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本戦略の⽬的・概要
⾮鉄⾦属は鉄を除く⾦属素材として定義され、アルミニウム、銅、チタンなど多様な⾦属を含む。それら
⾮鉄⾦属は、情報通信機器、電⼦機器、輸送⽤機器、建設資材、医療⽤器材、包装材、インフラな
どの分野において、社会のあらゆる場⾯で使⽤されている。

⾮鉄⾦属産業は⽇本の産業全体を⽀える重要な位置を占める⼀⽅で、ユーザーニーズの⾼度化と
多様化、海外事業者のキャッチアップ、エネルギーコストの上昇等を始めとする事業環境制約の⾼まりな
ど、⼤きな環境の変化に直⾯しており、世界市場において今後も競争優位性を維持し続けるためには、
環境変化に対する認識、その変化に応じた戦略の策定が必要である。

アルミニウム、伸銅、マグネシウム、電線、チタン、レアアース、シリコン、ファインセラミックスの８つの⾮鉄
⾦属産業において、業界の現状・課題を整理し、その課題に対しての産業戦略を策定することを⽬的と
して、平成２７年度に調査（※）を実施した。

本調査では、2006（平成18）年度に発表された⾮鉄⾦属産業戦略の進捗状況をまとめ、2015
（平成27）年６⽉の⾦属素材競争⼒強化プランの⽅向性を踏まえた上で、将来の川下産業での需
要動向を⾒据えた2030年における産業戦略仮説を各業界においてとりまとめた。
本資料では、その調査結果である⾮鉄⾦属産業戦略の概要を以下の構成で⽰す。
 ⾮鉄⾦属産業戦略それぞれの位置づけ
 各産業共通の取組
 各産業のポイント
 個別産業の取組（詳細）

（アルミニウム、伸銅、マグネシウム、電線、チタン、レアアース、シリコン、ファインセラミックス）

※調査名称：平成２７年度エネルギー使⽤合理化促進基盤整備委託費
（⾮鉄⾦属産業の省エネルギー促進等による競争⼒向上に関する調査）



各戦略それぞれの位置づけ
本⾮鉄⾦属産業戦略（2016年）においては、2006年の⾮鉄⾦属産業戦略、2015年の⾦属素材競争⼒
強化プランのフォローアップを⾏うとともに、2030年の世界に向けた⾮鉄⾦属産業の戦略を策定。

⾮鉄⾦属産業戦略（2006年）
⾮鉄⾦属産業７業種（アルミニウム、チタン、
マグネシウム、電線・ケーブル、伸銅品、シリコン
ウェーハ、化合物半導体）について、国内の
産業競争⼒を強化するとの観点から、戦略を
策定。

⾦属素材競争⼒強化プラン（2015年）
昨今の環境変化を踏まえ、鉄鋼、⾮鉄⾦属
産業の国際協⼒強化のため、以下３つの観
点からプランを策定。
 技術開発戦略
 国内製造基盤強化戦略
 グローバル戦略

環
境
変
化

指
針

• 国際化の進展
• 資源調達の困難化
• 環境・省エネ制約の⾼まり
• 新需要開拓の必要性
• キャッチアップへの対応

• ユーザーニーズの⾼度化と多様化
 素材間競争と素材間協調の進展

• 海外競合者のキャッチアップ
 ⽣産量の増強、技術の流出

• 事業の制約要因の⾼まり
 国内市場の減少

• デジタル化によるインパクト
 製造現場におけるIoTの活⽤

これまでの⾮鉄⾦属産業の取り組みの評価
（レアアース、ファインセラミックスを除く）

2030年の世界における下流産業の動向調
査
• 経済動向・⼈⼝動態
• ⾮鉄⾦属のユーザーとなる下流産業の盛

衰
• 下流産業への規制動向
• 消費者ニーズの動向

⾮鉄⾦属産業の短期的な戦略（アクションプ
ラン）の策定 2030年を⾒据えた⻑期的な戦略の策定

2030年の下流産業の動向を踏まえて各⾮鉄
⾦属産業に必要とされる姿の整理
 各⾦属の技術開発の動向
 各⾦属のコスト削減の必要性

⾮鉄⾦属産業戦略2016
2006年の度産業戦略提⽰より10年経過した2016年において、省エネの推進、製造現場におけるIoTの活⽤、リサイクルの推進を重点的に対応す
べき項⽬として設定し、８つの⾮鉄⾦属産業（アルミニウム、伸銅品、マグネシウム、電線・ケーブル、チタン、レアアース、シリコン、ファインセラミックス）
について、各産業の今後の基本的な⽅針となる産業戦略を策定。

本
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象
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各産業共通の取り組み
今後の⾮鉄⾦属産業において重要となる取り組みに関して、省エネの推進、リサイクルの推進、IoTの活⽤の3
分野を特定。これらの取り組みによって、製品競争⼒の強化・製造コストの低減を強⼒に推進する。

①エネルギー
コストの上昇

②原料調達リ
スクの⾼まり

③デジタル技
術の普及

化⽯燃料電源⽐率の増加、再⽣可能エネ
ルギー導⼊促進措置により、電⼒料⾦上
昇。エネルギー多消費産業として、これらエネ
ルギーコストは製品製造コストに転嫁され、事
業収益に直結することから、省エネを⼀層推
進する必要がある。

⾮鉄⾦属産業の要となる原料調達におい
て、他国の資源ナショナリズムの⾼まりなどによ
り原料調達リスクは引き続き存在。影響の緩
和が必要。

インダストリー4.0の広がりにより、製造部⾨に
おけるIoTの活⽤が拡⼤している。⾮鉄⾦属
産業においても製品競争⼒維持のため、こう
した動きに追従し、技術⾯で劣後しないこと
が重要。

課題認識
• 投資回収効果が明確に⾒込める省エネ事業より導⼊が進

められている⼀⽅、『オペレーション効率の改善』など効果が
不明確な事業においては、投資が⾏われにくい。

• 製造プロセスにおけるエネルギー消費量・オペレーション効率
の可視化によって、省エネポテンシャルを把握し、⼀層の⽣産
効率化を実施する。

• 特にレアメタル資源に関して、経済性と両⽴したリサイクル技
術の開発・社会全体でのリサイクルフローの確⽴を引き続き
進める。

• また、静脈産業へのIoTの活⽤によって、リサイクルの効率
化、サプライチェーン内のニーズの探知、新サービスの創出を
⽬的として推進していく。

• IoTの進展によって取得されたデータを計算科学⼿法によっ
て、材料設計・製造プロセスに活⽤することにより、材料設計
期間の劇的な短縮、製造プロセスの⾰新的な改善が⾏われ
る可能性が存在する。

• こうした計算科学⼿法が有効に活⽤される製品分野の特定
を⾏い、実導⼊に向けた検討を進める。

取り組み
省エネの推進

リサイクルの推進

IoTの活⽤



各産業のポイント
伸銅アルミニウム 電線マグネシウム

レアアースチタン ファインセラミックスシリコン

我が国アルミニウム産業はこれまで
ユーザー企業からの⾼い要求に対して
短期間で的確に対応し、⾼品質・多
品種のアルミニウム製品を開発・提供
できることが⼤きな強み。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・輸送機器（⾃動⾞、鉄道、航空機）
・建設・⼟⽊（サッシ、内外装、他）
・⾷料品（飲料⽸、⾷品包装向け箔、
家庭箔）

・家電・PC 周辺機器、電⼦機器等
（エアコン、パソコン、⼆次電池や電⼦
デバイス部品）

我が国伸銅産業は、製品ごとに⽤
途や需要先が⼤きく異なるため、⾦
属素材競争⼒強化プランの具体化
に向けた伸銅業界の取り組みを検
討した上で、今後需要の拡⼤が⾒
込まれる分野ごとに、技術開発や海
外市場の取り込みを検討する。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・半導体ＩＣ・電⼦機器
・輸送機器
・空調⽤銅管
・⽇⽤品

我が国マグネシウム産業は、輸送機
器分野での使⽤拡⼤等、各需要分
野それぞれでの取り組みに加えて、分
野横断的にIoT・ビッグデータ・⼈⼯知
能の導⼊によって⽣産レベルを上げる
ことが、競争⼒向上につながる。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・パソコン、スマートフォン
・⾃動⾞、鉄道、航空機
・健康医療分野
・エネルギー分野
・添加剤、還元剤分野

我が国の電線・ケーブル産業は、
国内市場での⻑期的な需要拡⼤は
⾒込めないことから、競争⼒を有する
⾼圧ケーブル分野等での価格競争
への対応や電線製品の国際標準化
の推進等の取組を進めることによっ
て、新興国をはじめとする海外市場
の需要を取り込むことが重要。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・建築
・輸送機器
・電⼒（グリッド）

チタンは優れた機能性から今後
様々な分野で需要創出を期待。⼀
⽅、他素材と⽐較してコストが割⾼
なため、今後製造コストの⼤幅な削
減が重要。また、先⾏して各分野の
需要開拓を⾏うことも必要。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・航空・宇宙
・⾃動⾞部品
・医療
・建設⽤部材
・淡⽔化プラント

⾼機能磁⽯、⾃動⾞⽤排ガス触
媒、⽔素吸蔵合⾦等の将来の需要
拡⼤が期待されるクリーンエネルギー
分野に必要な材料開発で世界を
リードしており、今後とも我が国が優
位性を確保していくことが重要。この
ため、原料供給リスクの低減、産業
事故防⽌を推進するとともに、より⾼
機能な材料開発を進める。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・⾼機能磁⽯（ネオジム磁⽯）
・⽔素吸蔵合⾦
・触媒

半導体⽤のシリコン産業は、引き
続き「川下産業との連携」が重要と
なるため、需要分野をキャッチアップす
ることが必須条件となり、将来的な
拡⼤が⾒込まれる需要をいかに早く
獲得していくかが今後の我が国シリコ
ン産業の発展において重要。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・医療機器
・環境・エネルギー
・次世代⾃動⾞
・航空・宇宙

需要拡⼤が⾒込まれる産業動向
に対応する観点から、必要とされる
要素技術に対して、要求レベル（開
発ターゲット）を明確にし、早期の市
場投⼊を実現できるだけの技術⼒の
向上、蓄積、継承が重要。

＜成⻑が⾒込まれる需要分野＞
・電⼦機器、情報通信
・⾃動⾞
・エネルギー（発電、蓄熱）
・航空機
・健康医療
・省エネルギー・環境浄化



アルミニウム産業
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我が国アルミニウム産業の状況
１．⽣産規模
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・圧延・ダイカスト等加⼯⽣産量：409万t(14年度) (04年度 408万t)
・圧延企業：48社(14年)(板圧延⼤⼿6→5社、中⼩企業率
79.7%→81.3%)（04年 59社）
・アルミ第２次製錬・合⾦製造業：151カ所(13年) (03年 187カ所)

２．主要需要分野
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・圧延品の⽣産量は1997年(254.5万t)をピークに、近年は200万t前後で推移。
・板、押出製品とも輸送⽤分野は増加傾向。板製品の主⼒である飲料⽸向けはやや増加、押出製品の主⼒である建設向けが⼤きく減少。

（参考）アルミニウム産業の構成

1997年がピーク

出所：⽇本アルミニウム協会「アルミニウム統計年報」
出所：⽇本アルミニウム協会

出所：⽇本アルミニウム協会「アルミニウム統計年報」 出所：⽇本アルミニウム協会「アルミニウム統計年報」
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世界のアルミニウム⽣産・消費の状況
（アルミ新地⾦⽣産）
・世界のアルミ新地⾦⽣産量は、1990年
は欧⽶が約60％を占めていたが、その後エ
ネルギーコストの⾼い製錬所が閉鎖され、⽣
産シェアは減少傾向。
・2014年には中国（49％）とその他アジ
ア（16％）で約65％を占め、中国のアル
ミ新地⾦⽣産量・シェアが拡⼤。その他アジ
アでは、エネルギーコストの安い中東の伸び
が著しい。

（アルミ新地⾦消費）
・世界の新地⾦消費量は、1990年は欧⽶
で64％の消費シェアを占めていたが、2000
年以降、中国の消費シェアが拡⼤。
・2014年に中国とその他アジアで消費シェ
アが60％まで増加。
・⼀⽅、⽇本の消費量は、1990年の240
万tから、2014年に200万tに減少。

（LME価格、在庫）
・2008年リーマンショック以降、需要の減
退、中国の増産、⾦融取引の拡⼤により
LMEアルミ新地⾦在庫が増加し、LME倉
庫問題に発展。その後、LMEが改⾰案を打
ち出し、在庫は減少。
・2016年現在、LME価格は1,400ドルか
ら1,500ドル台で推移。

世界のアルミ新地⾦消費世界のアルミ新地⾦⽣産

2008年7⽉11⽇（最⾼値3,292US$）

出所：Metal Statistics出所：Metal Statistics

出所：LME
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アルミニウム産業戦略（2006年）の進捗状況（１／４）

・垂直統合型、加⼯専業型などビジネスモデルの⻑所・短所を分析し、最適なビジネスモデルを追及
→⽇本では加⼯専業型のビジネスを展開、各社が得意分野の選択と集中を⾏い、板、押出、箔等の分野毎に進展。海外でも川上の製錬業と川下
の圧延業の分離が進む流れ。引き続き、最適なビジネスモデルを追求していくことが重要。

・プロセスレベルから差別化を図られる加⼯技術⼒等アルミ基盤技術の強化
→⼀般社団法⼈⽇本アルミニウム協会はアルミニウム技術戦略ロードマップ2014を策定。2035年までの具体的な開発項⽬や⽬標年も設定。

・先駆的な国内ユーザー等との連携強化
→⾞両軽量化の動きにあわせ、⾃動⾞、鉄道⾞両等のユーザー企業とも連携を強化、ボトル⽸等の開発も進展。

例１ ⾃動⾞分野の軽量化による燃費改善の動きと連携
例２ アルミボトル⽸（⾼い変形作⽤を持つ合⾦の設計、均質な厚みの制御）
例３ ⾼級⾞のメタリック塗装に使われる⾼輝度アルミフレークを提供。世界的にも⾼シェア。

・次世代発展基盤（⼈材育成・技術）としての産学官連携の推進
→⾮鉄⾦属７団体による⾮鉄⾦属ネットワーク協議会（NET7）において、学⽣向けの講演会・⼯場⾒学等を通じた⾦属分野の⼈材育成を推
進。

１．国際的に通⽤する競争⼒の育成

アルミニウム圧延業 バリューチェーン

海外資源メジャー (Rio Tinto, BHP billiton, UC Rusal）

ボーキサ
イト アルミナ

板

押出 加⼯品

⽸
箔

⽇系⼤⼿

海外アルミメジャー (Alcoa(上下分離), Hydro, Chinalco)

海外圧延専業 (Novelis, Constellium, Aleris)

地⾦
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Novelis Alcoa Constellium

Aleris Hydro 中国アルミ

南山アルミ UACJ

(%)

世界の⼤⼿アルミ企業の売上⾼純利益率の⽐較

出所：(⼀社)⽇本⾃動⾞⼯業会HP

出所：各社アニュアルレポート、⽇本アルミニウム協会資料から⽇本総研作成



9

アルミニウム産業戦略（2006年）の進捗状況（２／４）

・⾃動⾞燃費規制
→省エネ法に基づき、トップランナー制度の燃費基準が設定。⽶国でもCAFE規制の導⼊。⾞体の軽量化ニーズの動きを踏まえ、我が国企業も北⽶、
中国でアルミパネル材等の現地⽣産への投資が加速。

・容器建材等のライフサイクル評価
→容器建材分野でのLCC評価は引き続き検討。今後も制度構築・普及に取り組む必要。

２．社会制度の構築による需要開拓

各国の燃費規制動向
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リサイクル材によるCO2削減効果

⾃動⾞⽤アルミ需要量の推移

出所：アルミニウムVol.22No.92、 ⽇本アルミニウム協会HP「⾃動⾞の部屋」 資料から⽇本総研作成

出所：アルミニウムVol.21No.90及びVol.22No.92 、⽇本アルミニウム協会資料から⽇本総研作成
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アルミニウム産業戦略（2006年）の進捗状況（３／４）

・コモディティー化が進んでいる建材等は⾼性能品、⾼付加価値品等の創出で差別化を図る。
→中国の需要増に伴い、⽣産能⼒拡⼤にあわせ中国メーカーは最新設備を導⼊。⽇本はノウハウ等で⾼性能品、⾼付加価値品で差別化を図りつ
つ、ユーザー企業が要求するスペックへの対応を継続。

・板分野では、国内外のアルミメーカーとの連携等の可能性も含め、海外市場への参⼊機会の戦略的検討が必要
→国内需要の⼤幅な拡⼤が⾒込まれない中、中⻑期的にアルミ市場の成⻑が期待される地域（中国、東南アジア等）、⾞体の軽量化ニーズの動き
から新たにアルミ需要が⾒込まれる北⽶等での需要を獲得するため、海外アルミ圧延メーカーとのM&A等を含め、戦略的な海外展開も進展。

・技術流出防⽌ガイドライン等を参考に、各企業レベルで技術流出防⽌に引き続き取り組む
→各企業レベルで技術流出防⽌の取組が実施されている⼀⽅、海外企業のヘッドハンティングも活発化。引き続き、各企業レベルで厳格に取組む必
要。

・海外活動の円滑化のためのビジネスインフラの整備
→海外に進出した⽇本企業の⽣産統計の整備については、引き続き、⼀般社団法⼈⽇本アルミニウム協会にて検討。昨年、⼤筋合意したTPPについ
ては、協定発効と同時に多くの⼯業製品関税が即時撤廃もしくは将来的に全ての関税が撤廃。我が国からの輸出増加等が期待。

３．ユーザーと⼀体となった国際展開の推進

世界のアルミ板材⽣産能⼒
（2014年、企業別）（単位：千t）

企業名 進出国 現地企業名 進出年月 事業内容（生産能力等） 出資比率

昭和電工
インドネシア

西カリマンタン州
インドネシア・ケミカル・アルミナ社 2011.4

現地アンタム社との共同出資、ケミカル用アルミナ　年産30万トン
2014年下半期から量産・販売開始

20%

昭和電工
中国

江蘇省・南通市
昭和電工鋁業（南通）有限公司 2011.11

電解コンデンサー用高純度アルミ箔の製造・販売。　月産3000トン
資本金15億円。

100%

ＵＡＣＪ
タイ

ラヨーン県
UACJ (Thailand) Co., Ltd. 2011.11

アルミ板圧延品の製造・加工・販売を生産　年産約18万トン　2014年1月稼働
総投資額は約500億円

100%

日軽金アクト 中国・山東省・龍口 日軽叢林汽車零部件有限公司 2012.3

龍口市丛林鋁合金汽車零部件有限公司と合弁で、トラック部品を含む自動車関連部品の製造・販
売事業を設立。
山東丛林福録好富汽車有限公司(日本ﾌﾙﾊｰﾌの合弁会社)へのアルミ押出加工パーツユニットの
提供と日系自動車部品メーカー向けに大型押出材を使用した加工品の供給を開始した。

55%

アルミネ ベトナム・ホアビン省 アルミネ・ベトナム 2012.9
自社開発の連続鋳造圧延技術によるアルミニウム線、棒の製造・販売
年産2.4万トン　投資額35億円

100%

昭和電工
マレーシア

ジョホール州
ショウティック・マレーシアSdn. Bhd 2012.9

鍛造工程はポルトガル、シンガポール、喜多方の3拠点体制であるが、 アジア市場の需要増加に
対応した鋳造工程の能力増強をマレーシアで実施する。これにより、鋳造工程は喜多方、マレーシ
アの2拠点体制とする。稼働開始は、2014年4Qの予定。

100%

日軽金アクト 中国・長春 長春日軽軌道客車装備有限公司 2012.10
長春城際軌道客車配件有限公司との間で鉄道客車、電車、地下鉄およびその他輸送設備に使わ
れるアルミ部品の製造・販売事業を行う合弁会社を設立。
FSW接合技術を用いた加工部品を中国・北車グループへ供給を開始した。

50%

日本軽金属 中国・上海 華峰日軽鋁業股份有限公司 2012.11
高品質アルミニウム圧延品の製造・販売　2016年に年産10万トン　売上高310億円を計画
現地華峰アルミ社の第三者割り当て増資を引き受け、株式を取得。
資本金6億元（約100億円）

33.4%

三菱アルミ
インド

グジャラート州
MA Extrusion India Private Ltd. 2013.9

熱交換器用アルミ押出チューブ（多穴管）の製造・販売　年産約2,700トン
2015年春稼働予定　資本金８億ルピー（約13億円）

100%

ＵＡＣＪ製箔
マレーシア

ジョホール州
UACJ Foil Malaysia Sdn. Bhd. 2013.10

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH.（本社：ドイツ） の子会社でアルミニウム箔製造販売会社
Hydro Aluminium Malaysia　Sdn. Bh（HAM)を買収
販売実績11,300トン（2012年）　資本金4.13億ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ（約130億円）

100%

昭和電工
ベトナム

バクニン省
Rexam-Hanacans Joint Stock

Company（Hanacans)
2014.1

子会社の昭和アルミニウム缶株式会社と共同で、ベトナムのアルミニウム製缶メーカーを買収
Hanacansの資本金は約3,840億ベトナムドン（約18億3千万円）　（株式譲渡は2014年3月）

91.75%

神戸製鋼所
中国

天津市
神鋼汽車鋁材（天津）有限公司 2014.1

自動車パネル用アルミ板材（パネル材）の製造・販売　年産10万トン　2016年稼動（予定）
日系アルミ圧延メーカーでは初めての、中国でのパネル材の現地生産拠点
真岡から冷間圧延後の母材を供給、現地では熱処理、表面処理等の精整工程を実施
投資額は11.5億人民元（約190億円）

100%

ＵＡＣＪ 米国 2014.1

欧州Constellium社（本社：オランダ）と米国で自動車パネル用アルミニウム材の供給に関する共同
事業の検討開始。2014年半ばを目処に正式合意を結ぶことを目指す。
投資総額1.5億米ドル、初期段階では年間生産能力10万トンを想定して、仕上げ連続熱処理および
表面処理ラインの建設を予定。

49%

三協立山 米国・欧州・アジア 2014.12
米国Aｌeris社のアルミ押出事業を、3,550万ユーロ（約52億円）で買収。
工場はドイツ3か所、ベルギー、中国各1か所

100%

97社
198事業所

⽇本のアルミ関連企
業の海外展開
（2000年）

140社
395事業所

⽇本のアルミ関連企
業の海外展開
（2014年）

No. 企業名 生産能力 シェア

1 Novelis 4,055 9.8%

2 Alcoa 2,761 6.7%

3 Constellium（旧Alcan） 1,635 4.0%

4 Aleris 1,492 3.6%

5 Hydro 1,487 3.6%

6 中国アルミ（Chinalco） 1,345 3.3%

7 南山アルミ　（Nanshan Aluminum) 1,310 3.2%

8 UACJ 1,300 3.2%

9 山東魯豊アルミ（Loften) 810 2.0%

10 亜洲アルミ（AsiaAlum Holdings Limited) 700 1.7%

その他計 24,291 59.0%

世界計 41,186

出所：カロス出版社「アルトピア」から⽇本総研作成

出所：公開情報、 ⽇本アルミニウム協会資料から⽇本総研作成

出所：⽇本アルミニウム協会資料から⽇本総研作成
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アルミニウム産業戦略（2006年）の進捗状況（４／４）

・海外資源の安定確保
→我が国でわずかに残っていたアルミ製錬も2014年に終了し、現在は新地⾦を100%輸⼊。
海外資源の安定確保を図るため、商社、アルミ圧延メーカー等が出資することで、海外でのアル
ミナ及びアルミ製錬プロジェクトを実施。アルミ新地⾦権益は約90万トン、アルミナ権益は約80
万トンを⽇系企業が保有しており、こうした取組みは引き続き重要。

・国内リサイクルの⼀層の推進
→従来のカスケードリサイクルから、⽔平リサイクルへの移⾏を⽬指し、新リサイクルプロセスについ
ての検討が進展。引き続き、アルミのリサイクル率向上に向けたリサイクル技術開発にも取り組む。
→⼀部の鉄鋼スラグからのフッ素等の溶出による⽔質・⼟壌汚染が引き⾦となり、鉄鋼業界では
アルミドロス残灰の利⽤を取りやめる企業が出ているため、国内で発⽣するアルミドロス残灰の有
効利⽤のため、新たな利⽤先調査等にアルミ業界全体で取り組む必要。

・海外を含めた資源循環の構築
→アルミ⽸のリサイクル率は⾼⽔準で推移する⼀⽅、使⽤済みアルミ⽸の海外流出が増加し、2015年からアルミ⽸輸出量の統計を開始。再⽣資源の流
出防⽌は資源をもたない我が国にとって重要な課題。

→アジア等の海外におけるアルミリサイクルについても協⼒していくことで、⾮鉄⾦属では最⼤の需要規模を持つアルミニウム産業全体の資源有効利⽤、ひい
ては我が国及び世界の循環型社会構築に貢献していくことが重要。2002年に我が国が制定したJIS規格「鉄鋼⽤アルミニウムドロス」が、中国を中⼼とす
る東アジア及び東南アジアで取引の基準となり、鉄鋼⽤副資材としての再利⽤及び国際間取引が拡⼤した例もある。

４．アルミニウムの資源確保と循環型社会の構築
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日本
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エンザス
（ニュージーランド）

337 70 水力

1971年4月生産開始

1971年7月地金引取開始

稼動中

日本：住友化学　20.64％
外国：Pacific aluminium（リオティント） 79.36％

ベナルム
(ベネズエラ）

450 90 水力

1982年2月生産開始

1982年10月地金引取開始

稼動中

日本：昭和電工　７％、住友化学　４％、三菱アルミ　１％、神戸製鋼　４％

　　　三菱マテリアル　３%、　丸紅　１％

外国：CVG（ベネズエラ、ガイアナ開発公団）　80％

アサハン
(インドネシア）

225 133 水力

1982年2月生産開始

1982年10月地金引取開始

稼動中

日本：日本アサハン　59％（製錬5社、商社７社、国際協力銀行）

外国：インドネシア政府　41％
※2013年12月に、日本側が全保有株持分をインドネシア政府にへ売却し、合弁解

消

ボイン・スメルターズ
（豪州）

545 223 石炭火力

1971年4月生産開始

1971年7月地金引取開始

稼動中

日本：①SLM Australia 9.29％、②SLMA No.2 7.71%、③Ryowa Development
5.19％、④Ryowa DevelopmentⅡ 6.46% YKK　住友化学2.46%
外国：リオティント・アルキャン　59.25％
※①、②は、住友軽金属、丸紅、住友商事が所有。③は三菱商事、三菱豪州の所
有。④は三菱商事、三菱マテリアルの所有

ポートランドスメル

ター
（豪州）

352 79 石炭火力 1987年生産開始
日本：丸紅　22.5％
外国：アルコア　55％、中国CITIC　22.5％

アルエット

（カナダ）
550 37 水力

1992年6月生産開始

1992年9月地金引取開始

日本：丸紅　13.33％
外国：オーストリアメタル　20％、ケベックInvestissement　6.67％、

　　　ハイドロ　20％、リオティント・アルキャン　40％

アルブラス
（ブラジル）

445 218 水力

1985年7月生産開始

1986年11月地金引取開始

稼動中

日本：日本アマゾン　49％
         （製錬3社、商社及び銀行9社、ユーザー4社、国際協力銀行）

外国：ハイドロ 51％　※2010年にヴァーレが権益（51%）をハイドロへ売却

モザール

（モザンビーク）
506 127 水力

2000年12月第1期
25.3万トンで生産開始

2003年8月第2期
25.3万トンを増設

日本：三菱商事　25％
外国：BHPビリトン　47.11％、南ア工業開発公団　24.04％、

            モザンビーク政府　3.85％

アルミナ

6,260 394 －

アルミナ

3,100 434 －

サラワク
（マレーシア）

440 88 石炭火力

2009年8月　第1期 12万トン

2012年9月　第2期 32万トン

2016年1月　第3期 32万トン

（計画）

日本：住友商事　20％
外国：Press Metal Sarawak Sdn. Bhd 80%

アルノルテ
（ブラジル）

1995年10月生産開始

稼動中

日本：日本アマゾン　2.6％、ジャパン・アルノルテ・インベストメン　0.5％
　　　三井物産　1.6％、三菱商事　0.6％
外国：ハイドロ　91％、コンパニア・ブラジレイロ・デ・アルミニオ　3.6％
　　　※2010年にヴァーレが権益（57%）をハイドロへ売却

ワースリー
（豪州）

1984年完成

稼動中
2012年 460万トンへ拡張

日本：双日　4％、ジャパン・アルミナ・アソシエーツ　10％（伊藤忠、双日）

外国：BHPビリトン　86％

プロジェクト名

生産能力

電源 進捗状況等 出資会社
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出所：公開情報 、⽇本アルミニウム協会資料から⽇本総研作成

出所：アルミ⽸リサイクル協会資料から出所：アルミ⽸リサイクル協会資料から
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2030年を⾒据えたアルミニウム産業戦略

素材産業は需要産業（ユーザー企業）の業況に⼤きな影響を受けることから、2030年を⾒据えたアルミニウムの主要な需要産業動向を整理し、より
⻑期的視点から今後の⽬指すべき⽅向性について検討。我が国のアルミニウム産業はこれまでユーザー企業からの⾼い要求に対して短期間で的確に対
応し、⾼品質・多品種のアルミニウム製品を開発・提供できることが⼤きな強み。

（１）ユーザー対応⼒の更なる醸成
主要な需要産業の動向を俯瞰的に捉えると同時に、幅広い分野のユーザー企業と密な対話を継続し、プロダクトイノベーションや営業の対応能⼒を醸

成し続けることが必須。

（２）海外展開と国際競争⼒の強化
国内市場の縮⼩を背景に国内アルミニウム関連企業の国際化は急速に進んでおり、今後は海外市場でのシェア獲得がアルミ産業の成⻑には⽋かせな

い。欧⽶アルミメジャー・中国企業の規模をいかしたコスト競争⼒に対抗するため、プロセスイノベーション等による上流⼯程と下流⼯程のコストダウン技術
開発を強化していくことが重要。

（３）IoT技術の活⽤と循環型社会の構築
先端IT・IoTの導⼊が進む海外メジャー企業に対応するため、IoT活⽤による安全活動や⽣産⼯程の⾒える化、ロボット化・⼈⼯知能活⽤による省

⼈化についての検討も進めることが重要。その他にも⽔平リサイクルの推進によるリサイクル原料⽐率向上、循環経済の実現が⼤きな⽅向。

（４）国際イニシアチブの“Aluminium Stewardship Initiative”（「ASI」、アルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ）の設⽴
2012年にアルミニウム産業全体の持続可能な社会の実現へ向け「ASI」が設⽴。「ASI」は2015年に温室効果ガスの削減も含むアルミニウム関連産

業全体のボーキサイトの採掘から、⼀般消費者向け製品の⽣産、リサイクルにいたるまで、⼀連のアルミニウムのバリューチェーンにおけるサステナビリティ課
題解決を⽬的として新たな基準”Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard”を公表。上流から下流までのバリューチェーンの
透明性確保と物づくり技術の向上に努めていくことが求められる。

（参考）2006年アルミニウム産業戦略の柱
１．国際的に通⽤する競争⼒の育成
２．社会制度の構築による需要開拓
３．ユーザーと⼀体となった国際展開の推進
４．アルミニウムの資源確保と循環型社会の構築

総論
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2030年を⾒据えたアルミニウム産業戦略（需要分野毎１／２）

○需要動向
世界的な燃費規制強化の流れで、アルミ採⽤により⾃動⾞の軽量化を図り、燃費を向上するニーズは⾼く、この動きは今後も続く⾒込み。また、

HEV、PHEV、EV関連で、電池⽤部材としてもケース材、外装材、集電体としてのアルミ需要増が⾒込まれる。

○今後の対策
★⾃動⾞軽量化に関してはマルチマテリアル化への対応が必須であり、異材接合技術の向上に取り組む。⾞載⽤リチウムイオン電池として、安全・安⼼
な⾼付加価値素材の開発を実施。
★価格競争⼒強化に向け、海外⽣産拠点の設置、現地パートナー企業との提携等により⽣産コスト低減に努⼒。また、国内・国外ユーザー企業との
対話を通じて、グローバル戦略⾞への部品、材料提供に取り組み、海外シェア拡⼤を図る。
★ユーザー企業の軽量化努⼒が⼀層加速化されるような制度設計を促進。

○需要動向
2014年に建材トップランナー制度に住宅⽤サッシが追加され、サッシはアルミから樹脂へシフトする⾒込みで、国内サッシ分野のアルミ需要は減少の⾒

込み。国内⼈⼝減により、国内の建設需要（住宅の新規着⼯⼾数）の増加は期待できない。⼀⽅、⾼度成⻑期に整備された公共インフラ、特に橋
梁の架け替えなど、公共インフラ建築物の更新に対する需要増が期待。

○今後の対策
★現在、アルミ製橋梁の実績がほとんどないため、⾃治体を巻き込んだ実績作りを推進。
★橋梁の架け替え需要に対応するため、アルミの強みである加⼯性の良さを活⽤した部材開発を⾏い、強度⾯での課題を補完するなど技術的検討を
実施。
★価格競争⼒については、メンテナンスコスト等の低減など、アルミに置き換えた場合のトータルライフサイクルコストの優位性を訴求。
★建設分野でも、アルミの強みを⽣かす部材開発を進めているが、アルミ素材の弱み（例：耐⽕性）を改善する新材料の開発を実施。

１．輸送機器（⾃動⾞、鉄道、航空機）

２．建設・⼟⽊（サッシ、内外装、他）
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2030年を⾒据えたアルミニウム産業戦略（需要分野毎２／２）

○需要動向
国内ではボトル⽸開発やコーヒー⽸のアルミ化で、近年、需要が増加したが、⻑期的には⼈⼝減により国内市場の伸びは期待できない。⼀⽅、海外

新興国では、⼈⼝増や経済成⻑に伴う⽣活⽔準の向上で、飲料⽸や⾷品包装向け箔需要の拡⼤が⾒込まれる。家庭箔についても同様。
飲料⽸、⾷品包装⽤箔、家庭箔に対する安全・安⼼・清潔、軽量、易リサイクル性、⾷品包装向けの加⼯適性に優れたアルミのニーズは⾼い。

○今後の対策
★ユーザー産業との対話を通して、機能性の向上による⾼付加価値化や加⼯性の良さを⽣かした新型容器への適⽤等を模索。
★海外シェア獲得のため、海外⽣産拠点の設置、現地パートナー企業との提携等による価格競争⼒の強化を実施。⾼品質、⾼付加価値で差別化
を図りつつ低コスト化を実施。安価な中国製の⾷品包装⽤箔の輸⼊が増加しており、安全・安⼼等の⾼付加価値を確保しつつ、コスト競争⼒強化を
実施。
★アルミ⽸のリサイクル率向上、アルミ⽸スクラップの国内循環へ向けた取組を継続的に実施。

３．⾷料品（飲料⽸、⾷品包装向け箔、家庭箔）

○需要動向
エアコンは国内では⻑期的には⼈⼝減による需要減の⾒込み。⼀⽅、海外新興国では⼈⼝増、経済成⻑による購買⼒増により、エアコン需要拡⼤

の⾒込み。
リチウムイオン電池の⾼性能化や⾞体の軽量化ニーズによる⾃動⾞⽤電⼦機器の導電材料（銅）のアルミ電線化に対するニーズが⾼まり、需要拡

⼤の⾒込み。PC等に利⽤される外部記憶装置（HDD）は、今後もクラウド化や情報社会の⾼度化が進展し、需要が増加する⾒込み。

○今後の対策
★ユーザー産業との対話・ニーズの理解を基とする個社ベースでの技術開発を実施。我が国企業が⾼いシェアをもつHDD基盤についても、素材製造技
術、加⼯技術の⾼度化を進めることで競争⼒を維持していくことが重要。
★それぞれの⽤途に応じ低コスト化を実施。
★銅電線からの置換需要については、アルミ地⾦そのものが低価格であり市場価格が⽐較的安定している点について需要家の理解を醸成。

４．家電・PC 周辺機器、電⼦機器等（エアコン、パソコン、⼆次電池や電⼦デバイス部品）



伸銅産業
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伸銅産業の現状分析
１．⽣産規模
・伸銅品⽣産量：⽶国・⽇本・欧州における伸銅品⽣産量は微減傾向。中国は逆に⽣産量が急速に拡⼤し、2000年に⽶国を上回った。
・国内出荷量：リーマンショックによる需要の急激な落ち込みを除いても、国内伸銅品出荷量は需要傾向・出荷先の変化等により1991年をピークに漸減。

２．主要需要分野
・需給動向：リーマンショックの際に産業機器を中⼼に需要が落ち込んだが、産業機器需要の回復、輸送機器の需要増により堅調に上昇。
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伸銅業戦略（2006年）の進捗状況（１／２）

・ユーザー産業との連携の⼀層の強化
→ユーザー産業やユーザーの⽣産拠点に変化による影響はあったものの、⾼強度・⾼性能部材の開発・製造を進めることで競争⼒を維持

・材料技術での技術基盤⼒の向上
→従来は個社単位での研究開発が進められてきた⼀⽅で、近年は業界横断による合⾦開発についても検討がすすめられている。

・技術流出の防⽌
→ユーザーの⽣産拠点の海外進出に伴い、銅条メーカーの⽣産拠点も海外展開が求められる状況となったが、各社、スリット加⼯等の最終加⼯
⼯程の移管に留め、競争⼒の源泉である溶解・圧延の上流⼯程は国内に維持することで技術流出の防⽌を実施。

１．銅条分野

・世界に先駆けた国内新需要の開拓
→熱交換器における⾃然冷媒（CO2）の採⽤や⾼圧化ニーズに対応した⾼強度薄⾁銅管の開発や、銅の殺菌性を利⽤した医療⽤ガス配管への
銅管の適⽤を進めることで、国内における新規需要に対応。
ただし、医療分野における銅管需要はさほど⼤きくないため、さらなる需要獲得に向けた取り組みを進めることが必要。

・技術流出の防⽌
→個社単位で実施。

・アジアとの連携、国内グループ化の検討
→アジアとの連携については、東南アジア諸国への事業展開や現地⽣産拠点の⽣産能⼒強化を進めることで、需要取り込みを実施。
国内メーカーについては事業再編を通じて再編が進展している。

２．銅管分野
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伸銅産業戦略（2006年）の進捗状況（２／２）

・環境規制強化・耐腐⾷性への対応⼒強化
→切削性の向上のために添加されている鉛の⽔道⽔への溶出基準の厳格化や欧州における環境負荷物質の規制強化を背景に⾼い切削性と耐
腐⾷性を兼ね備えた鉛レス銅合⾦を開発。環境規制に対応した製品の開発は、競争⼒の維持にも寄与。

・次世代投資のための収益が上げられる業界構造への転換
→ＣＫサンエツやキッツメタルワークスを中⼼に⼤規模な業界再編が進展。また、⽣産拠点の集約化に伴う⽣産性の向上世界シェア上位に匹敵する
⽣産能⼒の⼤規模化も実施。

・取引慣習是正による銅価⾼騰分の製品価格への転嫁
→銅価⾼騰分の製品への適正な転嫁に関する業界における課題の共有・改善をすすめることで、取引慣⾏の是正を実施。

３．⻩銅分野

・国内及びアジア⼤でのリサイクルシステムの構築
→⻩銅製品を中⼼に、伸銅品の多くはサイクル原料を使って製造されているため、近年の「中国へのリサイクル原料の流出」という課題は存在するものの
国内のリサイクルシステムについては確⽴している状況。⼀⽅のアジア⼤でのリサイクルシステムの構築については、経済合理性やその必要性を含めた
検討を⾏う必要がある。

・伸銅産業の通商戦略・国別通商戦略の検討
→中国やインドネシアなどの需要が多く⾒込める地域において、5％を越える関税率が設定されている国があるため、ＥＰＡ・ＦＴＡを活⽤した通商
戦略を進め、伸銅品の競争⼒の強化を今後も実施していく。

・産学官の連携
→産学が連携した研究開発を進めることで、⼈材の育成に貢献。また、ネット7による産学官が連携した⼈材育成についても取り組みが進められている。

・海外活動に関する統計や業界体制の整備
→IWCC等との連携により海外事業者の動向や各国の⽣産・需要動向を補⾜できる体制が構築されており、必要な統計情報についてもある程度
収集できる体制になっている。

４．品種横断的な取組
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2030年を⾒据えた伸銅産業戦略

素材産業は需要産業（ユーザー企業）の業況に⼤きな影響を受けることから、2030年を⾒据えた伸銅製品の主要な需要産業動向を整理し、より
⻑期的視点から今後の⽬指すべき⽅向性について検討を⾏う。
その⼀⽅で、我が国伸銅産業は、製品ごとに⽤途や需要先が⼤きく異なっているため、先ずは⾦属素材競争⼒強化プランの具体化に向けた伸銅業界

の取り組みを検討し、その後需要分野ごとに2030年を⾒据えた産業戦略の策定を⾏う。

（１）技術開発戦略
近年、⾮鉄⾦属ならびに⾦属に関係した電気・電⼦⼯学の研究が減少していることから、⼤学との共同研究を⾏うことで⼈材育成基盤の強化に取り
組むとともに、低鉛快削性⻩銅をはじめとする環境規制に適合した製品の開発・JIS化を⾏うことで競争⼒の維持を図る。

（２）国内製造基盤強化戦略
⽣産⼯程における⾒える化による製造コストの削減やはさまれ・巻き込まれ事故等の産業事故の低減のため、ロボットか・ITの更なる活⽤による省⼈化
の検討を進める。
また、熱間鍛造⼯程をはじめ、これまで『経験』を元に⾏われてきたプロセスにIoTを導⼊してデータ収集・分析を⾏い、製品品質を左右する要因を洗い
出すことで、再現性の更なる向上を図る。

（３）グローバル戦略
伸銅業界はリサイクル品を原料の⼤部としている事業者も多く、中国等への国内リサイクル資源の流出は、国内における原料不⾜・調達動向に⼤きく
影響することから、リサイクルプロセスの情報収集や透明化に務めるとともに、リサイクル原料の品質を維持した形でのリサイクルフローの円滑化に向けた
検討を進める。

総論
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2030年を⾒据えた伸銅産業戦略（需要分野毎１／２）

○需要動向
IoTの進展や、現実となりつつあるユビキタス社会の到来により、情報通信機器に⽤いられる端⼦コネクターや半導体部品の需要は世界の多くの地域
において増加すると予想されている。また、素材としても加⼯性に優れ、導電性にも優れた合⾦ニーズが増加すると予測される。

○今後の対策
★⾃動⾞向け半導体部品においては、熱や腐⾷に強い合⾦やメッキ技術の開発が求められており、今後も継続した技術開発を進める。
★クラウド技術の進歩に伴い、パソコン向け半導体デバイス需要（既存需要）は減少しているが、データセンターやサーバー向けに使⽤される半導体
デバイス需要（新規需要）が増加傾向にあることから、需要先に応じた材料開発・技術開発が求められる。

★中進国の素材メーカーの技術⼒向上により、⾼導電率・低強度の銅合⾦のシェアは漸減すると予想されるが、中〜⾼強度合⾦についてはさらなる
⾼品位化が要求されると予想されるため、競争⼒維持の観点からもニーズに対応した技術開発の検討を継続する。

○需要動向
⾃動⾞分野においては、快適性・安全性追求による電装化の進展に伴い、1台当たりの端⼦コネクター使⽤量は漸増すると予想されており、また、
軽薄・短⼩化が進む信号⽤端⼦分野においては、⾼信頼性・易加⼯性素材ニーズが⾼まると推測される。
鉄道分野においても、近年、快適性・利便性向上の観点から、情報通信機器の搭載量が増加しているため、そこに⽤いられるデバイスや端⼦コネク
ターの品質向上が求められる。

○今後の対策
★ユーザーニーズに応じた技術開発を継続して実施する。
★コネクター需要は増加すると予想される⼀⽅で、燃費規制による軽量化要請に伴い、ワイヤーハーネスのアルミ化が進展する可能性があると予測
されている。その場合、端⼦コネクターとワイヤーハーネスの接合技術や接合部分の腐⾷対策が求められるため、これらの技術開発についても進める
必要がある。

１．半導体IC・電⼦機器

２．輸送機器
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2030年を⾒据えた伸銅産業戦略（需要分野毎１／２）

○需要動向
今後、国内市場については需要は減少すると考えられるが、東南アジアを中⼼とする新興国の⼀⼈当たりのGDPの成⻑や購買⼒の増加、そして
東南アジアの気候的特性も相まってエアコン需要は拡⼤するものと⾒込まれる。

○今後の対策
★空調⽤の銅管は、内⾯溝付銅管の開発をはじめ、多様な技術開発が進められており、技術開発の余地は限定されてきていると⾔われている⼀⽅、
薄⾁化・⾼強度化・熱交換性能の向上等の⾯での『差別化』に関する技術的余地は残っており、これらを軸とした技術開発の検討を進める。

★コスト競争⼒において優位性を有するキャスト&ロール⽅式の製造プロセスについては、過剰な設備更新となるため、現時点での採⽤は検討して
いないが、実⽤化に向けた技術開発が進められている多孔管等の新製品の製造プロセスについては、技術動向について今後も注視していく。

★今後増加すると予想されている新興国需要に対応するため、東南アジアやインドにおける販売チャネルの構築・拡⼤を図る。

○需要動向
東南アジア等の新興国の⼈⼝増加や⼀⼈当たりのGDPの成⻑、購買⼒の増加により、⽇⽤品の需要についても増加するものと⾒込まれる。

○今後の対策
★現在、⾼い競争⼒を有している⾼付加価値品においては、技術競争⼒の維持のため、今後も継続して積極的な研究開発を展開するとともに、
汎⽤品分野における商品展開や、省エネの推進・⾃動化による⽣産性向上・コスト削減を通して、製品のコスト競争⼒を⾼め、海外需要の取り
込みを進める。

★ユーザー産業と連携しつつRoHS規制やELV指令等の国内外の環境規制への働きかけや、環境規制に対応した新製品・材料を開発することで、
環境規制を事業の参⼊障壁とするとともに、規制をはじめとする制度を我が国企業の競争⼒の維持・強化に繋げる。

３．空調⽤銅管

４．⽇⽤品



マグネシウム産業
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マグネシウム産業の状況
１．⽣産規模
・国内需要量：約4万t(2014年) ピークは約4.6万t(2007年)
・マグネシウム加⼯企業数：52社(2014年)（2005年 80社）

２．主要需要分野
・添加剤・還元剤

マグネシウムの需要の多くは添加剤・還元剤。
アルミニウム合⾦展伸材（板材、形材）には約2万tのマグネシウムを

合⾦⽤添加剤に使⽤。その他に、鉄鋼脱硫、チタン製錬⽤、化学業界
向けの触媒等に利⽤。

2007年がピーク

数
量

（
トン

）

○世界のマグネシウム需要量推移
・世界需要量：約82万t(2013年）
世界的に需要量は増加傾向、最近10年で中国急増

数
量

（
千

トン
）

・構造材
ダイカスト、マグネ射出成形の需要が減少し、展伸材の需要が増加 数

量
（

トン
）

構造材⽤途別需要量の推移
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マグネシウム資源確保の状況
・2014年の世界⽣産量は102.9万t、中国の⽣産量が⼤幅に増加（87.4万t（2014年）←45.0万t（2004年））し、寡占化がさらに進展
・国内で消費されるマグネシウムのほとんどが中国からの輸⼊
・マグネシウム地⾦の価格は2009年に⼀時的に⾼騰したものの、現在は落ち着いている。

千
円

／
トン

マグネシウム地⾦の国内価格推移

数
量

（
トン

）

数
量

（
千

トン
）

国別マグネシウム輸⼊実績

世界のマグネシウム⽣産量
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マグネシウム産業戦略（2006年）の進捗状況（１／２）

■ 軽量化素材⼀般⽤途への適⽤
→⽇本マグネシウム協会内に、⾃動⾞マグネシウム適⽤拡⼤検討委員会及びマグネシウム合⾦⾼速⾞両構体実⽤化技術委員会を設⽴。マグネシ
ウムの特性（軽量性、⽐剛性等）を⽣かし、川下メーカー（⾃動⾞及び鉄道⾞両メーカー等）と共に、⾃動⾞及び鉄道⾞両へのマグネシウムの適
⽤を検討。
→経済産業省の⾼機能JIS等整備事業として、「難燃性、不燃性マグネシウム合⾦の特性評価⽅法」について検討を実施。マグネシウム加⼯の安全
性対策により、マグネシウム⽕災事故は減少。

■ 軽量以外の特性にも着⽬した⽤途への適⽤促進
→振動吸収性を⽣かしてスタンド、カメラ三脚等が開発。また、⽐剛性を⽣かして、福祉医療器具、フレーム、ホイール等も開発。

■ マグネシウム特有の弱点の克服と国際競争⼒の強化
→経済産業省「⾰新的新構造材料等開発」において、耐腐⾷表⾯処理の開発や難燃性マグネシウム合⾦の開発を実施中。
→材料レベルから基本特性を向上させ、マグネシウム板プレスによる⾼精度・⾼付加価値のパソコン・携帯電話の筐体等の分野を開拓。
→マグネシウム合⾦の弱点である耐熱性、耐クリープ性、表⾯処理などの克服のための、展伸材の耐クリープ合⾦技術の開発等、技術開発を実施。
耐熱性に係る特許件数33件、耐クリープ性に係る特許件数7件を取得。
→表⾯腐⾷への対応として、化成処理等の最適条件の確定とデータベースの整備、他⾦属との接触時の流電腐⾷防⽌策、接合の適⽤技術の開発
を実施。耐⾷性に係る特許件数2件を取得。
→圧延加⼯コスト低減の温間圧延、温間プレス等の技術開発を各社で実施。

■ 地球温暖化ガス抑制への対応策
→NEDOプロジェクト「SF6フリー⾼機能発現マグネシウム合⾦組成制御技術開発プロジェクト」を実施。
⽇本マグネシウム協会の⾃主⾏動計画に加え、2007年度からは国の「地球温暖化防⽌⽀援事業」に
よる助成を積極的に受け⼊れ、 SF6ガス代替への取組みを進めた結果、年々溶解量当たりのSF6ガス
使⽤量は減少。

１．軽量化素材としてのマグネシウム産業

⽇本における溶解量1トン当たりのSF6ガス排出量（単位：kg）
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マグネシウム産業戦略（2006年）の進捗状況（２／２）

■ マグネシウムを含む軽量化材料の活⽤を促進する社会制度構築
→省エネ法に基づき、トップランナー制度の燃費基準が設定。⾞体の軽量化ニーズの動きを踏まえ、⽇本マグネシウム協会内に、⾃動⾞マグネシウム適
⽤拡⼤検討委員会及びマグネシウム合⾦⾼速⾞両構体実⽤化技術委員会を設⽴。マグネシウムの特性（軽量性、⽐剛性等）を⽣かし、川下メー
カー（⾃動⾞及び鉄道⾞両メーカー等）と共に、⾃動⾞及び鉄道⾞両へのマグネシウムの適⽤を検討。

■ マグネシウムの資源確保とリサイクル循環の構築
→マグネシウム製品のリサイクルに関する「マグネシウム製品等のリサイクルシステム可能性調査」を実施したものの、表⽰⽅法の整備、分析⽅法及び技
術開発は検討中。

１．軽量化素材としてのマグネシウム産業

■ マグネシウムの約5割は合⾦添加剤として利⽤されており、マグネシウム地⾦の安定確保はアルミ合⾦製造において重要な課題であり、⽇本企業の
独資によるマグネシウム地⾦精錬等の検討が必要。

→現時点では2006年よりも中国からの供給がより⾼まっている状況。各企業でも中国以外の国でのマグネシウム製錬のＦ／Ｓ調査や各企業・国研
等で低コストのマグネシウム製錬法の検討を実施中。

２．添加剤としてのマグネシウム産業

■ 軽量素材・添加剤としての利⽤では、⽤途別需要等のデータが不⾜しており、業界団体を中⼼に統計の整備を図るべき。
→⽇本マグネシウム協会が年1回、出荷統計調査を実施。

■ 輸出⼊通関統計の整備、海外からの輸出⼊統計についての⼗分な整備
→⽇本マグネシウム協会において、統計整備を検討中。

３．マグネシウム需要統計、通関統計の整備
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2030年を⾒据えたマグネシウム産業戦略（需要分野毎１／２）

素材産業は需要産業（ユーザー企業）の業況に⼤きな影響を受けることから、2030年を⾒据えたマグネシウムの主要な需要産業動向を整理し、よ
り⻑期的視点から今後の⽬指すべき⽅向性について検討。また、各需要分野それぞれでの取り組みに加えて、分野横断的にIoT・ビッグデータ・⼈⼯知
能の導⼊によって⽣産レベルを上げることが、⽇本のマグネシウム産業の競争⼒向上につながる。⽣産⼯程における⾒える化による製造コストの削減、⽕
災を中⼼とする産業事故の多いマグネシウム製品製造業務において、ロボット化・⼈⼝知能の活⽤による省⼈化等の検討を進めていくことが重要。

総論

○需要動向
インターネットやモバイルコミュニケーションの普及により、パソコン、スマートフォンの需要は新興国を中⼼に拡⼤する⾒通し。パソコン、スマートフォンにおい

てはより軽量化、⾼強度化、デザイン性が求められる流れでマグネシウムのニーズが⾼まる⾒込み。

○今後の対策
★ユーザー産業との対話・ニーズの理解を基に個社ベースでの技術開発を実施。
★パソコン、スマートフォンの組⽴加⼯は中国・韓国・台湾で⾏われていることが多く、重要な技術やノウハウの流出に注意しつつ、マグネシウム部材におい
ても現地⽣産を進めることでコスト削減を実施。
★既存のマグネシウム合⾦は加⼯性が悪いことから、⾼成形性マグネシウム合⾦の材料開発が重要。

１．パソコン、スマートフォン

○需要動向
新興国では、経済成⻑によって輸送機器そのものの需要が伸びる⾒込み。先進国では、地球温暖化対策として燃費の向上が求められることから、輸

送機の軽量化需要があり、⾃動⾞、鉄道、航空機において、より軽量で耐久性があり丈夫な部材であるマグネシウムのニーズが⾼まる⾒込み。軽量化
ニーズに伴い、アルミニウム合⾦の需要も増加すると考えられ、アルミニウム合⾦への添加材としてのマグネシウム需要も拡⼤⾒込み。

○今後の対策
★ユーザー産業との対話・ニーズの理解を基に個社ベースでの技術開発を実施。燃費規制等で⾃動⾞の軽量化ニーズが⾼まり、マグネシウムの⼤型展
伸材の製造に向けた技術開発や接合技術の開発が重要。
★鉄道分野では構造材の信頼性も重要であり、難燃性マグネシウム合⾦の開発を実施。
★マグネシウムを使った輸送機の需要拡⼤に向け、ユーザーへの情報提供の取組を強化。

２．⾃動⾞、鉄道、航空機
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2030年を⾒据えたマグネシウム産業戦略（需要分野毎２／２）

○需要動向
⾼齢化社会では、介護福祉機器や⽣体医療⽤マグネシウムの需要増加が期待。軽量、丈夫、⽣体吸収性等の特性により、医療機器へのニーズも

拡⼤する⾒込み。⾞椅⼦、シルバーカー、歩⾏器、松葉杖、ステッキ、義⼿、義⾜などは⼈間が移動、⾏動するための補助機器であり、軽さが求められる
と同時に、⼈の命も守ることから強度⾯での要求も強い。さらに、マグネシウムは、⽣体吸収性能も有し、⽣体材料としてステント、ボーンプレート、ボルト、
ステプラー、縫合⽷、⾎管接合材等への適⽤も⾒込まれる。

○今後の対策
★ユーザー産業との対話・ニーズの理解を基に個社ベースでの技術開発を実施。軽量であると同時に⾼強度なマグネシウム製品を開発する必要。
★介護福祉機器に使⽤される材料には、さらなる軽量化ニーズからマグネシウムにも注⽬。マグネシウムとアルミニウムの地⾦価格は⼤差ないことから、マ
グネシウムの加⼯コストを削減し、性能と価格競争⼒を有する製品提供に取り組む。
★⽣体医療分野では、製造技術の効率化によって、コスト低減を実施。

○需要動向
マグネシウム電池は、海⽔などを注⼊する⼀次電池として、海難⽤やオゾン層観測⽤のバッテリーとして利⽤。軽量、安全性、⾼電気容量等で、災害

時の緊急⽤エネルギー源としてニーズの拡⼤が期待。

○今後の対策
★マグネシウム表⾯への堆積物沈着によるイオン化の妨害や⾃⼰放電などの対策が必要。
★⻑期の耐久性があり、⻑期間の保管が可能であるが、使⽤後の廃棄処理の確⽴が必要。

３．健康医療分野

４．エネルギー分野

○需要動向
マグネシウムは低電位であり優れた反応性を⽰すことから、アルミニウムや銅合⾦に添加されるとともに、製鉄⼯程においてSO2ガスを吸着、塩素や硫⻩

分の還元で、⺟材⾦属材料の特性を向上。合⾦等の軽量化、⾼強度化、⾼耐⾷性などのニーズから需要拡⼤を期待。

○今後の対策
★添加剤や還元剤⽤のマグネシウムのコスト低減のためリサイクル材の有効活⽤の取組が重要。

５．添加剤、還元剤分野



電線・ケーブル産業
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電線・ケーブル産業の現状分析
１．⽣産規模
・銅電線⽣産量：中国の⽣産量が急速に拡⼤する中、⽇本はほぼ横ばいながら
⽶国に次ぐ世界3位の⽣産量を維持 (04年度:82.7万t → 14年度:69.2万t)

・企業形態：国内企業は400社から約300社に減少、中⼩企業率は79％に微減

２．主要需要分野
・銅電線の主な需要先は建設・電販、電気機械向け。銅電線の国内需要は⾦融危機からは回復傾向
・光製品については中国を中⼼とした海外需要の取り込みにより、輸出量が急伸。

（参考）2019年度国内電線需要予測
・電⼒向け需要の回復や、鉄道関連部⾨の需要増が期待
される⼀⽅で、通信ケーブルの光化シフトや、⾃動⾞⽤ワイ
ヤーハーネスのアルミ化な等より、2019年度の国内需要は
2014年度⽐＋0.1%となる⾒込み
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電線・ケーブル産業戦略（2006年）の進捗状況（１／３）

・超⾼圧ケーブル等の優れた技術・製品を核とした海外展開。ODAの活⽤や、EPAや投資協定によるビジネス展開の円滑化
→2005年時点において海外展開は33カ国であったところ、2015年には44カ国にまで増加。現地法⼈数も282法⼈から325法⼈に増加しており、

需要地における電線の⽣産・販売（供給）を⾏っている。
また、ビジネスの展開についても業界内に国際問題専⾨委員会を
設置し、経済連携協定などの対応や海外市場の調査を進めると
ともに、欧州電線⼯業会・ドイツ電線⼯業会等の各国の電線⼯業
会と連携した国際規格・標準化の推進を実施。

・ユーザーと連携した世界最⾼⽔準の製品の開発・供給
→⾼い技術⼒が求められる超電導については、電線メーカー各社に

おいて技術開発・実証実験を進めつつ、⾼温超電導ケーブルの
信頼性・安全性の確保を⽬的とした実系統を使った国内実証や、
66kV/5kA、275kV/3kA等の⼤電流・⾼電圧ケーブルの開発を、
NEDOの委託事業を通して実施。また、近年需要が増加している
新エネルギー分野においても、浮体式洋上⾵⾞の動きに追従でき
る22kV/26kVの海中ライザーケーブルを開発し、福島復興・浮体
式洋上ウィンドファーム実証研究事業において運⽤するなど、⾼い
技術レベルの製品開発が進められている。

１．電⼒・通信⽤電線

出典：古河電工ＨＰ

・家庭⽤電源⾼電圧化、電線地中化、電⼒線通信等の社会の要請に会わせた規格・仕様の⾒直しによる需要の創出
→電⼒会社等の電線周辺産業からの要請に応じつつ、ケーブル劣化診断技術・⾼温超電導ケーブルの開発等の電⼒安定供給・送電コスト削減に

向けた技術開発・規格の標準化を推進しているが、⼀部においては法制化の遅れや技術的課題により改善がいまだに⾒込めていない。

・製品ブランドの統⼀、グループ内外での提携、事業再編等、収益⼒向上を⽬指した⼀層の集約化
→電線業界の取引実態の把握するため、電線⼯業会が中⼼となり、電線メーカー・流通事業者に対し、契約⼿続きや契約後の仕様変更、契約の履

⾏状況等において、公正さを失する事象が無いかに関する調査を2007年度・2014年度に実施。
2015年度には、これまでの調査を踏まえつつ、適正取引推進のための取り組み事項や改善点を纏めた「取引適正化ガイドライン」を作成し、電線業
界内や電設業界をはじめとする関係先への周知徹底を推進。

２．建設⼯事⽤電線
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電線・ケーブル産業戦略（2006年）の進捗状況（２／３）

・きめ細かな対応⼒を有する中⼩電線企業の基盤技術の強化、下請け取引慣⾏の是正
→電線⼯業会が中⼼となり、政策情報の⼊⼿と迅速な提供、中⼩企業⽀援施策説明会の開催、会員社要望の政府諸施策への反映に向けた関係

⾏政機関への働きかけ・⼈材育成⽀援を実施。

・ユーザーと連携した⾼付加価値電線の開発、コスト競争⼒を活かした汎⽤電線の現地⽣産拠点化の実施
→ユーザーと電線メーカーが協⼒した⾼付加価値電線の開発体制を構築するとともに、下流製品メーカーの海外進出に併せた海外拠点拡⼤を進め、

ユーザーニーズへの適合を図った。

３．電気機器・⾃動⾞⽤電線
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電線・ケーブル産業戦略（2006年）の進捗状況（３／３）

・「リサイクル基盤の⼀層の確保
→EM電線をはじめ、製品仕様の改善を進めることで、識別⽅法の簡易化や介在レス化を実施。

・戦略的な標準化・規格化の推進
→太陽光発電システム⽤ケーブルや電気⾃動⾞⽤充電ケーブルなどの新たな需要が⾒込める分野におけるJCS規格の制定を実施。

・⼈材や製造装置を通じた海外への技術流出の防⽌
→産業全体としての取り組みは実施していないが、電線メーカー各社にて重要技術の管理・技術流出防⽌に向けた対応を実施。

・産学連携による次世代の⼈材の育成
→⾮鉄⾦属７団体による⾮鉄⾦属ネットワーク協議会（NET7）に参画し、学⽣向けの講演会・⼯場⾒学等を開催することで、⾮鉄⾦属に関わる

⼈材育成を推進。

・海外活動に関する統計整備と国別通商戦略の策定
→国内メーカーの海外活動の全容を把握できる状況にまでは

⾄っていないが、2015年に海外に進出している我が国企業
の銅電線の出荷量に関する統計の収集・整備体制を構築。
国別通商戦略の策定については、電線⼯業会国際問題
専⾨委員会を通した関係機関への働きかけ・調整を進め、
経済連携協定等へ対応。

４．品種横断的な取組
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2030年を⾒据えた電線・ケーブル産業戦略

素材産業は需要産業（ユーザー企業）の業況に⼤きな影響を受けることから、2030年を⾒据えた電線・ケーブルの主要な需要産業動向を整理し、
より⻑期的視点から今後の⽬指すべき⽅向性について検討。
我が国の電線・ケーブル産業は、国内市場での⻑期的な需要拡⼤は⾒込めないことから、新興国をはじめとする海外市場の需要の取り込みを進めて

いくことが重要。

（１）価格競争への対応
汎⽤電線をはじめとするコモディティ化した製品分野においては、中国企業の⽣産量増⼤に伴う安価な製品の流⼊という問題に直⾯しているため、事
業集約や更なる省エネ対策等を進め価格競争への対応を進めていくことが重要。

（２）電線製品の国際標準化の推進
国内電線メーカーが海外市場の需要を取り込んでいくためには価格のみではなく制度⾯での競争優位性を獲得していくことも重要であることから、世界
に先駆けて整備した電⼒インフラの経験を活かしつつ、電線製品の国際標準化を推進していくことが求められる。

（３）再⽣可能エネルギー需要の取り込み
再⽣可能エネルギー需要は、今後も世界全体で拡⼤すると⾒込まれているため、洋上⾵⼒発電を念頭にした⾼圧海底ケーブル需要や、⼤型
電⼒インフラ需要の取り込み・獲得を進めて⾏くことが重要。

（４）製造プロセスへのIoTの活⽤
IoTやビックデータ等のデジタルデータの活⽤については、電線製造プロセスのどの分野に活⽤することが出来るのかについて引き続き検討し、必要性に
応じて導⼊していくことが求められる。

総論
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2030年を⾒据えた電線・ケーブル産業戦略（需要分野毎１／２）

○需要動向
今後は、東南アジア諸国、アフリカ諸国において⼈⼝が急増し、それに呼応するようにインドネシアの東南アジア諸国がGDP上位国となることが予想され

ていることから、このような⼈⼝の増加や、経済成⻑に伴う建設部⾨の需要は新興国において拡⼤するものと⾒込まれる。

○今後の対策
★銅電線に加えて、アルミ電線の技術開発を促進する。また、優位性を求めた合⾦導体の研究開発や、エネルギーロス低減を⽬的とし、環境に配慮し

た導体サイズの適正化技術の拡⼤を進める
★新興国需要の取り込みのためには、海外競合の低価格ケーブルとの価格競争は避けられないため、事業集約、省エネの追求、合弁等による海外企

業の既存製造設備の活⽤等を通して低コスト製造に向けた取り組みを検討・推進。
★世界における電線規格の国際標準化の推進や、新興国での環境規制⾯での制度化⽀援をすすめることで、製品の競争⼒維持・強化を実施する。

また、国内における商慣習の改善を進め、電線メーカーの経営状況の改善を図る。

○需要動向
新興国においては、従来型の⾃動⾞への電線供給が求められる。

⼀⽅の先進国では、EV・HEV等の需要増により、普通・急速充電⽤ケーブルなどのEVケーブルの開発需要に加えて、EV・HEVに使⽤される電線が増
加すると予想されるが、燃費規制を背景とする⾃動⾞の軽量化要請により、アルミワイヤーハーネスなどのニーズが顕在化しており、求められる製品に変化
があると予測される。

○今後の対策
★ユーザーニーズに応じた技術開発を⾏うとともに、新分野における需要の基盤となる規格の標準化を実施。
★新興国における⾃動⾞需要の捕捉においては、低コストでの⽣産を推進する必要があるため、事業集約や省エネの追求、合弁等による海外企

業の既存製造設備の活⽤等を通して低コスト製造に向けた取り組みを検討・推進。
★今後、アルミ電線の需要量が更に増加した場合には、プレミアムについても注視

１．建築

２．輸送機器
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2030年を⾒据えた電線・ケーブル産業戦略（需要分野毎２／２）

○需要動向
先進国を中⼼とした太陽光・洋上⾵⼒・潮流・地熱発電等の再⽣可能エネルギー需要の拡⼤や、⼩規模分散型電源の増加、新興国における無電

化地域への電⼒供給網の整備（電⼒インフラ需要の増加）等により、海底ケーブルや架空送電線をはじめ、それぞれのニーズに応じたケーブル需要は
拡⼤する⾒通しだが、新興国の電⼒インフラ需要は、コモディティ化している分野もあり、海外の低価格ケーブルとの価格⾯での優位性も併せて求められ
る。

○今後の対策
★再⽣可能エネルギー分野においては、欧州や他の地域における動向に注意しつつ、太陽光発電向けPVケーブル規格のように、新分野における電

線・ケーブルの規格を整備し、国内事業者の製造・販売基盤を整備。
★新興国の電⼒インフラ需要には、コモディティ化している分野も存在しており、海外の低価格ケーブルとの価格競争は避けられないため、事業集約や

省エネの追求、合弁等による海外企業の製造設備の活⽤等を通した低コスト製造に向けた取り組みを検討・推進。
★海底ケーブルは、敷設時の外⼒からの保護や⾼腐⾷環境への耐久性等が求められることから⾼い技術⼒が求められており、コモディティ化した分野に
⽐べると低価格品との価格競争となる可能性は低いが、公的スキームの利⽤を含めインフラ輸出⼒の強化を検討。

３．電⼒（グリッド）



チタン産業



・世界のスポンジチタン⽣産能⼒は10年間で2倍以上に拡⼤。
・⽇本は10年前から2位を維持する⼀⽅、中国が2014年に世界1位。
・欧⽶⺠間航空機向けスポンジ⽣産が可能な国は、⽇、⽶、露、カザフスタ
ン。

2014年(291,300t)

スポンジチタン⽣産能⼒シェア（国別）
2004年（127,940t）

*シェアは⽣産能⼒ベースであ
る。

出所：⽇本チタン協会資料から⽇本総研作成
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世界のスポンジチタン⽣産量推移

2012年がピーク

2014年（433,800t/年）

インゴット⽣産能⼒シェア（国別）
2004年（252,900t/年）
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・インゴットも世界の⽣産能⼒は倍増。
・インゴット⽣産能⼒は⽶が1位。中が⽣産能⼒を急拡⼤中。
・⽇本のインゴット⽣産能⼒は世界4位にとどまる。
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2012年以降、中国が世界最⼤の展伸材⽣産国。2014年、⽇本は4位。

１．スポンジチタンの⽣産能⼒及び⽣産量 ２．チタンインゴットの⽣産能⼒

３．チタン展伸材の⽣産量
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国内のチタン展伸材⽤途別出荷と輸出先
2014年の出荷量の輸出割合は2005年と⽐較して20%増加。

国内の最⼤⽤途はプレート式熱交換器⽤であり、総量が減少する中、航空機、医療向けは増加傾向。

主要輸出先はEU、プレート式熱交換器⽤をメインに安定した輸出量を維持。

2014年（14,031t/年）2005年（18,147t/年）
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2014年（10,241t/年）2005年（10,335t/年）（２）チタン展伸材の輸出先

（１）チタン展伸材の⽤途別出荷

出所：⽇本チタン協会資料から⽇本総研作成



チタン産業戦略（2006年）の進捗状況（１／２）

 国内のスポンジチタンメーカーと展伸材メーカーとの連携が強化
→ 2015年、東邦チタニウムと新⽇鐵住⾦は⽇鉄住⾦直江津チタンを設⽴。
→ ⾼品質が要求される航空機向けでは⽇本製のスポンジチタンは存在感あり。他⽅、スポンジチタン製造⼯程で電⼒を多消費するためコスト⾯で厳しく、東
邦チタニウムがサウジアラビアで合弁でのスポンジチタン事業を推進。

 製造コスト低減のための技術開発
→ 安価な低品位鉱⽯を⽤いた製錬技術の開発や製錬、溶解、圧延⼯程を⾰新的に短縮したチタン薄板製造技術の開発の推進。

 品質基準の国際標準化の推進により競争⼒を強化
→ 2005年以降、⽇本チタン協会主導の下、国際規格化について9件の規格策定を主導。

 海⽔淡⽔化⽤の熱交換器の需要は引き続き堅調
→⽇本の純チタン展伸材は、鉄鋼製造で培った技術⼒を武器に、⼀般⼯業⽤途における世界の純チタン展伸材市場拡⼤を牽引。現在の輸出⽐率は約６
５％。競合は中国、⽶国、ロシア。

 燃料電池⾃動⾞部品・医療⽤素材で新規需要を獲得
→⼆輪⾞向けマフラー需要は減少したが、燃料電池⾃動⾞部品、⽣体との親和性からインプラント⽤部材に期待。低コスト化・加⼯性向上が課題。

 航空機⽤の需要拡⼤に向け技術開発・認証取得が課題
→海外の⼤⼿チタン企業であるTIMET（⽶）、RTI（⽶）、VSMPO（露）等は航空機⽤チタン合⾦について、⻑年にわたる出荷・⽣産実績あり。⽇本も
⾼⽔準の品質管理が要求される航空機⽤の認定取得に向け、実績を積み重ねていく必要あり。

１．製錬から加⼯までの⼀貫⽣産における競争⼒の⼀層の強化

２．世界に先駆けた国内チタン需要の開拓
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チタン産業戦略（2006年）の進捗状況（２／２）

 放射能管理基準緩和による原料調達先の分散化
→酸化チタン⼯業会が中⼼となって取組を継続。

 海外資源の確保
→国内スポンジチタンメーカーが低品位鉱⽯の製錬技術開発の取組を推進。

 リサイクルの推進
→電⼦ビーム溶解法（EB法）の導⼊により、チタンスクラップ材を活⽤できる体制が進展。スクラップリターン制度による⽇本国内の航空機部品製造⼯
程で発⽣するスクラップ材の海外流出が課題。

３. 国内製錬のためのチタン資源確保・資源循環

４．輸出の戦略的推進、統計データの蓄積、⼈材育成
 輸出の戦略的推進
→TPP⼤筋合意により、⽶国のスポンジチタン関税は15年後に、展伸材は10年後に撤廃。

 インフラとしての需要関連統計等の整備
→ 統計データの蓄積を継続、形状別出荷統計において⼀部データ区分の細分化を実施。

 ⼈材育成
→ ⾮鉄⾦属7団体による⾮鉄⾦属ネットワーク協議会（NET7）による学⽣向け講演会・⼯場⾒学の実施等、着実に推進。
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2030年を⾒据えたチタン産業戦略

チタンは優れた機能性から今後様々な分野で需要創出を期待。⼀⽅、他素材と⽐較してコストが割⾼なため、2030年にチタンが優位性を確保でき
る素材になるためには製造コストの⼤幅な削減が重要。また、製造コスト削減による需要拡⼤に備え、先⾏して各分野の需要開拓を⾏うことも必要。

 技術開発戦略
製造コスト削減のための⾰新的な製造プロセス技術の開発、新検査技術のチタン製品への適⽤、産学連携による⼈材育成、チタン素材利⽤の有効

性アピール 等
→ 低品位鉱⽯からの製錬技術の実⽤化を推進することにより、調達コストの⼀層の低減を⽬指す。
→ ⼤量の電⼒を必要とするクロール法の改善や⾰新的な製錬技術の開発により、⼤幅なコスト削減に取り組む。

 国内製造基盤強化戦略
産業事故事例の共有・データ蓄積、コスト競争⼒強化のための事業再編の環境整備、電⼒多消費産業団体が連携したエネルギー問題への対応、デ

ジタル化導⼊に関する情報発信 等

 グローバル戦略
産官が連携した通商問題への対応、重要技術管理の厳格化、航空機⽤等海外需要開拓が遅れた分野への対応、原料供給リスクへの対応 等

総論



2030年を⾒据えたチタン産業戦略（需要分野毎１／２）

○需要動向
アジアを中⼼に航空機需要の増加が期待され、航空機部品の需要は今後も拡⼤傾向。2030年の航空機産業におけるチタン需要は１兆円程度と⾒込

まれる。

○今後の対策
★炭素繊維強化プラスチックと相性の良いチタンの特性を活かした技術開発、欧⽶の航空機向け品質認証取得及びチタンスクラップリサイクルの推進による
コスト削減。

○需要動向
現在、チタンが使われている燃料電池⾞等の次世代⾃動⾞の需要は、世界的に⼤きく増加することを期待。2030年の市場規模は25兆円に及ぶと試

算。

○今後の対策
★輸送分野でのチタン利⽤のためには、製造コストの低減が重要課題。
★製錬技術の開発等、コスト削減のための取組を推進。

１．航空・宇宙

２．⾃動⾞部品

３．医療
○需要動向
新興国の⼈⼝増加、経済⽔準の上昇に伴い、医療機器市場は増加する⾒込み。
⽣体との親和性の⾼いチタンは今後医療機器分野で需要を伸ばすことを予想。

○今後の対策
★ 3Dプリンタによる製品製造技術を推進するともに、機器メーカーと連携した許認可取得の円滑化等による開発期間の短縮等により、医療分野での新規
需要の拡⼤につなげる。

43
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2030年を⾒据えたチタン産業戦略（需要分野毎２／２）

○需要動向
初期コストは割⾼でも優れた耐⾷性からライフサイクルコストでチタン建材の需要は拡⼤する⾒込み。

○今後の対策
★加⼯性の優れたチタン素材の開発、チタンの特徴を活かした適⽤部材の拡⼤を推進。

○需要動向
近年、プラント内の導管のチタン化の事例もあり、中近東を中⼼に海⽔淡⽔化プラントの需要は今後も拡⼤する⾒込み。

○今後の対策
★熱交換器に加えてプラント内の導管等の需要拡⼤に向け代替材のニッケル、銅との価格競争⼒を優位にするコスト削減が重要。

４．建設⽤部材

５．淡⽔化プラント



レアアース産業



・中国の埋蔵量は43%で世界トップであり、なおかつ環境負荷が⼩さく、重希⼟類含有量の多いイオン吸着型鉱床が多く存在するため、⽣産量は全体
の87%と独占状態である。

出所：Mineral Commodity summaries 2015（USGS）、JOGMEC NEWS No.27を基に日本総研作成

レアアースの埋蔵量（酸化物量）（2014年） レアアースの⽣産量（酸化物量）（2014年）
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中国に偏在する鉱⽯「イオン吸着型鉱床」のメリット
• 放射性元素を含まないため、製錬・分離が容易である。
• 偏在性の⾼い重希⼟類を豊富に含んでいる。

１．⽣産規模

レアアース産業の現状分析
注）レアアース産業は平成18年非鉄産業戦略に含まれていないことから、進捗レビューの対象外。



・我が国は、レアアースの特殊な機能を活かし、⾼機能磁⽯、⾃動⾞⽤排ガス触媒、⽔素吸蔵合⾦等の将来の需要拡⼤が期待されるクリーンエネルギー
分野に必要な材料開発で世界をリード。

・レアアース危機後、レアアース代替材料開発、リサイクル等の取組により、現在の需要⽔準はピーク時の半分程度。今後、次世代⾃動⾞等の需要増が⾒
込まれるため引き続き注視する必要あり。

・レアアース・ショック後、需要が急降下した研磨剤に代わり、磁⽯、触媒、電池が国内の主な需要⽤途。

２．主要需要分野
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出所：⼯業レアメタル No131 2015（アルム出版社）を基に⽇本総研作成
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2030年を⾒据えたレアアース産業戦略

 技術開発戦略
⾼機能磁⽯等のクリーンエネルギー分野に必要な材料の開発について、今後とも我が国が優位性を確保していくことが重要。このため、原料供給リスクに

留意しつつ、より⾼機能な材料開発を進める。
→ 我が国の⾼機能磁⽯製造⼒の技術優位性を保つため、次世代磁⽯の開発に向けた⾼機能化に資するため、マテリアルズ・インフォマティクス等を活⽤
し、新たな材料開発を推進。

→ レアアース産業の技術競争⼒維持のため、⼈材育成基盤となる産学連携による研究開発の活発化を推進。

 国内製造基盤強化戦略
⼀般社団法⼈新⾦属協会に設置した新⾦属産業災害防⽌対策安全委員会において策定した災害防⽌に向けた⾏動計画の実施を進めるとともに、
IoT技術を活⽤した事故の予防保全、M2M導⼊など、デジタル化が及ぼす変⾰対応に取り組む。

 グローバル戦略
原料調達先への多様化、省資源製品の開発、国内資源循環等の原料調達リスク低減を推進。

我が国における希⼟類のサプライチェーン上の重要性に鑑み、重要技術の流出に留意することに加えて産業競争⼒強化につながる形で、レアアースに関す
る国際標準化に取り組む。
→ 原料調達先の多様化、偏在性の⾼い重希⼟類の省資源化、⼯程内・市中リサイクルの推進、採掘コストの他元素への転嫁回避のため、セリウム・
イットリウムなどの有効活⽤の検討。
→産学のニーズを踏まえ、レアアース産業の健全な発展のため、 ISOの検討等を通じて⽣産からリサイクルまでのサプライチェーンに関する内外の情報交流
を実施。

総論



2030年を⾒据えたレアアース産業戦略（需要分野毎１／２）

○需要動向
★ネオジム磁⽯は、永久磁⽯の中でも⾮常に強い磁⼒を持っているため⾵⼒発電等再⽣可能エネルギー、次世代⾃動⾞、HDD⽤磁⽯、産業機機械等
に使⽤。IoTの推進より世界的にデータセンター、サービス分野での活⽤が⾒込まれるロボット産業、次世代⾃動⾞等の需要拡⼤により、⾼機能磁⽯の需
要も増加傾向。

○今後の対策
★ネオジム磁⽯の作⽤機構を明らかにすることで、⾼機能な次世代磁⽯の開発を進める。ジスプロシウムフリー磁⽯の実⽤化等、更なる⾼機能化を通じて
需要分野の拡⼤を⽬指す。

○需要動向
★⽔素吸蔵合⾦は、⽔素と合⾦の反応により、⽔素を合⾦内に貯蔵できる⾦属で、ニッケル⽔素電池の負極材料として、最も早くから実⽤化されている希
⼟類系合⾦と、希⼟類を使⽤しない合⾦があり、⽔素社会の到来に向けて⽔素貯蔵容器、ニッケル⽔素電池、固体酸化物形燃料電池における需要が
⾒込まれる。

○今後の対策
★ユーザーニーズの把握、原料調達から始まるサプライチェーン全体を通したコスト低減に加えて、吸蔵量の増加等の技術開発を実施する。

１．⾼機能磁⽯（ネオジム磁⽯）

２．⽔素吸蔵合⾦

○需要動向
レアアースが使⽤される触媒は、⽯油精製⽤のFCC触媒（酸化ランタン）

及びガソリン⾞⽤の排ガス浄化に使⽤される三元触媒（酸化セリウムの）の
⼆種類。⽯油精製及びガソリン⾞ともに欧州、北⽶等の先進国では縮⼩し、
新興国では拡⼤する⾒込み。

○今後の対策
★ユーザー産業の海外シフトが⾒込まれる中、ユーザー産業との対話機会
確保、ニーズの把握によりサプライチェーンの維持強化に努める。

３．触媒 世界のレアアース需要推移 （出所：Roskill(2014.11 レアアース国際会議資料））



シリコン産業
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シリコン産業の現状分析
１．⽣産規模
・300mm以上のウエーハの⽣産量は世界全体で約2倍（国内は3倍）に増加。
・200mmは国内は減少傾向だが、世界全体では堅調に推移。

２．主要需要分野
・シリコンウエーハの⽤途はPCやスマートフォンに使⽤される半導体。半導体の
国内需要はスマートフォン市場を中⼼に縮⼩傾向だが、世界規模で⾒ると
アジア・太平洋、アメリカを中⼼に増加する⾒込み。

（参考）2019年度国内電線需要予測
・製造コストの更なる低減に向け、シリコン業界ではウエーハの⼤⼝径
化（450mm）による⽣産性向上が検討されたが、⼤⼝径化は
技術的課題や投資回収リスク等があるため実⽤化が遅れている。

・近年は200mm⼝径既存設備の活⽤したトータルコストの削減
による低コスト化需要が拡⼤。
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シリコン産業戦略（2006年）の進捗状況（１／２）

2006年に⾮鉄⾦属産業戦略を策定した際、シリコン産業は国内の半導体産業（川下産業）との密な連携を想定した、『（半導体産業における）
持続的発展を可能とする国内環境の整備』を⽬標として、「半導体デバイスニーズに合わせた素材開発」「産官学の連携強化」「技術流出の防⽌」とい
う3つの戦略として策定したが、この10年の間に国内需要の低下、国内の川下産業の衰退という『産業戦略策定時に前提としていた条件を覆す』事態
になってしまったため、2006年に策定した産業戦略にとらわれない形で、この10年間におけるシリコン産業の取り組みを振り返る必要がある。

【参考】2006年シリコン産業戦略へのシリコン産業の対応
・半導体デバイスニーズに合わせた素材開発
→当初連携を想定していた国内川下産業は衰退したが、需要の低下した国内のみならず需要地である⽶国やアジアのニーズの取り込みを実施

・産官学連携強化
→個社単位での取り組みを実施

・技術流出の防⽌
→我が国シリコンウエーハ企業は、10年前と変わらず世界トップシェアを維持しており、製造プロセスに関する⾼い技術⼒についても外部に流出させる
ことなく維持が出来ている

１．総論



53

シリコン産業戦略（2006年）の進捗状況（２／２）

我が国シリコン産業は、家電製品や情報通信機器等を製造するセットメーカーと⼀体となった川下産業（半導体メーカー）とのコミュニケーションを
⾊濃く反映させつつ、国内に存在する⾼い競争⼒を有した素材産業・装置産業との協⼒を構築することにより、半導体メーカーや最終製品ごとに異
なるニーズに柔軟に対応した製造プロセス技術を開発し、商品を提供することにで需要の獲得を進めてきた。
また、こうした製造プロセス技術の『独⾃ノウハウ』として我が国シリコンメーカーに蓄積され、そしてこれらの技術を⽀える周辺産業が我が国に存在して

いる（エコシステムが構築されている）ことが、海外シリコンメーカーでは再現できない独⾃の製造プロセス技術の構築へと繋がり、結果として⾼い競争
⼒を維持する⼤きな要因となった。

しかし近年は、需要地の海外移転や中国における半導体産業の内製化など、我が国シリコン産業の技術⼒・競争⼒を脅かしうる要因が顕在化し
ているため、これら脅威への対応・対策が求められる。

２．我が国シリコン産業の強みと今後の課題
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2030年を⾒据えたシリコン産業戦略

半導体⽤のシリコン産業は今後とも、「川下産業との連携」が重要となるため、2030年に向けたシリコン産業戦略は、「半導体が今後どのような⽤途
に利⽤されるのか」をキャッチアップすることが必須条件となり、それを前提に需給の観点から策定を進めることが必要。
従って、本戦略の⾒直しを⾏う際に前提条件に変更があった場合は、今回の⾒直しと同様に、条件にとらわれない形での⾒直しを⾏うこととなる。

2030年における半導体製品の最終⽤途分野は、現在の主要⽤途である「⺠⽣品分野」に加えて、「医療機器」分野「環境・エネルギー分野」「次世
代⾃動⾞分野」「航空・宇宙分野」という4つの産業分野が主な⽤途になると⾒込まれる。
現在の主要⽤途であるスマートフォンなどの⺠⽣品分野は、世界的に更なる低コスト化が進むと考えられているため、市場シェアの維持・獲得に向けた

取り組みを継続して進めていくことが重要となる。
各産業分野については現時点において、市場規模はさほど⼤きくないが、将来的な拡⼤が⾒込まれており、また更なる省エネ化や低コスト化等の技術

開発の余地（ニーズ）が残っている分野であることから、これらの需要をいかに早く獲得していくかが今後の我が国シリコン産業の発展において重要。
また、各分野に共通する内容としては、半導体材料の標準化・規格化をサプライチェーン⼤で戦略的に進め、産業競争⼒の強化を図っていく。

総論
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2030年を⾒据えたシリコン産業戦略（需要分野別）

○需要動向
医療分野において半導体は、内視鏡カプセルや超⾳波診断装置、iPS細胞を活⽤した⼈⼯⼼臓⽤部品等への適⽤が想定されている。
我が国をはじめとした先進国においては、医療機器需要は停滞・減少すると予想されている⼀⽅、新興国においては、医療機器需要は着実に増加すると予想さ

れており、世界全体での医療機器需要は増加すると予想されている。

○今後の対策
★低コスト化、省エネルギー化に資する技術開発を進める。

１．医療機器

○需要動向
再⽣可能エネルギー発電施設⽤のパワー半導体需要は引き続き堅調であると⾒込まれるが、ユーザー側からは更なる省エネルギー化が求められると予想される。

○今後の対策
★発電⽤に使⽤されるパワー半導体の省エネルギー化に取り組む。

２．環境・エネルギー

○需要動向
燃料電池⾞や電気⾃動⾞等の次世代⾃動⾞需要は、先進国・新興国を問わず⼤きく増加していくと思われ、その市場規模についても2030年には25兆円に

及ぶと試算されている。半導体は次世代⾃動⾞の⾃動制御装置や、EV・PHV⽤のパワー半導体として使⽤されていることから、市場規模の増⼤に伴い、需要も
増加すると考えられる。

○今後の対策
★市場規模の増⼤ならびに⾃動⾞に搭載される半導体量の増加により、半導体需要は⼤きく増加すると⾒込まれているため、現在の市場シェアを維持するために
も省エネルギー化等による⽣産コストの低減に取り組む。

３．次世代⾃動⾞

○需要動向
航空機需要の増加に伴い、航空機部品として使⽤される半導体需要についても今後拡⼤していくと想定されるが、航空機部品は通常とは異なる環境において

使⽤されることから、部品の耐久性の向上や⾼品質化等が求められると予想される。

○今後の対策
★他の需要分野に⽐べ最も技術的優位性を発揮できる分野であり、更なる技術開発の余地も多く存在していることから先⾏して技術開発に取り組む

４．航空・宇宙



ファインセラミックス産業



ファインセラミックス産業の現状
１．ファインセラミックス部材の⽣産総額推移
・2008年の世界⾦融不安により⼀時的に⽣産額が減ったものの、近年は堅調に回復
し、2015年は約2.5兆円の⽣産額となる⾒込み。

２．ファインセラミックス部材の⽤途別⽣産額
・ファインセラミックス部材の⽣産額は電磁気・光学⽤の占める割合が⼤きい。

配合・混練原 料 成 形
（積層含む）

焼 結

加 工
（メッキ、研磨）

評 価 製 品

（参考）ファインセラミックスの製造⼯程
・原料粉末の製造から始まり、成形、焼結、加⼯の各⼯程と
それぞれの段階での測定・評価のプロセスからファインセラミック
スは製造される。

３．世界のファインセラミックス販売額⽐率
・ファインセラミックス産業全体の⽇本の販売額は世界の約5割。

注）ファインセラミックス産業は平成18年非鉄産業戦略に含まれていないことから、進捗レビューの対象外。
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2030年を⾒据えたファインセラミックス産業戦略

素材産業は需要産業（ユーザー企業）の業況に⼤きな影響を受けるため、2030年を⾒据えたファンセラミックスの主要な需要産業動向を整理し、よ
り⻑期的視点から今後の⽬指すべき⽅向性について検討。あるべき或いはありたい将来社会を実現するために、各種データの活⽤と想像⼒をフル稼働さ
せ、必要な各要素技術に対して、要求レベル（開発ターゲット）を明確にし、早期の市場投⼊を実現できるだけの技術⼒の向上、蓄積、継承する。

（１）需要拡⼤が⾒込まれる産業動向への対応
主要な需要分野である電⼦機器、情報通信はファインセラミックス製電⼦部品の⾼性能化、⼩型化などの開発を進める。また⾃動⾞は電⼦化ニーズ
に対応する部品の開発、航空機は熱遮蔽コーティングの技術開発、健康医療においては⽣体適合性を有する医療機材等の技術開発を進める。

（２）各需要分野におけるコスト削減等
⽣産の現地化（海外⽣産、国内⽣産）をニーズ把握、コストメリットの観点から選択。材料加⼯から組み⽴てまでの⼀貫⽣産による⽣産⼯程全体の
最適化の実施等によるコスト削減を進める。また、IoT、ビックデータ等を活⽤した⽣産⼯程の⾒える化による製造コスト削減、省⼒化の検討等、ファイ
ンセラミックス全体の競争⼒を⾼める。

総論
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2030年を⾒据えたファインセラミックス産業戦略（需要分野毎１／３）

○需要動向
スマートフォン・タブレット等は、⾼級機種と低価格機種の分離が進んでいくものと考えられるが、情報通信機器そのものの需要数量は増加していくもの

と⾒込まれる。また、新興国では⼈⼝増加と経済発展から、スマートフォン等情報通信機器の利⽤者が増加していくものと⾒込まれる。

○今後の対策
★ファインセラミックス製電⼦部品の⾼性能化、⼩型化、低コスト化技術の開発を進める。

○需要動向
従来型ガソリン⾃動⾞、ハイブリッド⾃動⾞などの内燃機関型が引き続き産業としては主流であるものの、電気⾃動⾞、クリーンディーゼル⾃動⾞も

除々に増加していくものと⾒込まれる。また、環境規制強化から排気ガスのクリーン化が今後とも強化され、排ガスのクリーン化技術が求められる。従来型
⾃動⾞の素材分野へのニーズは、エンジンのフリクション低減・耐熱化、⾞体の軽量化など、クリーン⾃動⾞の素材分野へのニーズは、⼆次電池、太陽光
電池などの改良が求められる。

○今後の対策
★電⼦化ニーズに対応する部品の開発とともに、⾞載部品の低コスト化を進める。
★⾼度な排気ガス処理技術の開発、エンジンのフリクション低減技術、摩擦・摩耗や潤滑に関する技術開発を進める。
★⼆次電池の改良を⾏う。

１．電⼦機器、情報通信

２．⾃動⾞

○需要動向
新興国は⼈⼝増加、エネルギー需要増加による、発電需要の増加が⾒込まれる。先進国は従来型発電に変わり、再⽣可能エネルギー型の発電に

需要がシフトするものと考えられる。新興国においても先進国同様にクリーン発電への転換が望まれるようになる。また、ファインセラミックスには発電時のロス
を減らす耐熱、耐環境コーディング技術、⽔素・⾵⼒・太陽光等の再⽣可能エネルギーによる発電技術が求められる。

○今後の対策
★新興国へのクリーン発電への⽀援と、耐⾼温・耐⾷のセラミックの役割を増加させる取り組みを実施。
★耐熱セラミックス被膜技術、遮熱コーディング、耐環境コーディング、など発電時に必要となるセラミックス膜、コーディングをはじめとした技術開発を⾏う。
★⽔素社会到来に向けたセラミック材料の技術開発を⾏う。⾵⼒発電の絶縁セラミック軸受、太陽光集光型発電の集光部などの技術開発を進める。

３．エネルギー（発電）
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○需要動向
新興国では⼈⼝増加と経済発展から、⾃動⾞・電⾞等の輸送分野の需要増が期待される。先進国では燃料電池⾃動⾞、スマートグリッドの需要増

が期待される。 ⾃動⾞、電⾞、スマートグリッドにおける蓄電システムの需要増加が⾒込まれる。ファインセラミックスには従来型のLiイオン電池等に替わる
次世代の蓄電システム技術が求められる。

○今後の対策
★全固体電池、Li（Na）-空気電池、⽔素Li-空気電池など、各種の新電池、電極のセラミック部材の技術開発を進める。

○需要動向
新興国における⼈⼝増加、経済発展、さらには世界経済のボーダレス化に伴い、（中型、⼩型）航空機分野は需要の増加が期待できる。ジェット機

等航空輸送機のエンジン熱効率、燃料の燃焼効率向上につながる技術が求められる。

○今後の対策
★機体・タービン翼、エンジンの軽量化、耐熱性向上の技術開発を進める。
★ガスタービンの熱遮蔽コーディングの技術開発を進める。耐環境（減⾁、酸化保護）コーディングの技術開発を進める。

４．エネルギー（蓄熱）

５．航空機

○需要動向
新興国における医療インフラの整備に加えて、⾼齢者⼈⼝が増加していく⾒込みである先進諸国における、医療・福祉器具は需要の増加が期待でき

る。医療器材、診断・治療装置の需要拡⼤に向けて、ファインセラミックスには⽣体適合性を有する医療器材、先端的な診断・治療装置の技術が求め
られる。

○今後の対策
★⽣体適合性を有するファインセラミックスによる⼈⼯関節、⼈⼯⾻、再⽣医療基材の技術開発のほか、薬剤送達の技術開発を進める。

６．健康医療
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○需要動向
先進国、新興国のいずれにおいても、エネルギー効率の向上・改善、温室効果ガス排出量の削減をはじめとした、全世界的な省エネルギー、環境汚

染物質の排出防⽌、環境改善が求められる。⾃然環境、居住環境の改善、⽔質・⼤気・⼟壌などの汚染防⽌が求められており、ファインセラミックスには
エネルギー効率の良い電化製品、スマートグリッド⽤の各種センサ、ならびに溶液濾過、浸透気化、⾼温集塵の技術が求められる。

○今後の対策
★照明⽤LEDの蛍光体やパッケージ、スマートグリッド⽤の各種センサーの開発を進める。
★光触媒による防汚やセラミック分離膜による溶液濾過・気化浸透やセラミックフィルターによる⾼温集塵の開発を進める。

７．省エネルギー・環境浄化

○コスト削減
★⽣産の現地化（海外⽣産、国内⽣産）をニーズ把握、コストメリットの観点から選択。
★川下事業への進出、材料加⼯から組み⽴てまでの⼀貫⽣産による⽣産⼯程全体の最適化の実施。
★汎⽤品の海外⽣産拠点、⼈材・技術流出防⽌を踏まえたハイエンド品の国内⽣産という棲み分けによる、コスト競争⼒の強化。
★ファインセラミックス業界単独ではなく、樹脂、繊維とのコンポジットなど、他の素材業界との横断的な技術開発による、コストを抑えて需要家ニーズに応

えた素材の開発。
★コスト低減と需要の拡⼤の両⽅を狙った他部材とコラボレート製品の開発・拡⼤（⾦属製品に対するセラミックスコーティング技術など）。

○競争⼒強化
★ロボット化・⼈⼯知能の活⽤による、⽣産⼯程の⾒える化による製造コスト削減、省⼈⼒化の検討。
★ビッグデータ解析による品質設計評価技術の向上、データマイニングから技術開発戦略の検討。
★IoT・ビッグデータ技術を⽤いた⽣産⼯程の効率向上、リアルタイムの⽣産管理や設備リスク管理、少量多品種製品への品質要求対応。

各需要分野におけるコスト削減、競争⼒強化


