安定的な資源確保の実現

に向けて大きく前進することが見込まれる。 

また、チタンの低品位鉱石の活用に関しては、2012 年の「レアメタル・レ

アアース等の代替材料・高純度化技術開発事業」において、チタン鉱石のアッ

プグレード技術を支援し、低品位鉱石の利用に関して一定の技術的成果を得た。

今後も中国を中心としたアジア地域において需要増が予想され、対策が望まれ

ている。また、チタンに関しては、航空機産業の国内バリューチェーン確立・

競争力強化の観点から、航空機用合金スクラップのリサイクルシステムの構築

も望まれている。 

この他、チタンの製造工程における抜本的なコストダウン技術の開発、共通

設備化によるコスト削減、日本のチタン産業に適した規模・品質を有する鉱山

権益の確保などが進めば、低価格化・用途開拓が進み、高強度・軽量・耐腐食

性を兼ね備えた高機能金属であるチタンの有効活用が実現すると考えられる。 

 

（４）鉄スクラップ 

①国内発生鉄スクラップの利用促進 

老廃スクラップに関しては、鋼中にトランプエレメントが含まれるものが多

いことから、主に自動車用鋼板等の高機能鋼材用途として制約があること等が

利用の課題となっている。ついては、例えば、鋼中に含まれるトランプエレメ

ントの除去技術、スクラップ品質に応じた、よりきめ細やかな分別・回収技術

について、経済性（効率性、コスト）を確保した上での確立、実用化が期待さ

れる。 

また、鋼中から除去後のトランプエレメントが含まれるスラグについて、 

製鉄所における再利用、製鉄所外への資源回収方法（スラグを原料の一部等と

して利活用する分野との連携等）の改善が期待される。一部の特殊鋼材の製造

工程から発生するスクラップについて国内リサイクルを促進するために、素材

製造から最終製品製造までの工程の国内一貫化が期待される。 

国は、例えば、トランプエレメント除去技術、スクラップ分別・回収技術等

に関する産官学による勉強会の開催等の支援を検討するとともに、中長期的に

は、これらの中で技術的シーズ及びニーズが見いだされ、共通基盤技術となり

得るものについて、研究開発支援を検討する。また、一部の特殊鋼材の製造工

程から発生する鉄スクラップのリサイクル促進のために、素材製造から最終製

品製造までの工程の国内一貫化に対する支援を検討する。 

 

②輸出製品から発生する鉄スクラップの回収及び利用促進 

輸出した工具鋼等の一部の特殊鋼材から発生する廃棄スクラップ及び屑

スクラップについては、資源価格が高いこと、合金元素成分が多いことから、

国内への還流を促進する。例えば、輸出先の国における政策上の制約（過大

な輸出税、輸出数量制限等）が生じた場合は、例えば、輸出国企業及び現地
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スクラップ業者との関係構築・還流契約の推進等が期待される。 

国は、例えば一部の特殊鋼材の輸出品から発生する廃棄スクラップや屑ス

クラップの還流のために、輸出先の国における政策上の制約（輸出税、輸出

数量制限等）が生じた場合には政府間交渉等により改善を促していく。 
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金属素材競争力強化検討会 開催経緯 
 

 

【第１回】 
日時：2015年５月 21日（木）13：00～15：00 

場所：本館 17階第２特別会議室 

議事：（１）金属素材産業の現状と課題への対応 

   （２）その他 

 

【第２回】 
日時：2015年６月 11日（木）13：00～15：00 

場所：本館 17階第２特別会議室 

議事：報告書案の審議・とりまとめ 

 

 


