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鉄鋼業の競争力強化と将来展望研究会
中間報告

Ⅰ．我が国における鉄鋼業の重要性

鉄鋼材料は、優れた機能（強度、靱性、耐熱性等）のバランス、材料としての

扱い易さ（加工性、接合性、リサイクル性）に加え、供給量と価格面、更には人

間社会で数千年の利用実績を持つ信頼性と安定性において、圧倒的な優位性を誇

る構造材料の代表である。その利用範囲は、橋梁・建築物等の社会整備インフラ、

日用品からハイテク製品に至る極めて幅広い分野にわたっており、産業社会発展

の基盤形成に不可欠な基礎素材である。世界全体の鉄鋼需要は、最近でも1985年

の7億1千5百万トンから2000年には8億3千万トンを超えるまでに増加しており、

年平均約１％の成長を示している。１人当たりの鉄鋼消費量を見ても、途上国は

もとより先進国においても着実に増加しており、21世紀においても、世界全体の

経済社会の高度化を支える鉄鋼材料の役割の重要性に変わりはない。

鉄鋼業は、産業発展に不可欠な基礎素材である鉄鋼材料を、利用分野毎に適し

た形で安定的に供給を行うという重要な役割を担う基盤産業である。このため、

先進工業国においては、いずれも国内に安定した一定の鉄鋼産業基盤が確立され

ている。近代の鉄鋼生産は、大量生産による効率化が追求され、高炉一貫製鉄が

主力生産システムとして確立されているが、高炉を主体とする鉄鋼生産は大規模

設備と環境対策を含めた巨額の投資を要すること、鋼材の輸送コスト等に加え、

産業社会構築を担う基礎素材の供給機能の必要性の観点もあって、各国とも、鉄

鋼生産拠点を容易に海外へ移転することなく、高い鉄鋼自給率（鉄鋼生産量／国

内見掛消費量）を維持している。

我が国においては、本格的な高炉一貫製鉄が1901年に開始されてから100年が

経過したが、その間、連続鋳造設備の導入に見られる生産技術の革新や積極的な

設備投資、省エネルギー技術の向上、鉄鋼製品開発の努力を絶え間なく進めてき

た。その結果、我が国鉄鋼業は、世界鉄鋼業の中でも、最大規模の効率的な高炉

を最も多く有する一方で、高張力鋼、耐食性鋼、低温用鋼、電磁鋼板等といった

他国では製造困難な最高品質の高級鋼を多数開発・製造し、量と質の双方におい

て、世界最強の競争力を有する鉄鋼業の地位を確立するに至った。
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我が国鉄鋼業は、これらの高品質の鉄鋼を国内に安定的に供給することによっ

て、国内ユーザー産業の発展と国際競争力の向上を支え、いわば「産業基盤を形

成する産業」として、我が国産業全体の発展の牽引役を担ってきた。他方、国際

競争力が強化された国内ユーザー産業は、逆に鉄鋼材料に対して更なる性能や高

品質を要請するようになり、これに鉄鋼業が的確に応えることによって、鉄鋼業

自身の技術力・競争力の向上も促進されるというフィードバックも見られた。そ

の意味では、我が国鉄鋼業は、他の製造業と共に産業クラスターとして発展した

際のバインダーの役割も果たしているとも言える。我が国が、今後とも「製造業

にとって住み易い」国として、製造業の産業集積を維持・高度化していくために

は、国際競争力のある鉄鋼業が、国内に安定的に発展することが不可欠である。

Ⅱ．我が国鉄鋼業の競争力の現状

１．生産面で見た国際競争力

我が国鉄鋼業の粗鋼生産量は1973年に1億1932万トンのピークを迎えたが、

その後も、直面する様々な課題を幾多の経営努力によって克服し、過去30年に

わたって１億トン前後の安定した生産数量で推移し、今日に至っている。生産

プロセス面では、優れた操業技術と生産設備により規模の効率性が最大限追求

される一方、合理化や省エネ設備投資が積極的に進められ、エネルギー原単位、

労働生産性等の効率性を示す指標では世界最高の水準に達している。更に、環

境対策技術も世界の鉄鋼業に先駆けて確立している。1973年度の水準に対して

現在ではＳＯｘで約90％、ＮＯｘで約40％以上の排出量の抑制を実現している。

二酸化炭素排出原単位も20%を超える減少を示しており、環境対策技術への積

極的な取り組みの成果を示している。

我が国の鉄鋼輸入は、1975年から1990年にかけて増加したが、その後のコス

ト削減や技術開発の努力により、近年は輸入量は増加せず、ほぼ一定水準に留

まっている。技術貿易を見ても、我が国鉄鋼業は1974年以降一貫して黒字を続

けており、現在でも大幅な輸出超過となっている。

これらの事実から評価すれば、我が国鉄鋼業は30年近くにわたり世界最高水

準の競争力を維持し続けていると言える。現在では、海外に生産拠点を展開し

た我が国企業への対応も含めて、アジア地域をはじめ世界に安定的に高品質の
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鋼材を提供しており、我が国は、いわば「世界の鉄鋼供給センター（Steel

Island) 」としての役割を担っている。

なお、輸出入の動向を見ると、特に近年では、冷延鋼板、線材、棒鋼等が減

少する一方で、熱延広幅帯鋼のシェアが急増し、1996年から2000年には約６倍

の輸出量となっている。また、鋼塊・半製品が、年毎に大きく変動を示してい

るものの、規模としては拡大傾向にある。下工程が海外現地生産化する一方で、

上工程分野の我が国の国際競争力も引き続き維持されている。

２．製品開発面で見た国際競争力

我が国鉄鋼業の製品開発技術力は世界最高のポジションにある。特に、品質

面で決定的な影響を与える製鋼プロセスに技術的優位のある我が国は、高級

鋼・特殊鋼分野の製品開発力は、他国の追随を容易に許さない状況にある。産

業社会の高度化に伴う鋼材ニーズの高度化、多様化に応えるため、高張力鋼、

電磁鋼板、表面処理鋼板等の付加価値の高い鋼材の開発で世界の鉄鋼業を牽引

している。また、特殊鋼の中には、我が国が世界市場シェアの大半を占める製

品も存在する。現在、生産数量に占める高級鋼のシェアは約３割に達している。

但し、世界の鉄鋼企業の研究開発の状況を見ると、企業単位で見れば韓国の

研究開発投資規模が我が国企業平均を上回っている。台湾の水準も高まってお

り、これら鉄鋼の新興地域と我が国との技術力や品質の差は、今後の我が国鉄

鋼業の研究開発投資や技術者数の推移によっては、比較的早く接近する可能性

があるとの見方がある。

３．コスト面で見た国際競争力

我が国は、世界最大規模の高炉を多数有しており、製鉄所単位で見れば、韓

国や中国等とコスト面でも遜色のない競争力を有する製鉄所も存在する。しか

し、全体的に評価すれば、特に汎用鋼分野において、韓国、中国、台湾に対す

る生産コストの優位性は失われつつあるとの評価が一般的になっている。

高級鋼分野においても、品質・コストとも我が国の競争力が上回っているも

のの、その優位性は徐々に縮小しつつあり、より厳しい競争環境に直面するこ

とが確実視されている。近年、業界再編等により鉄鋼ユーザー企業の価格交渉
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力が強まり、また、経済のグローバル化が加速され、我が国への鋼材輸入の蓋

然性も高まっていく中、国内鉄鋼業が今後とも引き続き国際競争力を維持する

ためには、新たな視点に立った競争戦略が必要となる。

Ⅲ．我が国鉄鋼業を取り巻く環境変化

１．鉄鋼業を巡る経営環境の不可逆的な構造変化

これまでは、経済状況の悪化により鋼材販売平均単価が低下して売上高、営

業利益が縮小すると、徹底した合理化努力を進めて操業を維持し、その後経済

が回復すると平均単価が上昇し、やがて営業利益も回復するという循環が繰り

返されてきた。しかし、ここ数年の鋼材販売平均単価と経常利益との関係は、

過去のサイクル的挙動から大きく離れており、鉄鋼業を取り巻く経営環境に、

従来とは異なる構造的な変化が進んでいる可能性を示唆している。

[需要サイドの変化］

（１）国内製造業の生産拠点の海外移転と現地調達

国内鉄鋼需要の約50％を占める製造業分野では、中国の本格的な工業化、

ＷＴＯ正式加盟等も背景として、中国の安価な労働力と巨大な市場を求めて、

中国への生産拠点の移転を加速させている。特に加工組立産業ではその動き

が顕著となっている。主要製造業の海外生産比率は、1999年度実績で平均21

％であるが、その後も海外生産比率は上昇傾向にあり、今後数年間で30％を

超える可能性も指摘されている。また、海外展開した企業は、鉄鋼材料の現

地調達化を強く志向しているため、進出先の鉄鋼業の技術力にも依るものの、

中期的には我が国からの鉄鋼輸出が高級鋼を含めて現地生産に切り替わるこ

ととなる。

我が国は、日米欧先進各国の中で、主要鉄鋼消費産業である製造業と建設

業の全産業に占める比率が最も高い、いわゆる製造業立国としての発展を続

けてきた。１人当たりの鋼材消費量を比較すると、米国の約1.5倍、英仏の2

倍以上の値を示している。
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最近、我が国製造業が生産拠点を海外に移転する動きが本格化しているが、

製造業の空洞化を回避し国内に製造業を維持していくためには、生産各要素

の内外価格差や制度・税制等を含む、内外の競争環境に関するイコールフッ

ティングが早急に確保されることが必要である。これにより、既存の製造業

においては高度化による国内生産基盤の維持、あるいは次世代の高付加価値

型の新しい製造業の出現が強く望まれる。しかし、仮に今後、国内製造業の

空洞化がある程度進行し、それにより欧米諸国と同程度の鋼材消費水準に徐

々に近づくことが回避できないとすれば、今後十年程度以内には、国内製造

業の鉄鋼消費量の少なくとも１割程度は減少する可能性は十分ある。そうし

た需要変化を考慮した供給体制の在り方を早急に検討することが必要となる。

（２）建設分野の鉄鋼需要の変化

我が国鉄鋼需要の約半分の比率を占める建設分野においては、最近の国内

経済の低迷と財政構造改革による公共事業の縮減により、建設投資規模が減

少している。例えば、日本の非住宅建設部門の着工床面積は、平成元～3年

のバブル期には1億2000万㎡に達していたが、平成13年度は約半分の6000万

㎡強、すなわち昭和40年代初期の水準にまで低下すると見込まれている。

国及び地方自治体における、現下の厳しい財政事情に鑑みれば、今後も公

共投資が減少せざるを得ない可能性もある。仮に公共投資の規模が欧州並み

の水準に近づいていくとすれば、現状の４割以上の削減となる。公共投資の

縮減は民間投資にも影響を与えることから、今後の経済情勢にも依るものの、

建設分野全体の需要は今後数年間で２割程度は減少する可能性は十分あると

見込まざるを得ない。

[供給サイドの変化］

（３）鉄鋼生産拠点のグローバル化と通商摩擦

鉄鋼業の生産地域は、日米欧露の先進工業国から中国、韓国、台湾、ブラ

ジル、インド等の本格的な工業国への発展を始めた地域へと拡大している。

鉄鋼の生産拠点の拡大自体は、世界の鉄鋼需要の拡大傾向、新興各地域の工

業化、更には海外展開するユーザー企業の現地調達の要請等を背景とすれば

必ずしも問題となるものではないが、世界の鉄鋼生産能力全体が増加するこ

とにより国際競争は一層厳しくなり、鉄鋼の貿易構造は大きく変化すること

となる。我が国にとっては、鋼材の輸入圧力が高まり、主要輸出市場での競
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争環境が形成されている。また、鉄鋼主要生産国であるロシアの国内経済構

造の変化により、国際市場へのロシア産の鉄鋼の供給量が急増している。

こうした状況下にあって、世界経済の低迷に直面したこともあり、結果と

して世界全体の鉄鋼生産設備が過剰となり、鉄鋼の国際市況の低迷、ひいて

は世界全体の鉄鋼業の収益構造が脆弱化するに至った。このため、米国をは

じめ、各国で鉄鋼を巡る保護貿易的な動きが顕著となった。米国は、鉄鋼に

関してはこれまでも様々な貿易制限的措置を講じてきたが、近年になって、

米鉄鋼業の競争力低下も背景に、ＡＤ措置やセーフガードを一層頻発化して

いる。また、最近では、タイ、インドネシア、メキシコ等途上国もＡＤ措置

等を用いた保護貿易的な動きを示しつつある。

こうした各国の挙動や我が国との通商摩擦に対しては、ＷＴＯ整合的な対

応を求めていくことは当然であるが、現下の国際情勢を踏まえれば、今後少

なくとも当面は、我が国鉄鋼業が国内需要の縮減の可能性への対応として輸

出拡大戦略を求めていくことは、現実的には容易でない。平成13年9月に開

催されたＯＥＣＤ鉄鋼ハイレベル会合においても、鉄鋼生産設備の過剰がグ

ローバル問題であるとの認識が、政府間で共有されている。

（４）鉄鋼原料供給者・ユーザー双方のグローバルな業界再編

経済活動のグローバル化を背景として、鉄鋼原料の供給サイド、鉄鋼製品

の需要サイドの双方で国際規模での業界再編が進展している。原料である鉄

鉱石供給者（鉱山会社）は現在、世界で３大グループに再編され、鉄鋼ユー

ザー産業の代表である自動車業界も、上位６大グループで世界シェアの80％

を占めるまで再編が進められており、それぞれ高利益率を達成している。

こうした動きに対抗する交渉力を確保すべく、鉄鋼業も国際提携やアライ

アンスが進展しつつあるものの、未だ国内外に企業数は多く、結果として、

一部の企業を除き、世界中の鉄鋼企業の利益率は極めて低く、厳しい経営環

境を強いられている。

（５）国内における競争環境

韓国、中国等の隣接地域の鉄鋼業の競争力向上によって国内鉄鋼業の競争

環境は年々厳しくなっているが、これに加え、近年の国内経済の低迷により

国内鉄鋼需要が伸び悩み、鋼材価格が大幅に下落した。鋼材平均単価ベース



- 7 -

では、過去10年間で１トン当たり約2万5千円の低下となった。品種別に見れ

ば、例えば現在のめっき鋼板の価格は、４年前の冷延鋼板の価格とほぼ同程

度であり、表面処理の技術的な付加価値分が最近数年間で喪失したことと同

等になる。年間約１億トンの生産として試算すれば、この期間の累積で10兆

円以上の売上高が失われた計算になる。こうした厳しい市況下においても経

営的に成立するための戦略を考える必要がある。

２．国内鉄鋼需要及び粗鋼生産量の水準変化

我が国の国内粗鋼見掛け消費量は概ね7500万～8500万トンで推移してきた。

しかし、上述の国内需要の構造的な縮小要因を踏まえれば、今後特別な事情変

化が生じない限り、数年後には、国内需要の水準は約1000万トン程度縮小し、

7000万トン台前後で推移する可能性も否定できない。

鉄鋼貿易については、アジア地域を中核とする世界全体の鉄鋼需要は今後と

も増加すると予想されることから、一時的には貿易量が増加することもあり得

るが、既に我が国は現在年間約3000万トンを輸出しており、鉄鋼貿易を巡る通

商問題が頻発しつつある状況下において、これ以上の大幅な輸出増は容易では

ない。むしろ上述の供給サイドの現地調達化等の影響により、中期的には輸出

が急増した1998年以前と同等なレベルである2500万トン程度にまで減少するこ

ともあり得る。他方、我が国の鋼材輸入は、現在、日本国内市況が国際的な低

水準にあるため500万トン強に低下しているが、中長期的には汎用鋼・高級鋼

共にある程度増加し、1000万トン水準となる可能性もある。

これらを総合すれば、今後の国内外の経済動向にも依るものの、今後10年後

程度の間には、国内の粗鋼生産量の水準は、現在の1億トンから概ね9000万ト

ン前後にシフトする可能性も十分あり、そうした状況認識を踏まえた上で、対

応を考えることが必要である。

３．競争力を支える設備投資・研究開発投資の減少

最近の鋼材価格の急落により利益が縮減し経営環境が厳しくなったことから、

高炉各社の設備投資額が91年度の1兆1466億円をピークに大きく減少し、近年

では半減以下の水準となっている。財務強化のために減価償却内に抑えられて

いることが要因の１つである。2000年度以降は、ＩＰＰや環境事業への投資を



- 8 -

拡大する傾向も見られるが、鉄鋼生産事業に対する設備投資は増加しておらず、

高炉の巻き換えに必要な投資にほぼ限られている。

また、研究開発費も91年度の3601億円をピークに、99年には1683億円と半減

している。また、研究者数も、93年の6600人をピークに2000年の4700人に大き

く減少している。90年代前半の大幅な研究開発費・研究者数の減少は、経営多

角化に伴って発生した広範な研究開発分野を絞り込んだ影響が含まれるもので

あるため、鉄鋼関係研究自体はある程度の水準が維持されているとの指摘もあ

るが、それでも現在の水準はバブル前（80年代後半）以下に低下している。

こうした傾向が中長期的に継続すれば、研究開発戦略に対するグランドデザ

インが描けず、イノベーション技術の不断の研究開発努力が減退することによ

り技術基盤が脆弱化することが懸念される。また、こうした将来への不透明感

を背景として、鉄鋼業を支える優秀な人材を安定的に確保していくことも難し

くなる可能性がある。設備投資及び研究開発投資、研究者数は、我が国鉄鋼業

の国際競争力の源泉と言える生産要素であり、研究開発の縮小傾向に歯止めを

かけ、技術開発戦略をより明確化し強化を図ることが重要な課題である。

Ⅳ．競争力強化のための戦略

１．需要に見合った強靱な生産体制の構築

今後、国内鉄鋼需要量及び輸出量いずれにおいても、従来の水準から一段引

き締まった規模となる可能性を否定できない状況下で、中・長期的に安定した

利益を十分確保し競争力を維持するためには、粗鋼生産能力を一定レベル減少

させることにより、粗鋼生産水準が現在の１億トンレベルから近い将来9000万

トン前後のレベルにシフトしたとしても経営的に十分成立し得る、需要に見合

った強靱な生産体制を構築していくことが必要である。

（１）生産拠点の集約化と鋼材品種毎の効率的な生産棲み分け

国際的なコスト競争力を長期にわたり維持するためには、鋼材品種に応じ

た競争力のある製鉄所に生産を一層集中して稼働率を高め、非効率な生産設

備は休止・削減することにより、全体として生産設備能力を引き締めつつ生

産性を向上していくことが必要である。例えば汎用鋼分野では、中国・韓
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国・台湾等との厳しいコスト競争に勝ち残るために、国内の大規模高炉一貫

製鉄所に生産を集約し、更なる徹底した効率化努力を進めることが不可欠で

ある。他方、高級鋼、特殊鋼等の分野においても、国内各製鉄所の特徴を活

かし、鋼材品種毎に最適な精鋭の製鉄所への生産集約化を早急に進め、その

成果を検証することが、次世代に向けた更なる戦略を構築する上で必要であ

る。

また、鉄鋼原料供給業者、主要鉄鋼ユーザー産業のグローバルな再編、国

内鉄鋼流通分野における総合商社の事業統合・再編の動きを踏まえれば、コ

スト競争力はもとよりビジネスの交渉力の確保の観点からも、企業数の見直

しを含めた鉄鋼業界全体としての思い切った生産体制の再構築を早急に進め

ることが強く求められる。

現在は、競争力の強い一部の製鉄所を除いて、各製鉄所で広範な品種を生

産しているが、生産拠点の集約化においては、製鉄所毎に優位性を見極め、

きめ細かく鋼材品種の棲み分けを図ることが有効である。すなわち、多品種

の汎用鋼を低コストで大量生産することでグローバル競争での生き残りを目

指す最高効率型の製鉄所と、高級鋼・特殊鋼に特化する専門高付加価値型製

鉄所とに、役割分担を明確化することが考えられる。

但し、多品種を生産している製鉄所が、例えば高級鋼等の特定の品種へ特

化する場合には、上工程の生産過剰あるいは稼働率の著しい低下を招くとい

う問題が生じ得ることから、本問題の解決には、例えば鉄源については国内

企業間のＯＥＭ供給も視野に入れ、企業の枠組みを超えた鉄鋼業界全体とし

ての「競争と協調」の体制を早期に構築することが必要である。

鋼材品種毎に、生産集約すべき競争力のある製鉄所を、いつどのように選

択するかは、各社の経営判断に委ねられるものである。しかしながら、内外

の厳しい経済環境の構造変化を踏まえれば、今後数年を待たずできるだけ早

急に、生産体制の再構築を行うよう検討を始めるべきである。そして、こう

した生産体制の再構築を通じて、今後、我が国鉄鋼業が、生産数量のみなら

ず、売上高や利益をより重視していく戦略へ大きくシフトしていくことを、

市場に明確に示すことが大切である。

（２）フレキシブルなハイブリッド鉄鋼生産体制の構築

コスト競争力追求のため、また、固定費負担のためには製鉄所の稼働率を
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出来るだけ高めることが追求されるが、それには需要変動に応じて稼働率を

変化させることの少ない、ベースロード生産が適切となる。多少の需要変動

への対応であれば、技術的には出銑比の調整等で可能ではあるが、それはコ

スト競争力を低下させることとなる。このことから、現在の我が国鉄鋼業の

生産体制は生産量の下方弾力性が低いとの評価がある。しかしながら、今後

の厳しい国際競争を踏まえれば、需要以上の生産に対するバッファーの役割

を輸出が果たすことは益々難しくなるものと予想される。

したがって、今後は、まずは国内の生産能力水準を一段引き締め、大幅な

需要変動により一時的に不足分が発生する場合には、原則として輸入で対応

するか、あるいは高炉生産と電炉または機動性に優れたコンパクトな新製鉄

プロセスとの組み合わせによる、次世代型のハイブリッドな生産体制を追求

していくことが適当である。高炉メーカにおける電炉の位置付け・役割を再

確認し、高炉メーカと電炉メーカのネットワーク、あるいはグループ運営に

よる競争力強化も考えられる。

２．アジア全体の効率的な鉄鋼生産体制の構築

我が国鉄鋼業が、まず国内需要の構造変化に対応した強靱な生産体制を構築

した上で、我が国鉄鋼業の更なる発展を追求していく観点から、中期的には鉄

鋼需要が拡大していくアジア地域における戦略的な鉄鋼生産体制を我が国が主

導的に構築していくことが必要である。海外進出した我が国製造業に対して高

品質の鉄鋼を安定的に供給するためにも、我が国鉄鋼業としても「国内企業へ

の供給＋輸出」という供給構造から、「アジア全体への安定的供給体制」とい

う視点で捉え、中国・韓国・台湾との役割分担や生産ネットワーク化を図る等、

アジア地域を一体と捉えた戦略的な鉄鋼生産体制を構築することが必要である。

中国・韓国・台湾は既に高炉生産体制を整備しているが、東南アジア他地域

は、投資規模及び事業リスクの高さから高炉の建設には至っておらず、現在は

上工程部分を日本から輸出し、川下製品を現地生産とする分業体制となってい

る。今後、中国・韓国と我が国との品質・コスト差が縮小していくことを考え

れば、早い段階から、生産棲み分けや役割分担を明確にしていくことが必要で

ある。例えば、他の加工組立産業に見られるように、鉄鋼業においても、我が

国は、鉄鋼製品や新製鋼生産システムの「プロトタイプ創出機能」を担い、技

術開発・製品開発成果を活かした高級鋼を中心とした市場分野を拡大する一方、

汎用鋼分野においては、競争力を強めつつある中国・韓国・台湾との適切な分
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業体制を構築していくことが望まれる。その実現のためには、既に開始してい

る韓国・中国・台湾各々との官民鉄鋼対話の場を活用して、アジア域内での鉄

鋼生産体制の在り方に関する相互理解の醸成を図った上で、技術連携を緊密に

維持していくことが必要である。

その際、当面は鉄源の我が国からの（ＯＥＭ）供給により効率的な生産体制

の構築を目指すものの、将来的に現地での鉄源生産が志向される場合には、鉄

鋼需要規模に応じて、高炉建設に比べて規模が小さく投資リスクが小さい鉄鋼

生産システム、例えば溶融還元生産システムを、我が国鉄鋼業が経営・資本参

加をしつつ提供することにより、アジア域内で強い連携を持った鉄鋼生産ネッ

トワークを展開することが望まれる。

３．次世代を担う技術開発と事業フロンティアの拡大

（１）中小規模の次世代鉄鋼生産システムの確立・高度化

20世紀の鉄鋼業を支えた高炉による大規模一貫製鉄は、製造コスト低減の

観点から現在最も有力な生産システムであり、既に港湾等周辺インフラを含

む膨大な設備投資を経て償却も進んだ我が国においては、今後とも当面は一

貫製鉄所を中核とした鉄鋼生産システムにより国際競争力を維持していくも

のと思われる。

しかしながら、現在高炉を有しない途上国においても、鉄鋼需要は着実に

増加することを考えれば、初期投資に１兆円近い巨額の資金を要する一貫製

鉄所建設に投資することは資金調達や投資リスクに問題があり、なによりも

世界的な生産過剰を誘発する懸念が生じる。加えて、高炉設備は、環境対策

コストも巨額な負担を要する。更に、本来製鉄所は各地に分散した方が輸送

面では効率的であり、今後のユーザー企業の世界同時調達志向の大きな潮流

も踏まえれば、途上国等におけるこれからの鉄源確保の投資は、高炉生産よ

りむしろ、各地域の立地に適し、かつ投資規模の小さい鉄鋼生産システムが

選択される可能性が高い。

他方、先進国においても、鉄スクラップの発生量が増大し電炉ミニミルの

シェアが徐々に増加しているが、電炉ミニミルの競争力強化のためにはピュ

ア鉄源の確保が大きな鍵を握っており、小規模な新製鉄システムとの組合せ

による生産体制によって小規模ながら高炉代替を可能とする技術のニーズは
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高まるものと思われる。あるいは、品種棲み分けにより高級鋼・特殊鋼に生

産を特化しようとする製鉄メーカにとっても有用な生産方法となり得る。

技術力で世界の鉄鋼業を牽引する我が国鉄鋼業としては、アジアそしてグ

ローバルな鉄鋼生産ネットワークの構築を目指す上で、次世代の効率的な小

規模鉄鋼生産・リサイクルシステム技術を実証段階まで確立しておくことは、

中長期的観点から戦略上意義がある。必要に応じて大学や公的研究機関も活

用し、我が国鉄鋼業全体の課題として技術開発に取り組むことが期待される。

（２）生産効率とコストを極限まで追求する次世代高炉技術

我が国鉄鋼業は、大規模高炉の優位性を最大限に活かすことが競争力維持

のために必須である。しかし、高炉技術は韓国・中国・台湾のキャッチアッ

プが進み、特にコスト競争力では追い越されつつあることから、更に競争力

を高めるには、高炉技術の飛躍・革新を追求することが必要である。

具体的には、高炉超短期改修技術、高炉長寿命化技術、低品位原料大量使

用技術、製鉄プロセスの省エネ技術等である。長寿命化については、近年飛

躍的な技術進歩が見られ、２０年以上の連続操業が現実となっているが、更

なる長寿命化を図るべく、炉壁材料を耐久性の革新と共に、例えばヘルスモ

ニタリング技術によるリアルタイムの炉状況確認を可能とし寿命を極限まで

引き延ばす技術を確立する。原料については、微粘炭比率の飛躍的向上等低

品位原料の利用によるコスト低減とともに、原料供給サイドに対するバーゲ

ニングパワーの向上が求められる。省エネについては、高炉、コークス炉の

単体技術のみならず、製鉄のプロセス間にわたる技術開発等への取組が求め

られる。

これらは、いずれも高度な数学モデルとシミュレーション技術、システム開

発技術が要求されるため、大学や公的研究機関との共同研究が効果的と思わ

れる。また、高炉の超長寿命化が進めば、逆に高炉改修機会が急減し、結果

として高炉技術の伝承が困難となりかえって技術が低下する懸念がある。高

炉技術は、高炉を有する一企業の単位を超えた我が国鉄鋼業全体として維持

保有すべき技術であり、産業界一体となって取り組むべき課題である。また、

技術革新の追求と並行して、高炉改修期間の他社から鉄源ＯＥＭ供給の柔軟

化も、休止高炉の長期保持を不要としコスト削減に極めて効果があることか

ら、競争と協調の基本姿勢の下、十分に検討されるべきである。
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（３）鉄鋼材料供給におけるソフト面での付加価値の付与（マテリアル・ソリュ

ーション産業への展開）

鋼材を単なる素材（ハード）としてユーザーに提供するだけにとどまらず、

今後は、素材に対するユーザーの複雑な要求に対して、材料選択から設計段

階、加工に至るまでのトータルなサービス（ソフト）を提供し、問題解決に

的確かつ迅速に対応する「マテリアル・ソリューション産業」の展開を進め

ることも、新たな付加価値を求める上で有効と考えられる。

既に、ハイドロフォーミング、テーラードブランク等の川下展開の動きが

見られるが、今後、当該分野の技術も高度化しつつ、更に進んでソフト提供

型ビジネスに発展することにより、ユーザー産業と鉄鋼業の双方の競争力が

強化され、ひいては国内製造業の空洞化を回避し産業集積として発展する形

態を維持する布石にもなり得る。

具体的には、ＩＩＳＩをベースとして、我が国鉄鋼メーカを含む世界１８

か国３５社の参加により、自動車メーカの参加も得て、コストアップや安全

性の低下無しに自動車ボディの25％軽量化を目指したＵＬＳＡＢ（スチール

製超軽量化自動車ボディ）開発プロジェクトが平成６年から10年にかけて進

められ目標を達成した例がある。我が国においても、こうした経験を活かし、

軽量性と安全性、リサイクル性と経済性のバランスを兼ね備えた材料・構造

のスタンダードを我が国自動車産業も交えて検討し確立すべく、ＵＬＳＡＢ

を更に高度化した形の次世代自動車用の超軽量化構造開発計画を着手する等、

個々の企業戦略を束ねた総合的な方向を明確に打ち出すことが有効である。

（４）鉄鋼業の比較優位を活かした産業フロンティアの拡大

これまで素材提供により産業社会に貢献してきた鉄鋼業は、今後、鋼材供

給者としての役割のみならず、幅広い分野に対して産業素材のリサイクルの

輪を形成するという、新たな役割を担うことが求められている。鉄鋼業は、

優れた高熱・高温制御技術を有し、リサイクル事業等を確立する高いポテン

シャルを有していると言える。既に、各社において廃棄物再資源化技術や発

電技術等の「鉄鋼隣接技術」を基盤とした事業展開を進めている。また、最

近では、高炉による製鉄プロセスから発生するガスから水素を製造する技術

が実用に向けて開発されており、これは自動車をはじめ多方面で有望視され

る燃料電池の燃料供給源として期待されている。
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なお、産業素材リサイクルを担うに際して、他産業ではなく鉄鋼業が行う

ことによるリサイクルの優位性、差別性を確保すべきである。（例えば、千

度を超える超高温燃焼によりダイオキシンが発生しない、あるいはリサイク

ル素材を単に燃焼するのではなく元の素材を製造する等）。

また、鉄鋼需要の拡大の観点からは、スチールハウスやＳ／Ｉ（スケルト

ン/インフィル）建築の早期普及を強力に進めるために、これまでの議論や

検討成果を整理した上で、必要な技術開発及び規制・制度や規格との関係等、

多角的側面から需要普及策を改めて総合的に再検討することも必要である。

これらはいずれも、鉄鋼業のフロンティアの拡大にも資するものであり、

その方向を強化していくことが求められる。なお、リサイクルについては、

社会システムとして構築されるものであり、各社の個別対応を超えた鉄鋼業

全体としての協力が必要である。

（５）時代の要請に対応した次世代鉄鋼材料の開発

鉄鋼材料技術が世界最先端であることは、国内製造業の産業クラスターの

結合力として鉄鋼業が機能する重要な要素である。例えば実用鋼材の強度は

鉄鋼の理論強度の未だ10分の１程度以下しか引き出されておらず、今後とも

技術開発と性能向上の余地は存在する。特に、今後の時代の要請に応じて、

安全・安心を提供する鉄鋼材料、あるいは環境・リサイクル対応の鉄鋼材料

（例えば、添加合金を極力使用せずに所用の強度等の機能を発現する微細粒

鋼等の高度リサイクル材料）や、地球温暖化対策に貢献する高効率火力発電

プラント用超耐熱鋼、あるいは高純度鉄鋼合金、省エネに資する電磁鋼板、

低摩擦材料等の材料の極限特性を引き出した次世代の鉄鋼材料について、研

究開発の努力を継続することが大切である。

４．鉄スクラップの増大への戦略的対応

我が国では、鉄鋼業の自家発生分を含めて、国内で発生する鉄スクラップは

年間約4700万トンの規模に達している。これは、鉄源ベースで2000年度粗鋼生

産の約35％に相当する量であり、今後も鉄スクラップ発生量は増加することに

鑑みれば、我が国においても鉄源としてのスクラップの位置付けをより重視し

ていくことが必要である。資源の有効利用の観点はもとより、鉄鋼原料の供給

サイドの寡占体制に対するバーゲニング・パワーの維持の意味からも、転炉・
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電炉への鉄スクラップ投入の本格的な拡大について検討することが有効である。

その際、鋼中に合金化した不純物元素（トランプエレメント）が混入するこ

とへの対応として、銑鉄との混合比率を高めても所定の材料特性等が発現でき

る成型加工技術、不純物元素除去技術等を積極的に開発することが必要である。

Ⅴ．競争力強化を図るために必要な環境整備

１．生産の集約化等と競争政策との整合性確保

グローバル競争時代においては、また、輸入実績の多少に拘わらず各製品の

輸入の蓋然性が高まっており、国内外を問わず厳しい競争環境が形成されてい

る。また、ユーザーの価格交渉力が強まっている現況において、国内シェア如

何に関わらず、厳しい価格形成プロセスが進められる。こうした環境下におい

て、鉄鋼業が更なるコストダウンを目指した競争力強化のために、鋼材品種に

応じた生産の集約化のための事業統合や事業交換等を行う場合には、競争政策

との整合性を確保しつつ、実情に応じた適正な評価を得る必要がある。

例えば、市場範囲について、国内市場で判断せず、輸入蓋然性が高い価格連

動域内（例えばアジア地域）を市場範囲とした場合のシェアを評価の際に重視

されることが求められる。そのためには、価格連動を示すデータや当該市場範

囲でのシェア計算値等を明確に示して行くべきである。また、対象品目におい

ても、対象品目の機能に応じて大括り化を図ることが可能になるように機能分

類の明確化を図ること等を通じて、鉄鋼業の置かれた競争環境の実情に即した

適切な評価を求めていくことが有効と思われる。

２．グローバル経済における適正な「競争と協調」の環境整備

（１）国際競争におけるイコールフッティングの確保

我が国企業と海外企業が競争を行う上で、我が国企業にとって不利な条件

を課すことは、ますます空洞化を助長する結果につながる。業界の国際競争

におけるイコールフッティングを確保することは、我が国製造業全体にとっ

ての急務の課題と言える。
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例えば、グローバル競争下において、環境対策のように社会的責務として

企業が費用を負担する場合に、環境投資を十分に実施していない途上国の製

品とはコスト競争不利になり、結果として環境付加の低い我が国の鉄鋼製品

が市場から退出し環境負荷の高い海外製品に代替されれば、地球全体として

は環境対策に逆行するという矛盾が生じることとなりかねない。諸外国の鉄

鋼業に対して、我が国と同レベルの環境対策の徹底を強く要請するとともに、

一定レベル以上の環境付加を与えている海外の鉄鋼製品と、環境対策を講じ

ている国内鉄鋼製品が、少なくとも国内市場において対等の競争条件を確保

するよう充分配慮したメカニズムを構築することが不可欠である。

（２）ＯＥＣＤにおける鉄鋼関連データ整備の議論への積極的貢献

ＯＥＣＤ鉄鋼ハイレベル会合等において、国際的な鉄鋼生産・設備等のデ

ータ整備体制の構築について、今後議論が展開されていくこととなるが、我

が国としては、こうした議論に積極的に参加することが適当である。国際的

なデータ整備がなされることにより、各社毎により計画的な設備投資が可能

となり、また、昨今頻発化しつつある鉄鋼貿易の通商摩擦を未然に防止する

ことも可能となる。

（３）アジア地域における一層の相互理解醸成と連携強化の努力

アジア全体の効率的な鉄鋼供給体制を構築するためには、域内での過剰設

備投資を避け、適切な生産棲み分けを進展させるとともに、鉄鋼を巡る様々

な通商摩擦を回避するよう、各国鉄鋼業及び政府間の一層の相互理解の醸成

が必要となる。既に、韓国・中国・台湾との間では、本年（2001年）から官

民鉄鋼対話を開始し、高い評価を得ているところである。今後は、アセアン

諸国との対話を二国間ないし日本・アセアン地域との間で早期に開始すると

ともに、中期的には、ＯＥＣＤハイレベル会合と併せて、アセアンと中国や

韓国、台湾を含むアジア全体のマルチの鉄鋼会合を開催することによる、域

内全体の鉄鋼業の安定的発展を目指した官民の体制も検討すべきである。

３．技術競争力と環境対策の強化

（１）Ｒ＆Ｄ支援

次世代の産業競争力を支える革新的なプロセス技術の開発等に際して、基
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礎技術を、プロトタイプ（実機）第一号機製造まで結晶化させるフェーズに

対しての支援を行う可能性について検討すべきである。また、最近の厳しい

競争環境の中で、各企業の研究開発は、顧客との関係を直接強化する製品開

発に注力せざるを得ない状況であるため、生産プロセス等基盤技術について

は、必要に応じて大学、独立行政法人との有機的な連携を推進することを求

めていく。

また、近年は鉄鋼業全体の研究開発投資額が減少しているが、この傾向

を変えて一定規模の研究開発を継続させるために、例えば、研究開発経費

の総額に対して一定割合の税を控除する制度等、研究開発を促進するため

の税制の強化・充実等の政策措置も検討すべきである。

技術を有効化するためにも、前向きな研究開発投資と共に、機敏な研究開

発資源の投入・転換も併せて重要である。更に、材料の実用化に不可欠な、

データベース等の知的基盤の整備を着実に行うことも必要となる。

このような研究開発に対する総合的な取り組みに関して、鉄鋼技術に関す

る戦略を適時見直していくことも重要である。

（２）戦略的な技術移転と知的所有権の活用

今後は、アジア地域における日・中・韓・台の鉄鋼業が、競争と協調のバ

ランスを踏まえつつ共存を図っていくことが求められるのみならず、他の途

上国からも鉄鋼生産の拡大を目指し、我が国先進技術の移転要請も強まるも

のと思われる。その場合、自社技術を知的所有権として確実に権利化し、経

営の明確な資源として認識することによる戦略やネットワークの構築が、諸

外国との関係強化のためにむしろ従来以上に重要な課題となってくる。

但し、最近は、特許取得に要する諸事務を処理できる技術者、研究者の数

の余裕が少ない実情もあり、各社の社内体制を再検討することと並行して、

外部の特許関連サービスの活用を図っていくことも有効と考えられる。

（３）産業素材リサイクル社会の構築

今後の我が国リサイクル社会の高度化の流れにおいて、産業素材リサイク

ル事業が健全かつ安定的に発展することは社会的な要請でもある。近年では、

鉄鋼業をはじめ各産業において、産業素材のリサイクルを事業化の動きは本
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格化しており、こうした取り組みは今後も進められるべきである。

精密な高温管理技術に優位性を持つ鉄鋼業にとっては、リサイクル事業は

有望なビジネスとなり得る分野であるが、リサイクル事業分野に鉄鋼各社が

参入する際に、投資回収が的確に行われ、持続可能な事業として確立される

ことが必要である。そのためには、計画性を持ったリサイクル設備投資が行

われるとともに、効率的な回収システムの在り方についても、鉄鋼業からの

視点を取り組みつつ検討を進めていくことが必要である。

Ⅵ．結言

鉄鋼業は、国内外の厳しい環境変化に直面し、業界再編や事業再構築を通じた

新たな時代を迎えつつある。しかし、国内製造業が空洞化を懸念されている中で、

我が国鉄鋼業は、世界最大級の高炉と最先端の技術、更には国内の数千万トン規

模の鉄鋼市場を背景に、現在でも中国、韓国等を超える競争力を有している製鉄

所を数多く擁し、安定した国内生産基盤を確保し続けている。

業界再編や事業再構築、製品棲み分けによる「選択と集中」を時機を逸せずに

進めていくことで、各企業そして我が国鉄鋼業全体の国際競争力は、21世紀にお

いても世界最強の地位を維持することは十分可能である。その上で、アジアを中

心に拡大する世界の鉄鋼需要を的確に捉え、これまでの実績と技術力を糧に、世

界の各産業への鉄鋼供給における新たな役割を担うことで、更なる発展局面を迎

えていくことが確信される。

そのためにも、厳しい競争の一方で、各社が企業の枠を超えて、我が国鉄鋼業

全体の競争力を最大化する新戦略を早期に構築し、今回提示した鉄鋼業の将来像

を具体化していくプロセスを、各方面に力強く示していくことが期待される。
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