
非鉄金属産業戦略研究会概要

１．現状の把握と分析（データ収集）

（アルミニウム、マグネシウム、チタン、伸銅、電線・ケーブル、半導体材料毎にＷＧを設置して検討）

（１）産業実態の的確な把握
・市場動向（国内、世界、シェア、分野別）

・輸出入動向
・国際展開状況
（現地生産、アウトイン等）
・リサイクル動向 等

（２）産業構造の分析
・サプライチェーン上の位置付け

（川下、川上との取引関係、製造と販売の分担等）
・ビジネスモデルと利益構造（ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ）
（製錬と加工、値決め方式等）

（３）競争力（強み弱み）分析
・海外同業との比較
・我が国の強み、弱み
（顧客との関係、品質力、技術力等）

２．非鉄金属産業を巡る共通の環境変化と検討のポイント

（１）国際化の進展
・需要先の国際化の影響
・対応の方向性とそれに併せた
生産体制等在り方

（２）資源調達困難化
・原料高騰の競争力への影響
・競争力維持・強化のための方
策

（３）環境・省エネ制約
・有害物質規制や省エネ要請の
影響
・それを逆に競争力に取り込む
方策

（４）新需要開拓
・有望市場とその展開方策

（５）キャッチアップへの
対抗策
・技術流出の防止
・標準化活用
・産学連携、人材育成

３．各産業分野別の論点

アルミニウム

＜論点＞

・我が国アルミニウム産業
の強み／弱みを踏まえた
上で、内需中心であった
我が国アルミニウム産業の
中国等海外市場への戦
略はどうあるべきか。
・アルミニウムの一層の需
要開拓の戦略如何。
・アルミニウムの資源確保
と循環型社会の構築の戦
略如何

チタン

＜論点＞

・国内に於ける
製錬から加工ま
での一貫生産
の強みを維持・
強化するための
戦略、またその
強みを海外展
開する戦略如
何。

伸銅

＜論点＞

・伸銅製品の主要品目毎に、
その製品特性、業界構造、
海外との競合状況等に応じ
た国際対応は如何にある
べきか。
・同様に国内戦略は如何に
あるべきか。
・銅の国際的需給の一層の
タイト化が見込まれる中、我
が国伸銅産業の持続的発
展のための資源確保戦略、リ
サイクル戦略はどうあるべきか。

電線・ケーブル

＜論点＞

・我が国電線／ケーブル製造
業が強みを活かしつつ、中国、
ＡＳＥＡＮ、インド等の海外市
場へ展開していくための戦略
はどうあるべきか（自動車、ｴﾚ
ｸﾄﾛﾆｸｽ、電力・通信）。
・国際展開を推進する一方で、
汎用電線にかかる流通構造
の改善等、国内市場に於ける
戦略はどうあるべきか。
・今後１０年を視野に、光ﾌｧｲ
ﾊﾞｰ関連市場の展望をどう読
み、どう展開していくか。

シリコン・化合物半導体

＜論点＞

・我が国シリコン産業が
持続的に発展していくた
めの環境とは何か（国内
で持続的にイノベーション
が誘発される環境の整
備、シリコン原料の安定
確保）
・我が国化合物半導体
産業の今後の成長戦略
如何。（化合物半導体
の需要開拓、化合物半
導体原料の安定確保）

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

＜論点＞

・添加剤として
の利用から、
軽量構造素材
として利用が拡
大し始めたマ
グネシウムは、
非鉄素材の中
でどの様に位
置付けられる
か。



（６）合理化／アライア
ンス

○グローバル競争を勝ち
抜くための過当競争状態
の改善、次世代投資のた
めの共同研究、アライアン
スの推進
・建設工事用電線ケーブ
ル分野
・黄銅棒分野

（３）資源確保／資源
循環

○海外を含めたリサイクル
循環の構築と、合金規格、
表示方法等の統一

○資源リスクを踏まえた、希
少金属代替技術の開発

○適正な川下への価格転
嫁の推進

（４）技術流出防止

○国内に維持すべき技
術に関するコンセンサス
の形成

○装置内製化を含む
装置に体化される製造
技術の保護

○ハイエンド分野の加
工技術等の特許化の
強化

（２）ビジネス環境整備

○国内生産・輸出対応から現
地生産までを視野においた日
系企業の国際展開の円滑化

○関税だけでなく、資源問題
投資規制等まで視野においた
ＥＰＡの国・資源・製品別のき
め細かな対応

○人材、環境等キャパビルで
のＯＤＡツールの活用

○利益の国内環流の仕組み

（５）社会ニーズの規格化

○省エネルギー／地球温暖化防
止等ための規格化
・軽量化を促進する自動車燃費

規制の見直し
・太陽光発電の普及

○有害物質規制（ＥＬＶ規制、ＲＯ
ＨＳ規制等）への対応
・合金へのＢｅ、Ｐｂ、Ｃｒ添加フリー

○安全安心
・腐食防止等の規格化

（１）競争力の源泉の育成

・コンセンサス形成
・ロードマップ策定

２．基本的方向

インフラとしての統計の整備・団体活動の強化
・特に国際活動（日系企業の在外活動、アウトイン等）に関する統計の整備、業界団体の国際対応体制の強化

①国内ユーザー・装置メー
カーとの連携強化
○材料、装置、ユーザーの緊密な
連携による次世代技術開発
（＝差別化できる高度部材開発）
○部材周辺を含むシステム開発
等高付加価値川下展開

②国内での新需要創成

○世界最高水準の次世代社会インフラの整備
○世界に先駆けた省エネ・新エネ機器導入
○環境配慮製品の普及

③人材育成・産学
連携の強化
○寄付講座の設置等、
将来の産業を担う人材
の育成
○原理解明等における
「学」の力の活用

強
み
の

国
際
展
開

・電力インフラ（超電導）、ＦＴＴＨ（光ファイバー）、
家庭200v化、自動車２４ｖ化等

◎国内市場で鍛えた強みを軸足にした国際展開

高度部材開発と
社会導入実験

（１）国内市場の成長制約
・人口減
・一定レベルの電力・通信ｲﾝﾌﾗの
整備完了

（２）資源調達困難化
・世界的な資源需給のタイト化
・中国の急激な需要増
・欧米非鉄メジャーの動向

（３）環境・省エネ制約
・有害物質規制
・温暖化防止／省エネ要請

（４）海外のキャッチアップ
・世界の生産工場としての中国等
アジアの台頭

１．成長制約要因

非鉄金属産業戦略（全体版）



非鉄金属産業戦略（イメージ図） ◇は、課題

◇コモディティ化
◇現地民族系企業の成長（ｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ）

◇ユーザーとの関係希薄化

（５）社会ニーズの規格化
○省エネﾙｷﾞｰ
○地球温暖化防止
○有害物質規制
○安全安心

（２）ﾋﾞｼﾞﾈｽ環境整備
○ＥＰＡ（通商・投資）等
（ルール整備）

○人材、インフラ等
（キャパビル、ODA活用）
○生じた利益の国内環流

（４）技術流出防止
○国内に維持すべき技術の
コンセンサス
○装置内製化
○ハイエンド分野の特許強化
装置内製）

海外生産・グローバルユーザー

国内生産・国内市場

◇国内への利益還元

③人材育成・産学
連携の強化

（１）競争力の源泉の育成

①国内ユーザー
・装置メーカー
との連携

（３）資源確保・
資源循環

○リサイクル
○代替／省使用化
○価格転嫁

②国内での新市場
創成

（６）合理化／アライ
アンス
○過当競争改善
○次世代投資の共同
化

国内市場で鍛え
た強みを軸足に
した国際展開

◇ 資源不足

◇技術流出

海外ユーザー

国内生産・輸出

国内生産 海外生産

◇成長限界
◇環境・省エネ制約
◇輸入圧力

海外生産・日系ユーザー
国内ユーザー



非鉄金属産業戦略（産業分野別）

電線・ケーブル産業

＜基本的な取引相手が国内ユーザーであり、社会
インフラとして使用される製品群＞

１．電力・通信用電線
・国内市場を先進技術・製品の実証の場と位置
付け、ユーザーとの連携による開発を推進。
・国内で培った超高圧ケーブル等の優れた製品
を核に海外展開。その際、ＯＤＡ活用やＥＰＡ等
によるビジネス展開円滑化を図る。

２．建設工事用電線
・家庭高電圧化（200v化）等社会の要請に合わせ
た規格・仕様の見直しによる需要の創造。
・製品ブランドの統一、グループ内での提携等収益
力の向上を目指した一層の集約化。

＜グローバル生産・グローバル製品が前提で国際
競争力を求められるパーツ型製品群＞

３．電気機器・自動車用電線
・高付加価値電線では、開発段階からのユーザー
連携（スペックイン）、汎用電線では、現地生産対
応力の強化。
・電線単体でなく、周辺部品と一体となったシステム
としての付加価値向上。
・多品種小ロット生産のきめ細かな対応力を有する
中小企業電線の基盤技術の強化とともに、下請け
取引慣行の是正が必要

＜横断的な取り組み＞
・リサイクル基盤の一層の確保、標準化の推進、人
材や装置を通じた技術流出の防止
・海外活動統計の整備、国別通商戦略の策定
・産学連携による次世代人材の育成

伸銅産業

＜銅条分野＞
・ユーザー対応力の一層の強化と技術流
出の防止（リードフレーム材、コネクタ材
等）
・グローバル競争に勝ち抜くための国内ﾒｰ
ｶｰ同士の合従連携
・強みである材料技術・品質面での競争力
向上と国際標準化の推進
・生産拠点の国内維持、各企業におけるノ
ウハウ管理の徹底

＜銅管分野＞
・汎用銅管の現地生産化を推進
・国内市場では、安全安心の観点からの
給水給湯分野、省エネ新エネの観点から
の床暖房、ヒートポンプ、燃料電池分野開
拓に、国内メーカー連携で取り組む。
・ダイス等高度加工技術の特許化の強化。
・日系同士のアライアンスによるアジア展
開

＜黄銅分野＞
・汎用性が高くコスト競争も厳しいため、環
境負荷物質の削減・フリー化、耐腐食合金
等高付加価値化技術が重要。
・収益性向上のための一層の業界集約化
・供給サイドが過当競争状態であり、地金
価格高騰分の川下への適正な転嫁が課
題。

＜横断的な取り組み＞
・シュレッダーダストを含む銅スクラップの
国内アジア大の循環構築、銅合金の規格
の統一
・通商戦略、海外関係統計の整備
・次世代の人材育成、技術流出防止等

アルミニウム産業

１．国際的に通用する競争力の育成

・垂直統合型ﾓﾃﾞﾙの欧米ﾒｼﾞｬｰ、中国等新興企業
の動向を見定めた最適なﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの追求
・従来からの強みであるﾌﾟﾛｾｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを生み出す
合金設計、ﾌﾟﾛｾｽ技術力等の一層の強化

２．ｱﾙﾐﾆｳﾑの長所が最大限有効活用される社会制
度の構築による需要開拓

・環境問題対応等社会的要請に基づく、法規制、優
遇措置等の推進。例：自動車燃費規制、容器建材
等のﾗｲﾌｻｲｸﾙ評価

３．国内ﾕｰｻﾞｰと一体となった国際展開の推進

・国内ﾕｰｻﾞｰの海外進出、中国等ｱｼﾞｱでの需要増
に対し、強みである国内ユーザーとの連携の重視。
・板分野は投資規模等の問題もあり、海外及び国内
企業との提携等戦略的な検討が必要。

４．ｱﾙﾐﾆｳﾑの資源確保と循環型社会の構築

・従来の開発輸入の是を含めた安定確保の再検討。
・ﾘｻｲｸﾙ容易な製品仕様の標準化や、状況把握の
ための関連統計の整備、海外のﾘｻｲｸﾙへの協力。

５．横断的な取組

・リサイクル基盤の一層の確保、戦略的な標準化・
規格化の推進、人材や海外進出を通じた海外への
技術流出の防止、海外活動に関する統計整備と国
別通商戦略の策定、産学連携による次世代の人材
の育成等が重要。



非鉄金属産業戦略（産業分野別）

マグネシウム産業

＜軽量化素材としてのマグネシウム産業＞
マグネシウムと使用部位が求める機能とのマッチング
が課題。
１．軽量化素材一般用途
・軽量性、比剛性等ﾏｸﾞﾈｼｳﾑが一層求められる用途
の開拓
・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑに関する特性・取り扱い法等に対する相談
窓口の設置
・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑの難燃性に関する情報提供、評価方法の
標準化の推進

２．軽量以外の用途
・振動減衰性、電子ｼｰﾙﾄﾞ性、切削性の良さ等を活
かした用途の開発と基礎的データの整備

３．マグネシウムの弱点の克服と国際競争力の強化
・海外での鋳造、チクソモールディング等マグネ加工産
業発展を踏まえ、電食性、表面処理などに対し、合
金技術、接合技術の改善等ﾏｸﾞﾈｼｳﾑの基本的特
性の向上による我が国競争力強化が重要。
・加工工程で使用される温暖化ガス抑制対策
・より軽量化材料が求められる社会制度の構築（自
動車燃費規制等）
・一国依存度が極めて高いため、資源確保とリサイク
ルの検討が重要。

＜添加剤としてのマグネ産業＞
・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金への添加剤としての利用が大きく、ﾏｸﾞ
ﾈｼｳﾑ地金の安定確保が重要。

・マグネシウム全体の需要関連統計の整備、通関統
計の整備

チタン産業

１．製錬から加工、需要家まで競争力があるプ
レイヤーが国内にある強みを活かすべき。
・ニーズシーズのマッチングの場の設定や需要を
示したロードマップの策定
・用途拡大最大の課題である製錬・加工コス
トの低減に為の技術開発
・製錬、加工ノウハウの技術流出防止
・我が国チタンの品質・ブランドの維持、そのた
めの標準化の推進

２．世界に先駆けた国内チタン需要の開拓
・航空機、防衛以外の分野の利用は我が国が
最も進んでおり、その一層の需要開拓を図る。
・また、各社まちまちであるチタンの基礎的デー
タについて、規格化や試験評価方法等の統一
を図る。
・具体的には、人工骨等生体分野、工場プラ
ントの腐食防止等安全安心分野など

３．チタン資源確保・資源循環
・放射能管理基準緩和による調達先の分散
化
・低品位鉱の高品位化に関する技術協力
・スクラップリサイクル等の推進

４．戦略的輸出の推進
・現在の関税は国際的に均衡が取れておらず、
主要国の関税の整合性を図るべき。

５．インフラとしての統計の整備、人材の育成

シリコン・化合物半導体材料産業

＜シリコンウェハ＞
・開発リスク増大の中、デバイス、装置、大学等と
の次世代ウェハ技術に関する情報・コンセンサスの
形成が重要。
・素材、デバイス、装置の垂直連携によるウェハ製
造装置技術の強化（エピ処理等）
・結晶欠陥、熱履歴等のためのシミュレーション技
術の強化、またそのための大学の応用数学力の
活用。
・コア技術に関する技術流出防止ガイドラインの
活用、製造装置の内製化等ノウハウ管理の徹底
・多結晶シリコンの安定確保のため、全体需要の
見通し、適正利益の確保、次世代設備等、環
境整備。

＜化合物半導体＞
１．シリコンでは提供できない需要の開拓
・国内的にも高い化合物半導体技術を活かした
需要の開拓（化合物半導体ロードマップの策定、
結晶欠陥制御、エピ技術等基盤技術の強化）
・参入企業が多く過当競争状態であるため、国
内メーカの連携が課題。

２．化合物半導体ウェハの基盤技術力の強化
・結晶成長制御等に関する国内の大学との連携
強化
・ロードマップに基づく基盤技術の強化
・エピ等製造装置の内製化

３．化合物半導体原料の安定確保
・リサイクル、代替、有害物質フリー化等の可能性
の検討
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