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第６節 製造産業局 

１．製造業総論 

我が国ものづくり産業は企業収益の改善が見られ、さら

には、賃金引上げの動きが広がっている。一方、我が国の

経常収支（暦年ベース）は４年連続で黒字が縮小し、過去

最小の黒字を計上した。内訳をみると、貿易収支が過去最

大となる赤字を計上する一方で、海外投資収益等の第一次

所得収支が過去最大の黒字を計上するなど、輸出で稼ぐ構

造から、海外で稼ぐ構造へと我が国ものづくり産業の稼ぎ

方は着実に変化している。 

 

１．１．我が国製造業の足下の状況認識 

 我が国製造業の企業実績は着実に改善している（図表１

－１）。設備投資は持ち直しつつあるが、いまだリーマン

ショック前の水準には及んでおらず（図表１－２）、賃上

げを始めとする経済の好循環の流れを加速させ、全国に行

き渡らせ、また、投資を更に活発化させることが重要であ

る。 

【図表１－１：日銀短観・業況判断ＤＩの推移】 

出典：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 

 

【図表１－２：名目設備投資の推移】 

出典：内閣府「国民経済計算」 

 

 

１．２．我が国の産業構造を支える製造業  

（１）我が国の産業構造における製造業の重要性 

我が国製造業が国際総生産（ＧＤＰ・付加価値ベース）

に占める割合は約２割であり（図表１－３）、製造業が盛

んである地域は県民所得水準が高く、製造業は地方におけ

る雇用のみならず所得向上においても重要な役割を果た

している（図表１－４）。 

【図表１－３：ＧＤＰにおける産業別構成比の推移(2013

年)】 

出典：内閣府「国民経済計算」 

 

【図表１－４：都道府県別の所得と製造品出荷額】 

出典：内閣府「県民経済計算」、総務省「人口推計」、総務省・経済産業省「平成 24 年

度経済センサス-活動調査」 

 

 

（２）事業環境の変化に対応した国内拠点の在り方 

国内生産拠点の位置づけとしては、「海外拠点との差異

化を図るための拠点」とする企業が多く、新しい技術や製

品など新たな価値創造を生み出す「イノベーション拠点」、

海外へ移管する生産技術や海外工場のバックアップを担

う「マザー工場」、多品種少量生産や短期生産などに柔軟

に対応できる「フレキシブル工場」等の役割を担っている

（図表１－５）。また、企画・経営管理、研究開発、マザ

ー工場等は大部分を国内に残す方針の部門として挙げら

れており、国内拠点の役割の差別化が進んでいる。 
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【図表１－５：国内生産拠点の役割】 

出典：経済産業省調べ（2014 年 12 月） 

 

国内投資や生産拠点を国内に戻す動きも最近見られて

はいるが、製造業のＧＤＰは 1997 年（約 114 兆円）をピ

ークに減少が続き、ここ数年は約 90兆円となっている（図

表１－６）。企業の海外現地生産比率が引き続き上昇する

とともに、海外現地調達率も上昇していることや、内需の

落ち込み等が大きな要因と考えられる（図表１－７）。 

【図表１－６：業種別ＧＤＰの推移】 

出典：内閣府「国民経済計算確報」 

 

【図表１－７：海外現地生産を行う企業の割合と現地生産

比率】 

出典：内閣府「平成 25 年度企業行動に関するアンケート」 

 

 

このような中、製造業が今後も我が国の成長を下支えす

るためには、「国内に残す」分野と「海外で稼ぐ」分野を

明確化し、国内に残す分野は輸出競争力の維持強化をはか

り、海外で稼ぐ分野は収益を還流させ国内でイノベーショ

ンを産み出すサイクルを作ることが重要である。 

 

１．３．製造業の新たな展開と将来像 

（１）データ社会において変わりつつある製造業 

 ＩＴの急速な技術革新により、データの蓄積と活用の幅

が拡大している。データ収集、解析、処理というサイクル

の中で新たな付加価値が生み出され、あらゆる分野で競争

領域が変化している。 

 一方、我が国製造業におけるＩＴ利活用は諸外国に比べ

遅れているのが現状である（図表１－８）。 

【図表１－８：ビッグデータの利用状況に関するアンケー

ト調査】 

 

 

（２）ＩｏＴ社会における我が国製造業の方向性 

 ＩｏＴによって製造業の競争ルールが大きく変わると

の状況認識の下、ロボット革命実現会議の下で取りまとめ

た「ロボット新戦略」において、世界一のロボット大国で

ある我が国が、ＩｏＴ時代のロボットで世界をリードし、

ロボット革命を実現していくことを打ち出した。 

 ロボット革命実現のための推進母体として「ロボット革

命イニシアティブ協議会」を創設し、ＩｏＴ社会における

製造業の方向性についても産学官で検討を行っていく予

定である。 
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２. 主要産業に関する主な動き 

２．１．鉄鋼業 

（１）現状と課題 

鉄鋼業は、自動車、産業機械、電機、造船、建設等の広

範な産業に基礎素材の代表である鉄鋼製品を供給する、日

本の基盤的産業であり、高炉一貫製鉄所に代表されるよう

に、典型的な設備集約型産業である。 

鉄鋼生産地域は日本、米国、ヨーロッパ等の先進国から、

新興国の経済発展に伴って世界各地に拡大している。 

特に中国は、2009 年の 5 億 7 千万トンから、2014 年に

は８億２千万トンと、粗鋼生産量を拡大してきた。（図参

照。）欧米等先進国の需要が停滞し、新興国の需要もが一

段勤する中、中国、韓国等の生産量拡大により、世界的な

鉄鋼過剰供給状況が今後も継続すると見られている。 

日本においては、2014 年度の粗鋼生産量は前年度比

1.5％減の１億 984 万トンとなった。国内需要は、消費税

増税前の駆け込み需要の反動により建設・自動車・産業機

械向け需要等が減少し、国内向け普通鋼鋼材受注量は前年

度比で-3.5%となった。また、日本からの鉄鋼輸出につい

ても、為替水準は回復したものの、アジアでの需要回復の

低迷や鉄鋼過剰供給状況、国内需要が優先されたこと等を

背景に、全鉄鋼ベースで 4,228 万トン（前年比▲0.5％）

と減少した。 

また、震災後の電力料金上昇は、外部電力依存度の高い

事業者にとって大きな負担となっている。 

このような状況下、内需を確実に取り込み、海外需要を

開拓していくため、技術力強化、海外供給網構築、省エネ

ルギー対策、事業者間連携、事故防止等により、鉄鋼産業

の経営基盤を強化し、その国際競争力の維持・強化を図る

ことが求められている。

 

図：世界の粗鋼生産量の推移 

 

 

（ア）国際関係 

 近年、日本の鉄鋼各社は、中国、インド、東南アジア

諸国連合（ＡＳＥＡＮ）等における鉄鋼需要の拡大を背

景に、現地企業との合弁事業や提携といった形で、新興

国への進出を拡大している。 

日本の鋼材輸出先は、アジア諸国が約８割を占めてい

る。背景には、アジア諸国に進出した日系自動車・家電

メーカー等の生産拠点に対し、日本の鉄鋼各社が高い品

質の鋼材を供給している事情がある。 

世界の鉄鋼情勢に目を転じると、近年の世界的な景気

低迷による鉄鋼需要の減速及び各国における鉄鋼産業の 

 

 

成長を背景に、自国産業支援や雇用確保を目的とした保

護貿易的措置を導入する動きが世界的に広まってきてい

る。2014年６月にはＥＵが鉄鋼分野において初めてアン

チダンピング調査を申請し、８月より欧州委員会による

調査が開始された。 

また、アンチダンピングやセーフガードといった貿易

救済措置の活発化に加え、2014年にはベトナム、台湾等

で、鉄鋼製品に対する強制規格が導入され、事実上の非

関税障壁を形成している。これらの保護貿易的措置の蔓

延は、自由貿易体制の維持・拡大に重大な影響を与えか

 
※括弧内は世界計に占める割合。 

出所：世界鉄鋼協会 
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ねない。 

かかる保護貿易的措置の拡大の背景の一つとして、ア

ジア地域における粗鋼生産量の急速な拡大が指摘されて

いる。現在中国の粗鋼生産量は全世界の約半分を占める

に至っており、アジア各国の急速な生産拡大は、世界各

地における通商摩擦を引き起こす要因となるだけでなく、

鉄鉱石等の原料価格や海上輸送費の高騰等を招く要因と

もなっている。 

（イ）資源 

世界の鉄鉱石の海上貿易量は、はヴァーレ（ブラジル）、

リオ・ティント（オーストラリア）、ＢＨＰビリトン（オ

ーストラリア）の３社で世界の 64％、原料炭はオースト

ラリア等の主要４社で世界の 37％を占めている。 

資源産出国の中には、輸出の禁止や輸出税の賦課、鉱

山・製錬所への外資排除等の動きをとる国もあり、我が

国の資源確保上の課題となっている。 

（ウ）地球温暖化対策 

日本の鉄鋼業の製鉄プロセスにおけるエネルギー原単

位は既に世界最高水準を達成しているが、現在の高炉法

では、鉄鉱石の還元剤として石炭、コークスの使用が不

可避である。この製鉄プロセスにおけるＣＯ２排出を更に

削減することが喫緊の課題となっている。 

鉄鋼業界では、温暖化問題について 1997 年から自主

行動計画目標を掲げ、2013 年からは 2020 年に向けた低

炭素社会実行計画フェーズ１を推進している。 

また、2030 年に向けても、低炭素社会実行計画フェー

ズ２として、１.国内の事業活動から排出されるＣＯ２ 削

減目標の設定、２.消費者・顧客を含めた主体間の連携の

強化、３.途上国への技術移転など国際貢献の推進、４.

革新的技術の開発、の４本柱で、主体的・積極的な取組

をとりまとめ、それらに沿った取り組みを開始している。 

 

（２）主要な取組 

（ア）国際関係 

(A) 保護貿易的措置の導入の動き 

保護貿易的措置を実施している国々に対し、鉄鋼対話

等の二国間協議や国際会議等の場を通じて、撤廃や見直

しを働きかけるなどの対応を行っている。また、2013年

に中国による日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対す

るアンチダンピング課税措置に係るＷＴＯ紛争処理小委

員会（パネル）が設置され審理が進められていたが、2015

年２月、ＷＴＯは中国のアンチダンピング課税措置は協

定に整合しないとして日本の主張を概ね認める報告書を

公表した。ただし一部主張が認められない部分も残って

いるため、今後上訴を行うか検討を行うこととなる。 

(B) 過剰生産能力問題への対応 

中国等との鉄鋼対話の場で、過剰生産能力解消に向け

た自主的な取組の促進を働きかけてきている。また、新

興国を含む主要鉄鋼生産国が参加するＯＥＣＤ鉄鋼委員

会でも、過剰生産能力問題への取り組みの重要性を各国

間で共有すべく、我が国から問題提起を行ってきた。 

2014年５月に開催されたＯＥＣＤ閣僚理事会では議長

サマリーに鉄鋼の過剰能力問題への対応が盛り込まれ、

議論が加速している。2014 年６月のＯＥＣＤ鉄鋼委員会

では、政府の支援措置に対する取り組みが必要との方針

が優先度の高い問題として取り上げられ、我が国からも

昨今の生産過剰の中依然として多くの生産能力増強案件

が予定されていることに対する懸念を表明した。７月の

鉄鋼委員会においては、この非商業的な生産能力増強問

題には政策金融が新規投資に関与し民間銀行のリスクを

最小化している背景があるのではとの議論がなされ、今

後我が国においても動向を注視する必要がある。 

（イ）資源 

 鉱山権益確保に対する支援や各国への働きかけなどを

通じて、鉄鋼原料の安定供給の確保に向けた支援を行っ

ている。 

（ウ）地球温暖化対策 

(A)エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ

（ＧＳＥＰ） 

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナー

シップ（ＡＰＰ）の後継として、米国の主導により、エ

ネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（ＧＳ

ＥＰ）が設立された。ＡＰＰの際、省エネに関する関心

が高いエネルギー多消費産業セクターについて、官民パ

ートナーシップに基づくセクター別のタスクフォースが

存在したが、鉄鋼分野については引き続き、鉄鋼ワーキ

ンググループが設立された。日本は鉄鋼ワーキンググル

ープの議長国を務めている。 

(B)技術開発 

高炉法での製鉄プロセスにおけるＣＯ２排出削減のた
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め、現在の技術の延長上にない革新的技術開発の支援に

取り組んでいる。 

具体的には、コークス製造時に発生する高温の副生ガ

スから水素を増幅し、コークスの一部代替に水素を用い

て鉄鉱石を還元する技術や、ＣＯ２濃度が高い高炉ガスか

らＣＯ２を分離するための、未利用低温排熱を利用した新

たなＣＯ２分離・回収技術等からなる環境調和型製鉄プロ

セス技術開発（ＣＯＵＲＳＥ５０）に取り組んでいる。

2030年頃までの実機化を目指して、2008年度より支援を

行っている。 

また、エネルギー使用量の削減及びＣＯ２排出量の削減

等を図るため、その効果が大きい自動車等の輸送機器の

抜本的な軽量化に向けた技術開発の支援にも取り組んで

いる。 

具体的には、高強度・高延性な革新的な鋼板を開発する

とともに、開発した鋼板等を適材適所に使うために必要

な接合技術の開発等を行う革新的新構造材料等技術開発

に対する支援を 2013年度より行っている。 

 

２．２．非鉄金属産業 

（１）現状と課題 

 非鉄金属産業は、暮らしに身近な製品から最新のハイ

テク産業向け素材の製造まで多岐にわたる産業分野を支

え、日本の製造業全体の発展に大きく貢献してきた産業

である。出荷額は約９兆円で、従業員は約 13万人であり、

それぞれ製造業全体の約 3.1％、約 1.9％を占めている

（平成 25 年工業統計調査）。非鉄金属産業は、これまで

要求レベルの高い国内ユーザーへの対応の中で、研究開

発から量産まで一貫して国内で行うことで技術ノウハウ

を蓄積し、我が国製造業の発展を支えてきた。しかし、

昨今では非鉄金属産業は国内需要の頭打ち、ユーザーニ

ーズの高度化・多様化、またエネルギーコストの上昇等

事業環境の制約といった様々な課題に直面している。 

（ア）競争力強化と新規需要の拡大  

非鉄金属産業では、国内需要の頭打ちや、安価な輸入

品の増加により国内外における競争が激化している。 

日本の非鉄金属企業の多くは、賃加工（ロールマージ

ン）の業態をとっている。一方、海外企業は川上産業を

持つ垂直統合型の業態を取っており、両者を比較すると、

日本企業は収益を得にくい構造となっている。このよう

な背景のもと、非鉄金属産業においては、事業再編を通

じた過剰設備の合理化や、技術力の向上、スケールメリ

ットの実現等により競争力を高め、海外市場の獲得や収

益性の向上にむけた競争力強化が課題である。 

その一方で、高度な技術力を有する企業は、それを活

かした製品開発並びに、需要先の海外進出や新興国にお

ける需要の増加にあわせて、国内外において需要を獲得

していく可能性は大いにあるといえる。 

例えば、近年、欧州、米国市場を中心に、環境規制対

応や省資源化の観点から、自動車等の軽量化に向けた動

きがある。これに伴い、軽い部素材への需要が高まって

いる。自動車へのアルミニウムやマグネシウムの利用や、

航空機へのチタンの利用などの増加が予測されており、

使用に向けた研究開発が見込まれている。 

 電線産業においては、2020 年の東京オリンピックにむ

けた特需に期待がかかるものの、現状として国内向けの

出荷量はほぼ頭打ちの状態となっており、新興国のイン

フラ需要の取り込みが重要になっている。 

また、アルミ産業においては、国内の人口減少等でア

ルミ缶の生産量が頭打ちとなっており、今後の持続的発

展のためには人口増加が著しい新興国市場の需要の取り

込みが課題となっている。 

（イ）希少金属の安定供給・確保 

 レアアース・レアメタルは、次世代自動車やＩＴ製品

等の多くの高性能製品に必要不可欠な原材料であるとと

もに、高耐熱・高比強度等の特性を材料に付加する添加

剤としての役割もあるといえる。また、これらを用いて

製造される中間部品は、日本の部材産業の高度な技術に

よって成り立っており、日本の産業競争力の源泉である。 

しかし、一部のレアアース・レアメタルについては、

日本はその供給を特定国に依存しており、特定国の政策

や経済状況等に影響を受けるリスクや脆弱性を有してい

る。 

 そうしたリスクを低減すべく、代替材料・使用量削減

技術開発やリサイクル、代替鉱山の開発・権益確保等に

よる原料の安定調達を一体的に実施するとともに、米

国・欧州等のレアアース・レアメタル消費国との連携を

進めていくことが課題となっている。 

 

（２）主要な取組 
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 前述のような課題のもと、経済産業省では 2014 年度、

主に以下の取組を行った。 

（ア）競争力強化と新規需要拡大に向けた取組 

 競争力強化の一環として、資源の有効活用や環境負荷

低減、原材料供給リスクへの対応といった観点から、動

脈産業（製造業）と静脈産業（リサイクル産業）の連携

を強化し、動静脈一体型の産業構造の構築に関する調査

を実施し、非鉄金属資源循環の推進に資する検討を行っ

た。 

また、非鉄金属業界では事業再編が進んでおり、産業

活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（産

活法）及び産業競争力強化法を適用した直近２件の事業

再編（日鉄住金直江津チタン株式会社（2013 年９月）、

株式会社ＵＡＣＪ（2013年 10月））に引き続き、2014年

も引き続き業界の事業再編による競争力強化を推進すべ

く、各業界との情報共有・連携を図った。 

 さらに、新規需要を獲得することを目的に、以下の技

術開発支援を実施した。 

(A)革新的新構造材料等技術開発 

 エネルギー使用量の削減やＣＯ２排出量の削減を図る

ため、自動車や鉄道車両の軽量化を目指している。抜本

的な軽量化に繋がる高強度構造材料を開発するとともに、

その関連技術（接合技術等）の確立を目指し、高強度化

と軽量化の両立の実現を目指した各種非鉄金属構造材の

適材配置を意識した研究開発を支援している。具体的に

は、アルミニウム材、マグネシウム材、チタン材の強度・

加工性・耐食性等の複数機能を維持、向上させることが

可能な低コスト製造プロセスを実現するための研究開発

が行われた。 

(B)高温超電導ケーブル実証プロジェクト 

 過密化が進んだ都市部では、電力需要が伸びる一方、

地中送電ルートの確保や地中管路の拡幅が年々困難化し

ており、コンパクトなサイズで大容量送電が可能となる

高温超電導ケーブルへの期待が高まっている。 

 超電導ケーブルは、各国で技術開発が進められている

が、未だ実用化に至っていないのが現状である。経済産

業省では、他国に先駆けた実用化へのステップとして、

2007 年度から「高温超電導ケーブル実証プロジェクト」

を実施してきた。2014年度も引き続き、高温超電導ケー

ブルの技術開発（送電試験）を支援した。実際に変電所

の実系統に高温超電導ケーブルを接続し、運転監視、運

用方法など、実用化に向けた総合的なシステム開発を推

進した。 

（イ）希少金属の安定供給にむけた取組 

 経済産業省では、レアメタル・レアアース産業の供給

安定化にむけ、以下の取組を行った。 

(A)使用量の削減 

2007年度から実施している「希少金属代替材料開発プ

ロジェクト」では、2015年度までの予定で民間企業の生

産現場における希少金属の代替・使用量削減技術に対す

る実用化支援を行っており、2014年度は白金族及びイッ

トリウム等について支援を実施した。 

2012 年度から 10 年をかけて革新的技術の実用化を推

進する「未来開拓研究制度」の第一号案件となる「次世

代自動車向け高効率モーター用磁性材料開発」プロジェ

クトは３年目を迎え、高性能磁石材料及び低損失軟磁性

材料を開発し、それら新規材料の性能を最大化するモー

ター設計に向けた指針策定に資する検討を行った。 

 (B)使用済み製品等からの希少金属の回収 

経済産業省では 2012 年度から 2014 年度にかけて、使

用済み自動車や使用済みエアコン等のモーターからレア

アースを使用した磁石を効率的にリサイクルするシステ

ム構築に向けた支援を行った。 

(C)消費国との連携 

レアアース主要消費国である日米欧の政策当局者及び

技術専門家が、レアアース供給を取り巻く世界的な問題

について共通理解を深め、レアアース代替技術やリサイ

クル技術などといった将来の安定供給を目指した戦略的

な取組についての情報交換を行うため、2011年から日米

欧三極レアアース研究開発ワークショップを毎年開催し

ている。2014 年は９月に米国・アイオワ州において第４

回目のワークショップを開催した。 

 

２．３．ナノテクノロジー 

（１）概要 

ナノテクノロジーとは、ナノメートル（10-９ｍ。原子

の大きさは 10-10ｍ）のオーダーで原子・分子を操作・制

御する技術の総称である。ナノテクノロジーは従前の手

段では達成できない若しくは非常に困難とされた機能、

又は優れた特性を引き出すための技術であり、あらゆる
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産業に変革をもたらす基盤技術として、情報通信、環境・

エネルギー、ライフサイエンスなど、広範な分野で活用

されている。 

 

（２）官民における取組 

ナノテクノロジーは、2000年代以降、日本、米国、欧

州で研究開発が盛んとなり、各国の産業競争力を強化す

る上で重要なものとなっている。 

我が国では第２期科学技術基本計画 (2001 年)の重点

分野に、また第３期同基本計画(2006年)の重点推進分野

にそれぞれ指定された。2011 年８月に定められた第４期

同基本計画においても、引き続きナノテクノロジーに関

する研究開発を推進することとされており、産学官挙げ

てナノテクノロジーの研究開発に取り組んでいる。 

ナノテクノロジーは、多くの電子機器や輸送機械での

活用が広がっているリチウムイオン電池の高性能化や、

ハードディスクや半導体メモリーの微細化及び高密度化、

iPS細胞などのバイオ・医療分野の技術の実用化、等々、

我が国のものづくりの発展に幅広く貢献しており、近年

はエネルギー構造の変化が見込まれる中で、太陽電池や

燃料電池などのエネルギー・環境分野の発展に不可欠な

基盤技術にもなり始めている。 

経済産業省では、一層の省エネルギー化と資源リスク

の低減を実現するために、ナノテクノロジーを活用した

新たな素材・材料の技術開発を進めている。 

具体的には、未来開拓研究プロジェクトとして 2012年

度より「次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技

術開発」、2013 年度より「未利用熱エネルギー革新的活

用技術研究開発」及び「革新的新構造材料技術開発」を

開始。「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究開発」で

は、断熱技術、蓄熱技術、熱電変換技術等の要素技術を

開発し、システムとしての熱マネジメント手法の提案を

目指している。（「次世代自動車向け高効率モーター用磁

性材料技術開発」及び「革新的新構造材料技術開発」の

実施内容については、非鉄金属産業（２）主要な取組を

参照）これら研究開発ではあらゆる局面で、組織制御、

構造設計等のナノテクノロジーを駆使している。 

さらに、「ナノ炭素材料実用化プロジェクト」において、

太陽電池や透明電極への適用を想定したグラフェン多層

膜の高品質化・大面積化に向けた技術開発を進めている。 

一方で、ナノテクノロジーを活用したイノベーション

の促進には国境や業種を越えた最先端の技術交流やビジ

ネスマッチングが不可欠であることから、経済産業省で

は、世界最大規模のナノテクノロジー (材料、加工・評

価、計測等)の国際総合展「nano tech」の後援を行った

（2015年１月に第 14回開催）。 

 

２．４．化学産業 

（１）現状と課題 

化学産業は、プラスチックや合成ゴム等の石油化学製

品、無機化学品、洗剤、写真用フィルム等広範な分野に

わたっており、自動車産業、エレクトロニクス産業など

他産業へ汎用品から高付加価値品まで幅広い原料の供

給を行う、日本の製造業の競争力を支える重要な基幹産

業である。 

日本の化学産業の出荷額は、2013 年において、約 42

兆円（全製造業の約 14％）、従業員は約 86万人（同約 12％）、

営業利益率は約 7.5％（全製造業中１位）となっている。 

 

化学産業をめぐる近時の課題は以下のとおりである。 

（ア）国内化学企業の競争力強化 

（A）石油化学産業における国際的な供給構造の変化 

米国では、シェール革命により安価な原料を使用した

エチレン増産の動きが活発化している。中国は、石炭化

学プラントの新設により化学製品の国内生産の拡大に動

き始めた。 

中東における石油化学産業への設備投資は、今後も継

続的に増加すると見られている。このような世界の供給

構造の変化は、我が国石油化学産業の輸出環境に影響を

与え、結果として我が国石油化学産業の生産体制にも影

響を与える。したがって、我が国石油化学産業は、こう

した各国の状況を十分に把握しながら、生産拠点の規模

の最適化、高付加価値化等により競争力強化を図る必要

がある。 

（B）機能性化学産業 

我が国の機能性化学産業は、顧客とすり合わせを行い、

新たな付加価値を創造するという一連のサイクルを通じ

て、顧客とともに大きく発展してきた。現在では、半導

体材料、液晶ディスプレイ材料、リチウムイオン電池材

料など、日本企業が世界市場で高いシェアを獲得してい
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る品目も多数存在する。一方で、近年、機能性化学産業

の主要顧客である我が国エレクトロニクス産業の競争力

の低下・市場シェアの縮小や海外の部材メーカーの技術

力向上により、機能性化学分野の一部には、多数の海外

部材メーカーが参入し、日本企業がシェアを失っている

市場もある。このような中、我が国の機能性化学産業が

将来にわたって優位であり続けるための取組を講じる必

要がある。 

（イ）国際化対応 

 我が国の化学品貿易は、2014年の輸出額は約 9.7兆円、

輸入額は約 8.0 兆円と約 1.7 兆円の貿易黒字を計上して

いる。日本の化学産業は時々の時代のニーズに応じて原

料や主産品を転換しつつ、石炭化学、石油化学、機能性

化学へと領域を拡大発展してきた。とりわけ 2000年代に

入り、液晶・半導体向けの電子材料や自動車用高機能部

材を提供することで発展を持続、我が国製造業の競争力

の源泉となっている。 

一方、化学品の貿易取引において、安全、環境等様々

な観点から規制が存在しており、昨今、特にアジアを中

心とする諸外国において新たな規制の導入、法運用の強

化等の動きがみられており、これらへの的確な対応が重

要な課題となっている。 

また、化学品は、諸外国からアンチダンピングやセー

フガードといった貿易救済措置を多く受けていることに

加え、インドをはじめとする新興国では、タイヤ製品に

対する強制規格が導入され、事実上の非関税障壁となっ

ている。これらの保護貿易的措置は、自由貿易体制の維

持・拡大に重大な影響を与える可能性もあり、今後も、

二国間又は多国間協議を通じて迅速な対応が必要である。 

（ウ）予算・税制 

(A)技術開発 

化学産業が排出するＣＯ２は、2013 年において、日本

の全排出量のうち約６％を占めており、今後の温暖化対

策の進め方によっては大きな影響を受ける可能性がある。

化学産業においては、エネルギー環境分野（蓄電池等）

への素材供給の加速化や、化石資源以外の原料から化学

品を製造する原料の多様化等により、低炭素社会の実現

に貢献していくとともに、製造プロセスの省エネの促進

等によりエネルギー制約に対応していく必要がある。 

(B)天然ゴムの安定供給 

天然ゴムは、自動車や航空機のタイヤ、医療用手袋等、

各種ゴム製品の原料として使用される。我が国は、天然

ゴムの供給を 100％輸入に依存しており、天然ゴムの安

定調達及び市場価格の安定化が、ゴム・タイヤ業界にと

って重要な課題である。 

(C)税制 

日本の化学産業における、製品の低廉かつ安定的な供

給を通じた我が国製造業の国際競争力の維持・強化及び

産業空洞化の防止を実現し、もって我が国経済の活性化

及び国民生活の質の向上を図るために、課税環境の国際

的なイコールフッティングを確保する必要がある。 

 

（２）主要な取組 

（ア）国内化学企業の競争力強化 

(A)石油化学産業の市場構造に関する調査報告 

産業競争力強化法第 50条に基づき、石油化学産業の市場

構造に関する調査を行い、我が国の石油化学産業にとっ

て厳しい状況を想定し、将来の需給動向の見通しを示し

た。加えて、厳しい状況においては、生産量の減少によ

り、近い将来に設備の集約や事業の再編が必要となるこ

となど、石油化学産業の課題及び取組の方向性を提示し

た。 

（B）世界の石油化学製品の今後の需給動向 

国内外の石油化学製品の需給動向に関して的確な調

査・分析を行い、国際環境を見据えた政策等の検討につ

なげていくため、世界の石油化学製品の今後の需給動向

に関する研究会を開催し、生産、需要等の動向やプラン

ト稼働等に関する見通しについて調査・集計を行い、そ

の結果を公表した。 

（イ）国際化対応 

(A) 日ＡＳＥＡＮ対話 

日本、ＡＳＥＡＮ経済産業協力委員会の枠組みの下、

化学産業ワーキンググループ（ＷＧ）が 1999年に創設さ

れ、最近では化学物質安全管理に係るキャパビルの実施

や、経済産業省化学課が作成した世界の石油化学製品の

今後の需給動向等について情報提供等を行っている。 

2014 年度は、６月にベトナムにおいて第 19 回化学産

業 WGを開催し、日本、ＡＳＥＡＮ各国における化学物質

管理の動向等、域内への発展･調和に向けた取組の具体化

を前進させる議論を行った。なお、2015年度はカンボジ
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アで開催することとなった。 

(B) アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）化学対話 

ＡＰＥＣ貿易投資委員会の下に、2000年に化学品の貿

易投資の促進を目的として化学対話の創設に合意。2001

年より活動を開始している。 

2014 年度は、2014 年８月に北京（中国）で、2015 年

１月にクラーク（フィリピン）で開催され、戦略的枠組

み、各エコノミーのＧＨＳ対応状況、海洋ゴミ問題への

取組、ＲＥＡＣＨ問題等の化学物質管理及び規制協力に

おけるキャパビル等について意見交換を行った。また、

化学品安全データベースについて紹介した。 

（C）ミャンマーゴム品質規格向上支援 

ミャンマーは、将来において新たな天然ゴム供給国の

一角を担うことが期待される一方、政府や公的研究機関

による天然ゴム産業育成施策は十分に実施されていない。

特に、天然ゴムの輸出において、品質を保証する仕組み

（検査機関等）が存在しないことから、国際マーケット

に適正価格での流通が行われていない。このことから、

天然ゴムの安定調達のために我が国ゴム・タイヤ産業が

要求する水準の品質を第三者が証明・認証する仕組みを

整備し、天然ゴムの輸出の拡大を図っていくことが必要

である。 

 2013年度から３か年の技術協力を実施中であり、2014

年度は５回の専門家派遣を行い、ミャンマーをモデル事

例とするため、１.加工工場に対して品質確保のための生

産現場改善指導及び第三国（タイ）研修、２.品質認定機

関設置に向けた検査機器の導入及び職員への指導、３.

ミャンマー業界団体（ＭＲＰＰＡ）による国際基準の浸

透と品質の重要性に関する自立的な啓発活動等の開催を

実施した。 

（ウ）予算・税制 

（A）技術開発予算 

（a）革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト 

【2014年度当初予算：27.9億円】 

・二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発（研

究開発期間：2012年度～2021 年度） 

ＣＯ２と水を原料に太陽エネルギーを用いてプラスチ

ック原料等の化学品を製造する革新的触媒等の技術開発

を行い、石油の価格上昇や枯渇リスク等の資源問題とＣ

Ｏ２削減等の環境問題を同時に解決する。 

・有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発（研究

開発期間：2012年度～2021 年度） 

砂から有機ケイ素原料を直接合成し、同原料から高機

能有機ケイ素部材を製造する革新的触媒等の技術開発を

行い、環境に優しいケイ素を活用した環境調和型高機能

材料の市場拡大を図る。 

・非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発（研究

開発期間：2013年度～2019 年度） 

バイオマス原料の成分分離技術等を有する製紙企業等

と、触媒変換技術等を有する化学企業が垂直連携し、非

可食性バイオマス原料から機能面及びコスト面の両面で

優位性を持つ化学品を一気通貫で製造する省エネプロセ

スを開発する。 

・微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発（研究

開発期間：2012年度～2015 年度） 

 化学工場の排水処理には、現在、活性汚泥法という微

生物処理法が広く用いられているが、曝気や攪拌の行程

に多大なエネルギーを消費する。加えて、当該処理によ

り汚泥が大量に発生するため汚泥の処理にも多大なエネ

ルギーを要しているという問題を抱えている。 

省エネ型の廃水処理を実現するため、汚濁廃水中の有

機物を微生物が分解する際に生ずる電気エネルギーを効

率よく取り出し、この電気エネルギーを廃水処理システ

ム自体の運転電力等へ活用し、併せて汚泥の大幅削減が

図れる微生物燃料電池の実用化に必要な基盤技術を開発

する。 

(b)次世代省エネ材料評価基盤技術開発プロジェクト 

【2014年度当初予算：13.5 億円】 

・蓄電池材料評価基盤技術開発プロジェクト（研究開発

期間：2010年度～2022年度） 

次世代蓄電池の新材料の共通的な性能評価手法の基盤

技術を確立し、材料メーカーと電池メーカーとの間のす

り合わせに要する期間の短縮化や開発コストの大幅な低

減に寄与する他、アカデミアで研究している材料の産業

界への橋渡し促進など、高性能蓄電池・材料の開発の効

率向上・加速化により、次世代蓄電池の早期開発、早期

普及を促し、蓄電池市場における国際競争力の強化を図

る。 

・次世代材料評価基盤技術開発プロジェクト（研究開発

期間：2010年度～2015年度） 
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有機ＥＬや有機薄膜太陽電池等の先端機器に使用され

る次世代化学材料の性能評価手法の基盤技術を確立し、

材料メーカーとセットメーカーとのすり合わせ時間の短

縮、開発コストの大幅な低減、革新的な材料の開発の加

速等につなげ、材料産業の競争力の強化を目指す。 

 (c)次世代印刷エレクトロニクス材料・プロセス基盤技

術開発（研究開発期間：2010年度～2018年度） 

【2014年度当初予算：8.9億円】 

真空・高温を必要とすることから多量のエネルギーを

消費する従来の電子デバイスの製造プロセスに替わり、

印刷技術を駆使した省エネ型電子デバイスの製造プロセ

スを開発し、薄型・軽量・耐衝撃性等などの特徴を有す

るフレキシブルデバイスの実用化につなげ、新たな市場

における産業競争力の強化を図る。 

（B）国際ゴム研究会分担金（2004年度～） 

【2013年度当初予算：0.1億円】 

国際ゴム研究会は、天然ゴム及び合成ゴムの生産国及

び消費国双方の政府が参加する唯一の国際機関であり、

我が国は 1952年から加盟している。本分担金は、加盟国

である我が国が、活動費として拠出する。近年天然ゴム

価格が乱高下する中、生産国と消費国の連携が一層求め

られている中で、同研究会に参加しゴムに係る国際需給

動向等の適切な把握や生産国と消費国との協力等を進め

るとともに、ゴム産業の持続的発展をテーマにした国際

基準・認証制度づくりに積極的に参画し、ゴムの安定調

達及びゴム製品の国際競争力の維持・強化につなげてい

る。 

（C）税制 

（a）原料用途免税 

課税環境における国際的なイコールフッティングを確

保するためのナフサ等の原料用石油製品等に係る免税・

還付措置の本則化については、引き続き検討することと

なった。 

（b）苛性ソーダ免税 

苛性ソーダの課税環境における国際的なイコールフッ

ティングを確保するために、苛性ソーダを製造する者が

自家発電に使用する石炭に係る、石油石炭税のうち地球

温暖化対策のための課税特例分の免税措置について、適

用期限を３年間延長した（2017年３月末まで）。 

（c）関税要望 

石油化学製品の原料となる揮発油等の関税については、

関税暫定措置法に基づき、国産品とのバランスを考慮し

国産品の関税負担額相当分とされてきたが、2006年度以

降は、原油関税の無税化に伴い揮発油等の軽減税率も無

税とされてきた。引き続き原料コストを低減し国際的な

競争力を確保するため、輸入揮発油等にかかる関税を無

税とする措置の延長を要望し、関税暫定措置法が改正さ

れた（2016年３月末まで）。 

 

２．５．生物化学産業 

 (1)再生医療の実用化・産業化に関する取組 

（ア）現状と課題 

再生医療は、手術・投薬など従来の方法では治療困難

とされる疾患の根本治療に途を開くものであり、世界的

にも高い期待が寄せられている。将来的には慢性疾患や

高齢化に伴う疾患等の治癒により、社会保障費の抑制に

も貢献する可能性がある。 

 我が国における再生医療への取組は、研究活動におい

てはトップレベルにあるものの、その実用化においては

欧米等との格差が懸念される状況にあった。 

  2014 年 11 月に、再生医療等安全性確保法及び医薬

品医療機器等法が施行され、再生医療の研究開発から実

用化までを推進する法制度が整えられたが（後述）、現在、

国内で上市されている再生医療製品は既存の２品目にと

どまる等、未だ実用化には至っていない。このため、再

生医療の特性を踏まえた安全性等に関する評価手法の確

立、周辺産業の技術開発及び国際標準化、ビジネスモデ

ルが成立する事業環境整備など、再生医療の実用化促進

のための取り組みが、引き続き重要である。 

（イ）再生医療の特性を踏まえた法制度の整備 

 2012年度に行われた「再生医療の実用化・産業化に関

する研究会」において、医師・医療機関から外部の事業

者に細胞加工業務の委託を可能にすることや、再生医療

製品の早期承認制度を実現することなどを提言するとと

もに、事業環境の整備の基礎として、再生医療及び周辺

産業の市場規模を推計した。その結果、国内の再生医療

の将来市場規模は 2020 年 950 億円、2050 年には 2.5 兆

円、国内の再生医療周辺産業の将来市場は 2020年で 950

億円、2050年で 1.3兆円と予測された。 

2013年 3月には、超党派による再生医療を推進する議
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員の会での議論を経て、「再生医療を国民が迅速かつ安全

に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関

する法律案（再生医療推進法）」が提出され、同年 5月に

公布された。これを受けて、政府において法制度につい

て検討が進められ、2013年 11月の臨時国会において「再

生医療等の安全性の確保等に関する法律（再生医療等安

全性確保法）」及び「薬事法改正法（医薬品医療機器等法）」

が成立した（いずれも一部を除き 2014年 11月施行）。 

再生医療等安全性確保法には、再生医療をリスクに応

じて分類し必要な対応を規定することや再生医療向けの

細胞加工を受託する「特定細胞加工物製造事業者」の創

設などが盛り込まれた。また、薬事法を全面的に見直し

た医薬品医療機器等法では「再生医療等製品」を新たに

定義するとともに、必ずしも均質でない再生医療製品の

特性を踏まえ、条件及び期限付き承認制度が導入された。

これらにより、再生医療の研究開発から実用化までを推

進する法制度が整えられることとなった（図参照）。  

図 法整備の体系 

 

（ウ）再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業 

【2014年度当初予算：25億円】 

・再生医療製品の開発は、J-TEC（培養軟骨、培養皮膚）

やヘリオス（iPS 由来網膜色素上皮細胞）に代表される

ベンチャー企業を中心に行われている。上市されている

再生医療製品は２品目に留まり、安全性、有効性等の評

価の手法が確立していないことや薬事申請に関する経験

が限られていることが、円滑な上市を行う上での課題と

なっている。このため、開発中の再生医療製品について、

開発に当たっての課題を収集し、製品規格の設定方法や

製法変更時の評価方法などの検討を行った。ここで得ら

れた知見を後続の企業等と共有することで、今後の製品

開発の円滑化が期待される。 

・技術面に関する取組としては、再生医療の実用化に向

け、再生医療製品の材料となる iPS 等幹細胞を安定的に

培養し、細胞の品質を評価することで安全な細胞を供給

する必要があることから、iPS 等幹細胞の自動大量培養

装置の開発に加え、細胞の培養に必要となる培地、試薬、

容器等の消耗品や細胞の保存、輸送等の再生医療製品を

製造するに当たって必要となる周辺産業の技術を同時に

開発し、細胞製造の自動化から再生医療製品の供給まで

を想定したシステムの開発を開始した。また、世界的に

も未確立である自動大量培養装置の技術を世界に先駆け

て開発し標準化を推進することで我が国企業の国際競争

力を高めることが期待される。 

（エ）再生医療の特性を踏まえた標準等の検討 

2013年に取りまとめた報告書（グローバル認証基盤整

備事業）において、再生医療の周辺産業の標準化につい

ては、国内外の標準化活動の動向や有力企業のビジネス

モデル等について調査し、速度感をもって国内でフォー

ラム／コンソーシアム標準を数多く用意すること、その

中から適当なものについて国際標準化を目指すことが望

ましいことなどの方針を示している。 

日本の優れた技術を世界に普及させるため、一般社団

法人再生医療イノベーションフォーラムなどの業界団体

を中心として、標準化活動を加速させることとしている。 

（オ）その他、再生医療周辺の事業環境整備について 

 再生医療等製品の製造原料となるヒト他家細胞（患者

本人以外の細胞）について、品質管理やコスト面で自家

細胞（患者本人の細胞）にない特性、メリットを有する

にも関わらず、国内で安定的に入手できない現状がある。

また、他家細胞由来製品の開発は、海外が先行している。 

このような現状を踏まえ、他家細胞由来製品の開発や

事業化に資するよう、有識者研究会を設置し、国内でヒ

ト他家細胞を入手する際の課題を明確化し、対応策につ

いて考察を行った。この際、手術等で摘出されたヒト細

胞・組織の利用を想定した。 

 国内で再生医療製品の原料として、ヒト他家細胞を入

手する際の課題として、細胞の入手・提供に関する実務

的課題（品質確保、細胞提供者からの同意取得、個偉人

情報保護、医療機関と企業の連携等）、細胞の入手・提供

を円滑に進めるための社会的認知の向上等が挙げられた。

また、採取医療機関・再生医療企業等の間に入り、実務

上の課題等に対応する専門の仲介機関・機能の必要性が
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指摘された。 

 当面は、利用時の問題が比較的少ない手術摘出物等を

対象として、実際の入手、提供に向けた実務的な検討を、

品質確保のための技術的な検討と並行して進めていく必

要がある。また、社会的認知の向上のため、再生医療の

実態について、産官学が連携し、積極的に広報を行って

いくことが求められる。 

 

(2)バイオ医薬品関連の取組 

（ア）現状と課題 

医薬品産業は、日本を代表する知識集約型・高付加価

値産業の代表格であり、世界規模での高齢化等により医

薬品需要は大幅に伸びている。特に、今後は、遺伝子組

換え技術、細胞培養技術等を用いたバイオ医薬品が大幅

に伸長する見込みである。しかし、日本の医薬品市場は

大幅な輸入超過となっており、国民の半数が「がん」に

なる時代であるにもかかわらず、国内でがん治療薬とし

て利用されるバイオ医薬品（抗体医薬品）がほとんど生

まれず、国内がん治療薬市場は 2000年を境に輸入品が急

速に増加している（図参照）。また、生産拠点が海外にあ

ることから国内では製造技術が成熟しておらず、それを

担う人材が育たないこともあり、製造を支える装置や部

材等の周辺産業も成長し難い現状にある。そのため、国

内への資金の還流が少なく創薬イノベーションが起きに

くい状況になり、結果として医薬品の創出も難しいとい

う悪循環に陥っている。また、バイオ医薬品の後発医薬

品であるバイオシミラー生産においても、日本で生産で

きないことから製造技術の確立等の対策が急務である。 

さらに、近年、生命科学研究の進展により、個人の体

質に基づき薬効が高く副作用の少ない薬を選ぶ個別化医

療が進展し、薬の開発対象も患者数の少ない疾患へと移

行する中で、創薬コストの低減及び新薬創出力の強化が

課題である。 

また、我が国が高齢化社会を迎え、老化とともにがん

や認知症などの疾病を抱える患者がより増加することが

懸念されるが、がんは早期に治療するほど生存率が高く、

アルツハイマーも早期に治療を開始することで進行を遅

らせることが期待できるため、早期発見、早期治療をす

ることで、健康寿命の延伸を図り、経済的・社会的負担

の軽減を図る先制医療に取り組む必要がある。 

図１ がん治療薬の国内売上高（2012年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発

【2014年度当初予算：52.7 億円】 

上記現状と課題を踏まえて、経済産業省では、解析情

報と計算科学を基にした合理的な創薬手法により創薬コ

ストの削減を図るとともに、我が国が優位性を持つ世界

最大の天然化合物ライブラリー等を活用するための技術

基盤の開発、及び従来の強みであった化学合成とは全く

異なるバイオ医薬品の製造技術に関して、個々の優れた

医薬品製造技術、部材技術等の周辺技術を有効活用して、

バイオ医薬品の安定生産・コストダウンに資する製造技

術の研究開発を実施した。 

さらに、乳がんや大腸がんなど 13種類のがんと認知症

の早期発見マーカーを見出し、これらのマーカーを検出

する装置等を開発し、世界に先駆けて実用化を目指す事

業を開始した。 

 

(3)その他バイオ関連の取組 

（ア）革新的バイオマテリアル実現のための高機能ゲノ

ムデザイン技術開発 

【2014年度当初予算：4.3億円】 

（A）現状と課題 

1990年代以降、多種多様な生物のゲノム情報が解読さ

れ、遺伝子の機能解明や機能改変技術が進展した。近年、

これらの技術を応用し遺伝子組換え微生物を設計するこ

とで、様々な高機能材料を微生物に生産させる技術開発

が期待されている。 

しかし、生物内の遺伝子機能は非常に複雑であり、想

定通りの生産を担保できず、実用化が十分に図られてい

ない。これらの課題を克服し、従来技術を用いた合成が

困難だった高機能材料を高効率に生産する革新的なバイ
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オ基盤技術の開発が急務となっている。 

(B)課題に向けた取組 

高機能な素材や画期的な医薬品等の創出、これらの生

産効率の向上を図るため、大規模ゲノム情報に基づいた

生合成経路を設計し、多数の遺伝子を組み込んだ長鎖 DNA

を合成し、長鎖 DNA を微生物に組込む技術を開発する。

従来技術では合成が困難だった医薬品等の有用物質の生

産やその生産効率を飛躍的に向上させる技術開発を進め

ている。現在、既にモデル物質の生産では従来法と比較

して 1000倍近くの生産効率を達成している。 

（イ）密閉型植物工場を活用した遺伝子組換え植物もの

づくり実証研究開発 

【2014年度当初予算：1.1億円】 

（Ａ）現状と課題 

近年、遺伝子組換え技術を用いた抗体医薬品やワクチ

ンが多数開発され、疾病治療や予防に大きな効果をもた

らす一方、これらは動物細胞を利用して生産されるため、

人獣共通感染症などの問題が指摘されている。また、製

造・保存コストが高い、大量生産が困難などの課題も存

在する。さらに、薬草や、機能性食品などに含まれる植

物由来の有用天然化合物などは、動物細胞や微生物を利

用した生産は非常に困難である。 

（Ｂ）課題に向けた取組 

遺伝子組換え植物を用いた物質生産を行うため、生産

量を飛躍的に増加させる基盤技術の開発と製造プロセス

における二酸化炭素排出量の大幅な削減を図る高効率・

省エネ型生産システムの開発を行った。それら技術を用

いた高付加価値な有用物質（医薬品原材料、ワクチン、

機能性食品等）生産の実用化と、上市を目指しており、

イヌ用歯肉炎治療薬については、世界初の植物生産由来

の動物医薬品として製造と販売を実現した。 

（ウ）遺伝子検査ビジネスについて 

（Ａ）現状と課題 

 近年、太りやすさなどの体質、病気のなりやすさ、血

縁判定、更には個人の能力・才能などを判定する名目で

提供されている、消費者向け遺伝子検査ビジネスが注目

を集めるようになった。このうち体質等に関する検査は、

生活習慣病予防のための行動変容のきっかけ作りなどの

健康増進への寄与が期待されている。この一方で、専門

家から見てその意義や有用性が十分とは言いがたい遺伝

子検査が提供されているなどの指摘もある。 

（Ｂ）課題に向けた取組 

2013年度に、遺伝子検査ビジネスの健全な成長に必要

な方向性や方策を調査するべく、疾病罹患リスク及び体

質を対象とした遺伝子検査ビジネスを中心に、分析の質、

科学的根拠、利用者への情報提供の３点を中心に議論し、

関係者の意見を整理している。この中で、科学的根拠や

検査の限界といった事実関係を事前に分かりやすく説明

することに加え、遺伝子検査の内容について検証を可能

とするための透明性の向上が必要であること等が指摘さ

れている。引き続き市場の動向や業界団体の自主的な取

り組みの状況を把握しつつ、適時、必要な検討を行うこ

ととしている。 

（エ）生物多様性・カルタヘナ法 

遺伝子組換え微生物等の産業活用促進基盤整備事業 

【2014年度当初予算：0.3億円】 

生物多様性総合対策事業 

【2014年度当初予算：0.2億円】 

（Ａ）現状と課題 

国際条約に則り、遺伝子組換え生物等が生物の多様性

に及ぼす負の影響を防止するため、遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

（カルタヘナ法）の適切な執行が引き続き重要である。

また、バイオ産業にとって重要な素材である植物等の遺

伝資源について、生物多様性が豊かな開発途上国等では

遺伝資源の入手等に対する規制が設けられつつあるが、

そうした国々から円滑に遺伝資源が入手できるようにす

ることが益々重要となっている。 

（Ｂ）課題に向けた取組 

2014年度は、カルタヘナ法に基づく申請に対する確認

を 221 件行った。また、確認を受けた企業の拡散防止措

置が適切に実施されているかを確認するための立入検査

を 12件行い、評価手法の検討等に独立行政法人製品技術

評価基盤機構（NITE）とともに取り組んだ。 

また、企業等がアジア諸国等から遺伝資源を円滑に入

手できるようにするための相談窓口の設置等に引き続き

取り組んだ。 

企業等が遺伝資源を円滑に入手できるように、遺伝資源

に係るアクセス及び利益配分（ABS）に関する企業向け説

明会等を開催し、広く普及啓発を図った。海外の遺伝資
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源へのアクセスに関する手引書を関係企業に配布を行い、

国際会議における我が国の取組の紹介等を実施した。 

 

２．６．窯業 

（１）ガラス産業 

（ア）現状と課題 

ガラス産業は、建築用や自動車用の板ガラスから、液

晶ディスプレイ用ガラス基板や、太陽光発電パネル・ス

マートフォンの表面保護材等の高機能材としての用途な

ど広範な分野に供給される川上産業である。また、溶融

窯を特長とする製造工程とノウハウを生かした製造技術

を競争力の源泉とする装置産業である。 

世界の板ガラス生産量は、2008年以降の世界的な景気

悪化による一時的な落ちこみを除き一定の割合で増加し

ている。これは主として中国の成長と相関関係にあり、

中国国内の建築需要に比例した建築用ガラス需要が増加

していると考えられる。 

国内を見ると、2014年度の板ガラス生産量は前年度比

6.0％減の 24,700 千換算箱、出荷は前年度比 7.8％減の

23,507千換算箱と前年度とほぼ同水準で堅調に推移して

いる（板ガラスの換算箱は、厚さ２mm、面積 9.29平方メ

ートル（100平方フィート）を基準に換算した箱数）。 

 ガラス産業は輸送コスト等の要因により基本的に消費

地生産であり、各企業は世界市場の獲得に向け、グロー

バルに事業を展開している。我が国企業においては、旭

硝子株式会社が 2002年にベルギーのグラバーベルを、日

本板硝子株式会社が 2006 年にイギリスのピルキントン

を完全子会社化し、セントラル硝子株式会社がフランス

のサンゴバンと自動車用ガラスの合弁会社を設立し協力

体制を築くなど、各企業が積極的なグローバル化を進め

てきた結果、2013 年の世界シェアのうち板ガラスの約

15％、自動車用ガラスの約 50％、液晶ディスプレイ用ガ

ラスの約 45％を我が国企業が占めるに至っている。 

 こうしたグローバル化による成長の一方で、最大の市

場である中国において 2000 年以降生産能力が急増した

ことが要因となり、建築用ガラスを中心に供給過剰状態

に陥っている。既に中国国内では値崩れや、アジア諸国

への輸出拡大が生じているなどの影響を与えており、我

が国企業をはじめとしたガラスメーカーの価格競争力低

下を招いている。 

 このような環境の中で各企業は、競争力向上のため高

い製造技術を生かした高付加価値製品の開発に注力して

いる。ガラスの更なる強化や薄板化は、スマートフォン

の薄型化や太陽光発電パネルの軽量化など最終製品の能

力向上のほか、新たな分野・用途に使用されるポテンシ

ャルを有しており、今後の成長への寄与が期待されてい

る。 

また、東日本大震災や昨今の自然災害の増加等を契機

に、ガラスの破損や脱落等による被害を抑制する効果を

持つ安全ガラス（合わせガラス）や、高い断熱性能によ

り冷暖房負荷を低減、節電に貢献する複層ガラス（Low-

Ｅ複層ガラス等）といった製品への関心も高まっており、

省エネや安心・安全といった時代のニーズに合わせてガ

ラスの担うべき役割も拡大しつつある。 

（イ）主要な取組 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）

に基づくトップランナー制度の対象にガラスを追加する

とともに、既築住宅・建築物の改修に対する一定の省エ

ネルギー性能を満たす高性能なガラスの導入補助、産業

競争力強化法に基づく生産性向上設備投資促進税制の対

象設備に断熱窓を指定すること等を通じ、複層ガラスの

普及に向けた支援を行った。 

 

（２）セメント産業 

（ア）現状と課題 

国内のセメント事業者は 17 社 30 工場あるが、太平洋

セメント株式会社、三菱マテリアル株式会社と宇部興産

株式会社が販売部門を統合した宇部三菱セメント株式会

社、住友大阪セメント株式会社の三大グループ体制とな

っており、2014年度末現在では三大グループだけで国内

販売シェアの約８割を占めている。 

セメントの国内需要は、1990年度に 8,629万トンと過

去最高を記録して以降、自然災害による復旧需要などの

一時的な増加は見られるものの、総じて減少傾向で推移

してきた。2014年度の需給は、国内では、補正予算によ

り公共工事が追加され、発注を急いだものの実需化が遅

れたことや、消費税増税後の住宅投資の反動減が長引い

たことなどから 4.5％減少の 4,555 万トンと４年ぶりに

前年度を下回った。 

輸出については、国内出荷の減少と東アジア・オセア
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ニアを中心とした堅調な需要に円安基調もあり、さらに

は、経済発展が見られるアフリカなどにも輸出しており、

2003年度頃からは年間 1,000万トン程度で推移している。

また、輸入については、韓国、中国からのみであり、2011

年度からは 80万トン前後で推移していたが、２年連続で

前年度を下回った。 

 

図：セメント国内需要等の推移 

出典：一般社団法人セメント協会 

日本のセメント産業の特徴として、他産業や一般家庭

から排出される廃棄物及び副産物をセメント原燃料とし

て積極的に再利用していることが挙げられる。2014年度

では 2,921 万トンの廃棄物等を受け入れており、セメン

ト１トン当たりの廃棄物等使用量は 479 ㎏。近年増加傾

向にあったが、2014年度では高炉スラグの使用量が減少

した影響等により前年比で 1.5％減少した。 

海外進出状況については、現在中国や米国を始めとし

て環太平洋地域に進出しており、今後、日本のセメント

企業が有する廃棄物等を利用した生産技術や省エネ技術

等を活かし、新興国など需要拡大が見込める地域への海

外展開が期待される。 

日本のセメント産業の省エネ技術は、世界において最

高水準にあるが、一方でエネルギー多消費産業として更

なる省エネ等に向けた取組も不可欠である。 

また、東日本大震災の被災地域において、地震や津波

により倒壊した家屋等の災害廃棄物が大量に発生したが、

セメント産業では、その災害廃棄物についても被災地域

の工場を中心として積極的に受け入れ、被災地の復旧・

復興に向けて協力を行った。 

（イ）主要な取組 

経済産業省として、省エネ・ＣＯ２削減に向けた生産プ

ロセス技術の確立に向けた、革新的セメント製造プロセ

ス基盤技術開発を推進した。 

 

２．７．住宅産業 

（１）現状と課題 

新設住宅着工戸数は、世界的な景気減退による日本経

済全体の減速に伴い、2009 年度には 77.5万戸と 1964年

度以来の低水準となっていたが、2010年度以降、回復傾

向にあった。しかしながら、消費税率引き上げなどの影

響により、2014年度は 89.2 万戸（前年度比 9.0％減）と

５年ぶりの減少となった。プレハブ住宅についても、14.0

万戸で対前年度比 4.0％減となり、5年ぶりの減少となっ

た。 

 

（２）主要な取組 

住宅・建築物の省エネルギー性能の底上げを図るため、

省エネ法に基づくトップランナー制度の対象に他の建築 

物や機器等のエネルギーの消費効率の向上に資する建築

材料等、具体的には2013年に指定した断熱材に加え、2014

年11月にはガラス及びサッシを新たに指定した。また、

建築材料の規格化については、断熱の素材によって異な

る現行JIS規格の統一に向けた改正作業を行っている。 

さらに、住宅システム全体としてエネルギーの有効利

用の促進が求められる中、2012年からゼロ・エネルギー

住宅（ネット・ゼロ・エネルギーハウス：ＺＥＨ）への

支援制度を実施するとともに、太陽熱等自然エネルギー

を効率良く利用できる住宅システムの開発を推進してい

る。加えて、既築住宅・建築物の抜本的な省エネルギー

化を図るため、既築住宅・建築物の改修における、一定

の省エネルギー性能を満たす高性能な断熱材や窓等の導

入に対し、補助を実施した。 

また、既築ストックの活用を含め、今後の住宅関連産

業の発展を見据えてリフォームビジネスの拡大に向け、

「先進的なリフォーム事業者表彰」事業を行い、23事業

者を選定・表彰した。 

さらに、建材・住宅設備産業における、親事業者と下

請事業者の望ましい取引関係を構築するためのガイドラ

イン(下請適正取引等の推進のためのガイドライン)につ

いて、2015年３月に３度目の改訂を行った。 
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２．８．素形材産業 

（１）現状と課題 

素形材産業は、「川上から金属材料（鉄鋼、アルミ、合

金等）を調達し、成形加工して、川下の機械組立産業（自

動車、産業機械、電気通信機器等）に供給する」川中産業

であり、日本の自動車や産業機械などの国際競争力の基盤

をなす存在である。 

約 8.5兆円の素形材市場のうち、自動車産業向けが７割、

産業機械向けが２割と自動車依存率が高く、また、平均従

業員数が約 13名と中小企業が非常に多い状況にある。 

素形材産業の生産高は、2008 年の世界的不況の影響で

秋から急激に生産量が減少し、2009 年には対前年比で▲

34％と、大幅な落ち込みとなった。2009 年２月頃を底と

して緩やかに回復傾向を示したものの、2011 年３月に発

生した東日本大震災による自動車産業のサプライチェー

ンの寸断により、自動車向け部品を製造する素形材産業の

生産も一時ストップするなどの混乱が起こり、生産高が一

旦減少した。その後、エコカー補助金等の政策により再び 

回復基調となったものの、2012 年度にはその反動での自

動車販売減もあり生産は低迷した。 

また、東日本大震災による原子力発電所の停止により、 

節電要請等の電力需給対策が講じられた。加えて、化石燃

料への依存の増大により、電力料金が上昇したため、電力

多消費産業である素形材産業は、収益面で大きなマイナス

の影響を受けている。 

さらに、長引いた円高が円安方向（１ドル 110 円前後）

にシフトし、最終製品を製造するセットメーカーの海外進

出や東南アジアを中心とした新興国における部品の現地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達が引き続き進んでいる。こうした影響により、国内生

産高はリーマンショック前の 2007 年と比べ、８割程度に

とどまる。 

こうした中、日本の素形材産業は、電力の供給不安や価格

上昇とグローバル展開への対応が急務となっており、企業

の経営体力の増強と海外展開や新事業展開といった経営

革新が求められている。中小企業が多く、人的・資金的体

力が限られる中で、如何に生産性を高め、高付加価値化、

差別化を図るか、競争力強化の源泉の確保が課題となって

いる。 

 

（２）主要施策 

（ア）海外展開事業 

アジアを中心とした新興国市場の急成長に伴い、主要ユ

ーザーである自動車産業等の海外展開が急速に進展して

いる中、素形材産業としても海外需要を取り込む生産体制

の構築が急務である。 

また、日本とのＥＰＡによる関係強化を契機とし、ＡＳ

ＥＡＮ各国も、経済成長や産業競争力強化を実現すべく日

本との一層の連携に乗り出している。 

このような状況を踏まえ、日本の素形材産業の海外展開

と相手国との連携強化の在り方を検討するため、2014 年

度はインドネシアへ海外ミッションを派遣し、インド、タ

イ、ミャンマーにおいては、日本の素形材企業の展開可能

性について調査を実施した。 

さらに、セットメーカー生産拠点の海外移転はアジア以

外での地域に広がっており、今後も拡大が予想されている

ことから、2014年度はメキシコにもミッションを派遣し、
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素形材産業の海外展開の可能性及び相手国との連携強化

の在り方を検討した。 

（イ）人材育成 

我が国素形材産業の競争力の一つの源泉は、優れた技

術・技能を支える優れた人材にある。今後の我が国ものづ

くりの新たなニーズに対応していくためには、技能者、技

術者、営業人材、ＩＴ人材、海外展開人材、マネジメント

人材等の幅広い人材を男女・年齢を問わない幅広い裾野か

ら獲得を目指していく取組が必要となる。 

しかし、中小企業が大多数を占める素形材産業において

は、自社の技術や魅力を発信する機会が少なく、人材の確

保・獲得は容易ではない。このため、今後の素形材産業の

競争力強化に求められる人材像を女性、シニア、若手とい

ったダイバーシティ経営の切り口から、また、ＩＴ化やグ

ローバル化という潮流へ対応するための担い手の切り口

から、さらには、活用できる人材リソースが限られる地域

人材について、素形材企業及びユーザー企業へのアンケー

ト調査、企業・大学等へのインタビュー調査等により実態

を調査し、各担い手の育成・確保に必要な戦略等の提言を

行った。 

本調査の結果、素形材産業では高齢化が進行しており、

今後の少子高齢化の進展により若手人材の獲得が更に困

難になっていくものとみられる。素形材企業＝町工場とい

った素形材の現場のイメージを刷新し、若手人材が就業し

やすくするために、今以上にＩＴ化を進めるなどして魅力

的なものづくりの現場に改善していく取組が求められる。

ＩＴ化を進めることは、ＣＡＤを使った設計やプログラミ

ングなど女性活躍の場面も増える相乗効果が見込める。な

お、職場環境を改善すれば直ちに女性が獲得、活躍できる

わけではなく、社員の意識改革を含めた息の長い土壌の整

備が必要となるため、本調査では、「素形材産業の競争力

強化に向けた女性の活躍推進の取組指針」を策定し、女性

が活躍している具体的事例や取組を解説した。 

また、我が国同様に人口減少に直面するドイツでも若者

の製造業・素形材離れに直面しているが、ドイツでは素形

材領域においても産学連携が重視されており、共同研究は

大学の外部資金獲得の重要な資金源とされ、業界へは人材

育成という形でフィードバックされる。我が国素形材産業

ももっと大学・公的機関等との産学連携に取り組むなどし

て業界全体で人材を育てる体制づくりが求められる。 

（ウ）研究開発 

経済産業省では、中小企業のものづくり基盤技術に資す

る研究開発及びその試作等の取組を支援することにより、

日本の製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を

図ることを目的として、「戦略的基盤技術高度化支援事業」

（サポイン事業）を実施している。本事業は、「特定もの

づくり基盤技術」として指定している技術が対象となり、

全 11 技術の内、７の技術分野（精密加工に係る技術、製

造環境に係る技術、接合・実装に係る技術、立体造形に係

る技術、表面処理に係る技術、複合・新機能材料に係る技

術、材料製造プロセスに係る技術）が素形材関連分野とな

っている。 

事業を開始した 2006 年度から多くの素形材企業が活用

し、2014 年度の採択件数全 387 件中、57 件で素形材分野

が採択された。 

本事業は、研究開発意欲が高い中小・小規模の素形材企

業にとって、技術力向上を図る好機になっている。 

また、日本の強みである素材や機械制御技術等を活かし

て少量多品種で高付加価値の製品・部品の製造に適した世

界最高水準の３Ｄプリンタの技術開発事業（「三次元造型

技術を核としたものづくり革命プログラム（2014 年度予

算額 40 億円（うち３Ｄプリンタ関連は 37.5 億円））」）を

開始した。 

2014年度から 2018年度の５年間で、従来の３Ｄプリン

タと比較し、高速（従来の約 10倍）、高精度（従来の約５

倍）、大型（従来の約３倍）な３プリンタの開発を進める。 

これにより、これまでにない軽量で複雑な高機能製品の

開発を加速するだけでなく、地域、中小企業、個人の知恵

や感性を活かした新たな付加価値を持つ製品の創造、商品

企画から設計・生産までの時間の大幅な短縮などが実現さ

れ、ものづくりに“革命”をもたらすことが期待される。 

（エ）取引適正化 

我が国の素形材産業は中小企業が多く、川上（素材）、

川下（セットメーカー）という大企業に挟まれた川中産業

であるため取引上の立場が弱い。従来、取引先（親事業者）

との長期的な取引慣行に基づく系列取引が一般的であっ

たが、国内需要の減少と取引先企業のグローバル調達が進

展する現在は、系列取引が徐々に崩れ、取引先企業との取

引上の問題が顕在化してきている。 

我が国ものづくり産業の競争力強化を高めるためには、
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適正な取引の確保は資源の最適配分を実現し、強靱なサプ

ライチェーンを長期的・安定的に構築することが不可欠で

ある。 

このため、適正な取引確保と素形材産業及びその取引先

企業の健全な発展の実現を目指すべく、「素形材産業取引

ガイドライン」（2007 年策定、2014 年改訂）を 2015 年３

月に再改訂した。 

再改訂に当たっては、エネルギー価格のコスト増にかか

る価格転嫁や型保管費用の負担など引き続き問題となっ

ている課題に対して、事例を充実し、ベストプラクティス

を拡充するなど、素形材企業にわかりやすく実用的なガイ

ドラインとした。 

 

２．９．産業機械 

建設機械、工作機械、重電機器、半導体製造装置、分析

装置、ロボット、ベアリングなどの産業機械は、ものづく

りに不可欠の機械・製品として、我が国の製造業の基盤の

一つをなしている。産業機械業界は、構造的に内需が伸び

悩む一方で、新興国等の外需を着実に取り込むこと、及び

新たな成長産業育成が課題であり、2014 年度は、以下の

取組を行った。 

（１）ロボット 

（ア）「ロボット新戦略」の策定 

 「「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26年６月 24日閣議

決定）」において、ロボットは成長戦略の柱の一つに位置

づけられ、工場の生産ラインに限らず、医療、介護、農業

等の生活に密着した現場においてもロボットを活用し、単

純作業や過酷労働から人々を解放し、社会課題までをも解

決する「ロボット革命」の実現が盛り込まれた。この「ロ

ボット革命」の実現に向け、９月に安倍総理大臣の下、「ロ

ボット革命実現会議」が設置され、同会議が本年１月に「５

か年計画（ロボット新戦略）」を取りまとめ、同年２月に

は日本経済再生本部決定された。 

（イ）分野別 

（介護ロボット） 

経済産業省と厚生労働省が共同で策定した「ロボット技

術の介護利用における重点分野」（2012年 11月策定、2014

年２月改訂）に基づき、５分野８項目においてロボット介

護機器の開発を推進した。2014年度においては、「移動支

援（屋外）」・「見守り（介護施設）」の２分野の開発期間が

終了し、機器の製品化が進み、ロボット介護機器の市場投

入が進んだ。（予算：｢ロボット介護機器開発・導入促進事

業｣ 7.0億円（委託）、18.5億円（補助）） 

 ロボット介護機器については、現場とのコミュニケーシ

ョンの不足や先行事例が乏しいこと等、量産化に踏み切れ

ない状況にあった。このことから、ロボット介護機器の量

産化への道筋をつけることを目的として、ロボット介護機

器を実際の介護現場で活用しながら、大規模な効果検証等

を行うことを目的に事業を実施した。最終的には、27 機

種 2,987 台の介護ロボットを介護現場に導入し実証を行

い、ロボット介護機器導入の土壌を醸成するとともに、実

証結果を介護ロボットの安全基準づくり等に反映させた。

（予算：「ロボット介護機器導入実証事業」20.5億円） 

（インフラ維持管理） 

経済産業省と国土交通省は、社会インフラの維持管理や

災害対応の効果・効率の一層の向上のためのロボット技術

の開発・導入を迅速かつ集中的に実施するため、2013 年

７月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討

会」を開催し、2013年 12月に「次世代社会インフラ用ロ

ボット開発・導入重点分野」（「橋梁維持管理」「トンネル

維持管理」「水中維持管理」「災害調査」「応急復旧」）を策

定した。経済産業省が企業・研究機関でのロボットの開発

支援、国土交通省が現場ニーズの伝達や現場実証支援を主

に担い、開発・導入を円滑化させることとしている。（予

算：｢インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム

開発プロジェクト｣19.2億円（うち、ロボット技術 6.6億

円）） 

 

（２）建設機械 

建設機械から排出されるＣＯ２を抑制するため、環境性

能に優れた省エネルギー型建設機械の導入促進補助事業

を実施した。排ガス四次規制（2011、2014年）適合車で

あり、国土交通省策定の燃費基準値を超える燃費性能及び

省エネ技術を有している建設機械を対象とし、施行事業者、

リース事業者等に導入する計 731件の建設機械に対して

一部補助を行った。（予算：｢省エネルギー型建設機械導入

補助事業｣ 16.0億円（補助）） 

 

（３）海外展開・海外ビジネス拡大支援  

 中小企業における海外展開支援においては、2014年 10
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月、食品機械及び包装機械を製造する我が国の中堅・中小

企業８社と関連業界３団体が新興国市場開拓支援事業（補

助金）を活用し、インドネシアの展示会に日本ブースとし

て初めて共同出展するとともに、現地商工団体及びユーザ

ー業界へ向けた大規模なセミナー形式でのＰＲを実施す

るなどした。 

この結果、新興国の中でも成長著しいインドネシアの

食品産業からは、国民所得の増加に伴う嗜好の拡大、食品

の品質や安全性向上のニーズに対応する日本製機械を食

品製造工場に新規導入する動きが加速し、現地コンビニエ

ンスストア経営企業や飲料製造メーカーを中心に数十件

の成約を獲得するに至った。 

 

（４）技術開発等 

（ア）革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ） 

2013 年度に開始した、クリーンルームを不要とする新

しい半導体製造システムである「ミニマルファブ」の技術

開発を推進した。（予算：｢革新的製造プロセス技術開発（ミ

ニマルファブ）｣25.0億円（補助）） 

（イ）次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト 

2012 年度から開始した炭素繊維等の難加工次世代部素

材の加工技術について研究開発目標を達成し、2015 年２

月に事業を終了した。（予算：「次世代素材等レーザー加工 

技術開発プロジェクト」7.O億円（補助）） 

 

２．10．プラント・エンジニアリング産業 

（１）概要 

プラント・エンジニアリング産業は、多数の部品、装置

などが総合したシステムを構築し供給する産業であり、社

会インフラの整備及び各種産業の設備の供給を通じて、国

の経済社会活動の根幹を担う基盤的産業である。事業の性

格上、製造、資金調達、運営など多様な機能を統合するこ

とが求められることから、幅広い業態の事業者から構成さ

れている。主要な事業者としては、専業エンジニアリング

事業者、製造企業系列エンジニアリング事業者のほか、重

電、重機、重工、電機、鉄道車両、化学、鉄鋼、情報通信、

生活・環境などの分野の各種プラントメーカー、機器製造

事業者及び商社が挙げられる。 

 

（２）海外展開 

プラント・エンジニアリング産業は、国内需要は概ね横

ばい傾向にあるが、製品とサービスが融合する産業で、成

熟した産業構造を有する日本が強みを発揮しうる分野で

あり、ポテンシャルの大きな海外市場への展開の促進を図

っている。 

このため、資材価格の高騰、人材確保難等によるプロジ

ェクト・リスクの拡大に対処し、高い基礎技術力や信頼性

などの強みを活かすためには、上流（案件発掘、基本設計

等）及び下流（オペレーション＆メンテナンス等）への展

開あるいは事業主体側への出資参加などを含めた事業形

態の深化と事業分野の拡大及びそれに必要な企業連携の

促進を図ることが重要である。 

また、これらのプラントが相手国の重要社会経済インフ

ラであることや本産業の競争力は経験工学的要素に負う

ところが多いことを踏まえ、積極的に個別案件の受注支援

を行うべく、経済産業省としては、輸出信用、貿易保険等

の政策ツールの活用によるワンストップサービスの提供

や案件発掘・形成、トップセールスや相手国との政府間で

の交渉等を通じた積極的な支援を行っている。 

 

（３）海外成約実績 

 2014年度の海外プラント・エンジニアリング成約実績

総額は、約 287億ドル（前年度比 29.2％増）と、過去最

高となった。また、成約件数は 512件となり前年度比で

19.9％減少した。 

地域別では、ロシア・ＣＩＳ・その他の成約額が前年度

と比べて大幅に増加し、成約総額の約４割を占めた。 

機種別では、成約額上位２機種であるエネルギープラン

ト、化学プラントで、過去最高の実績となった。 
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図：海外プラント・エンジニアリング地域別成約実績の推移 

出典：日本機械輸出組合 

 

（４）日本のプラント・エンジニアリング産業の展望と課

題 

（ア）世界市場の展望 

 原油価格の高騰や天然ガスの需要拡大を背景とした石

油・天然ガスプラント需要、アジアを中心とする発展途上

国でのインフラ需要の好調など世界市場の活況がここ数

年間続いてきた。しかしながら、世界的な金融不安や原油

価格の低下を踏まえ、プラントに関する設備投資の動向、

ファイナンス組成に関するビジネス環境、資機材価格、プ

ラント建設に動員される工員需要等の動きを、今後、注意

深く見守る必要があると思われる。一方、活発な事業再編

を進めてきた欧米と低価格を強みとする韓国・中国などが

競争力を増してきており、今後も激しく競争が続いていく

ものとみられる。 

（イ）今後の競争力強化に向けた対応 

 日本のプラント・エンジニアリング産業が厳しい国際競

争環境の中で今後発展していくためには、案件発掘、Ｆ/

Ｓ（事業可能性調査）、基本設計などの上流の業務につい

て、各企業レベルにおける法務・金融・コンサルティング

能力の強化とトップセールス等政策支援を組み合わせた

受注の増加及び運営・保守等下流業務への展開による事業

形態の深化と事業分野の拡大が必要である。 

また、企業レベルや業界レベルで人材育成・確保対策を

進めることが必要である。 

（ウ）グローバル戦略 

 日本企業が大きな市場シェアを有してきた東南アジア

などの地域においても再編を経て競争力を強化した欧州、

米国企業や、価格競争力を武器とする中国、韓国等の企業

が進出し競争が激しくなる傾向にある。日本企業が市場シ

ェアを確保・拡大していくためには、低コストの人件費を

活用することが目的であった海外拠点を、利益を上げる拠

点として位置づけ、現地企業の育成・活用や事業の運営・

保守への進出を図ることが求められる。 

 

２．11．航空機産業 

（１）現状 

航空機産業は 2010～2030 年までの 20 年間で民間機市

場において約 300 兆円規模の需要が見込まれる成長産業

であると同時に、航空機産業の発展は部品・材料産業の高

度化を通じて我が国製造業全体の高度化をもたらすこと

から、今後の我が国経済を担う基幹産業の一つである。ま

た、航空機は重要な防衛装備の一つであることから、航空

機産業は我が国安全保障の基盤を形成している。 

我が国においては、戦後７年間の空白期間を経て航空機

産業の活動が再開され、以来半世紀余りが経過した。この

間、我が国航空機産業は、米軍機の修理や技術導入、欧米

各社からのライセンス生産などによって先進諸外国への

キャッチアップに努めた時代に始まり、ＹＳ-11などの国

産旅客機開発に挑戦した時代、80 年代以降のＢ767、Ｂ777

及びＢ787 やＶ2500 などの国際共同開発に参画した時代
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を経て、我が国初の国産ジェット旅客機の開発を行う時代

へと着実に発展してきており、現在では生産額が１兆１千

億円規模の産業となっている。特に 90 年代以降、防衛予

算が伸び悩む中、航空機産業の成長は民間部門が牽引して

おり、防衛需要比率は 80年代初頭の約 85％から現在では

33％にまで低下してきている。 

諸外国においては、90 年代以降、防衛予算の削減など

を背景に、民間機市場での競争力強化・防衛部門での生産

性向上のため、航空機産業の大幅な事業再編が進められて

いる。その結果、100席クラス以上の中大型機市場はボー

イングとエアバスの２社、100席以下の小型機市場はカナ

ダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルなどによ

る寡占市場となったが、近年、中国・ロシア等において新

規に参入する動きが見られ、我が国もまた、参入を図って

いる。また、航空機エンジン市場は、米国のＧＥ（General 

Electric）、Ｐ＆Ｗ（Pratt & Whitney）、英国のＲＲ（Rolls 

Royce）などによる寡占市場となっている。 

 

（２）我が国航空機産業の強みと弱み 

（ア）強み 

機体・エンジンの主要部分品やシステムにおける我が国

メーカーの技術力は欧州、米国完成機メーカーから高く評

価されており、特に、航空機の軽量化に重要な役割を果た

す炭素繊維複合材料関連技術は世界でもトップレベルに

ある。航空機の経済性や環境性能に対する要求が強まる中

で、近年の機体・エンジンの国際共同開発における我が国

メーカーの分担は、その高い技術力を背景に拡大・高度化

している。我が国機体メーカーが機体構造の 35％を担当

しているＢ767は、機体の 50％に炭素繊維複合材を用いる

こと等により、機体重量を大幅に軽量化し、Ｂ787に比べ

約 20％の燃費向上を実現させており、材料の炭素繊維は

株式会社東レが独占している。 

（イ）弱み 

我が国航空機産業においては、民間機の全体を統合設

計・製造する技術の経験が十分ではない。また、マーケテ

ィングやプロダクト・サポート、巨額の開発資金・長期の

投資回収期間に対応したファイナンス・スキームなどの面

においても海外メーカーと比べると十分な経験を有して

いるとは言えない。 

さらに、同様に装備品分野においても、Tier1レベルの

事業参加は内装品や降着装置等の一部に限られている。 

 

（３）世界市場の展望 

2008 年のリーマンショックに始まった世界的な景気後

退により航空輸送需要は一時的に冷え込んだが、世界全体

の航空旅客数の伸び率は、2030 年代まで年平均約５％と

いう予測が一般的であり、特にアジア・太平洋地域におけ

る需要の伸びが大きいと見込まれている。これらに伴い、

航空機市場は中長期的に着実に拡大すると予想されてい

る。このため、現在、世界の主要メーカーにおいて民間機

の機体・エンジンの開発が活発に行われており、我が国メ

ーカーも多数参加している。2014 年にボーイングと日本

航空機開発協会（ＪＡＤＣ）は、ボーイングの主力機であ

るＢ777の後継機、Ｂ777Xの共同開発に係わる覚書を締結

した。日本からの製品・サービスの調達規模は今後５年間

で約 360億ドル（約４兆 4000億円）、数万人の雇用を生み

出すと予想されている。またＢ787は現在月産 10機だが、

2016 年には月産 12 機、2019 年までには 14 機まで生産機

数が引き上げられ、更なる事業の拡大が見込まれる。 

 

（４）我が国航空機産業の展望と経済産業省の取り組み 

（ア）我が国における完成機事業の実現 

第一に、我が国航空機産業の更なる発展のためには、設

計・開発から航空安全当局の型式認証、国際的なサプライ

チェーン管理、販売後のプロダクト・サポートに至るまで

の完成機事業遂行能力を獲得することが重要である。2008

年３月にはＹＳ-11以来約半世紀振りとなる国産旅客機

プロジェクトが事業化され、現在開発が行われているとこ

ろだが、このプロジェクトを先駆とした完成機事業は、我

が国航空機産業の発展に大きく貢献することになると考

えられる。 

また、防衛用航空機を含む防衛装備品についても、国産

航空機の海外展開を始め、各種部品や技術の海外展開を実

現することも重要である。経済産業省では、民間事業者と

連携するとともに、防衛省、文部科学省、国土交通省の関

係省庁とも連携し、取組を進めていくことが重要である。 

（イ）装備品分野の参入拡大 

第二に、これまで我が国企業の本格的な参入が進んでこ

なかった装備品分野についても、装備品が航空機の価値の

大部分を占めていることを踏まえ、我が国航空機産業の発
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展のためには重要となっている。 

我が国の装備品企業は、これまで防衛用航空機向けに技

術を培ってきたものが多いが、これらの技術を基礎に、民

間航空機に参入できるよう、参入機会の創出や技術レベル

の向上に向けた取組を進めていくことが重要である。 

（ウ）国際共同開発における役割の拡大 

第三に、材料関連技術など我が国が強みを有する技術を

一層向上させ、国際共同開発において我が国が質・量とも

に高い参画を行うことが重要である。国際共同開発につい

ては、中大型機分野においては引き続き欧米の完成機メー

カーを中心に進められていくと考えられる。近年、欧州、

米国の完成機メーカーにおいて、自らは最終組立とマーケ

ティングに特化する一方で、主翼・胴体などの部位につい

ては開発から在庫管理に至るまでパートナー企業に分担

させるというサプライチェーンの変革が進められている。

また、そうしたサプライチェーンの外延も新興国に拡大す

る動きが見られる。こうした中で、我が国メーカーがこれ

まで以上の参画を果たすためには、材料関連技術など我が

国が強みを有する技術を一層向上させることが重要であ

る。 

また、航空機エンジンについても、各種機体の開発に伴

って幅広いサイズの開発・生産が国際共同事業として行わ

れている。現在、我が国メーカーは、小型機用ではＣＦ

34-10で 30％、中型機用では Trent1000 及びＧＥｎｘでそ

れぞれ 15％の担当比率で参画しているが、今後、より一

層主体的かつ高度な参画を達成し、新たな技術の吸収・発

展を図ることが必要である。 

（エ）航空機部品・素材分野への参入拡大 

航空機産業は材料や部品の多様さから、裾野の広い分野

であり、加工メーカーとして Tier1～３レベルでの参画と、

素材メーカーとして国内外への素材供給という形で成長

してきた。今後、世界の航空機市場の成長を取り込むには、

量産レートアップやコスト競争力強化のための中小企業

の強みの活用、また工作機械や中間加工も含めたバリュー

チェーン全体での競争力強化、自動車産業や電機産業等の

異分野からの参入を促進することが重要である。 

一方、航空需要の増大等により製造技術者の不足が見込

まれる状況下、2014 年８月に国土交通省、文部科学省、

及び厚生労働省との協力の下、立ち上げた「航空機整備

士・製造技術者育成連絡協議会」及び同ワーキンググルー

プについて、人材の確保・育成にかかる諸問題の具体的解

決策の検討を継続する。 

また一貫生産体制の構築に際し、サプライヤーである中

堅・中小企業にも高い品質マネジメントシステムの構築が

求められる。航空機産業特有の認証であるＪＩＳＱ9100

や Nadcap、各ＯＥＭメーカーが求める事業者認証など、

複雑な認証制度を理解した上で各認証を取得・維持するこ

とは、経費・人材等の点において中堅・中小企業にとって

非常に大きな壁となっており、企業間連携や拠点の整備を

進めることが重要である。 

これらに対応するため、2014 年７月１日に航空機部

品・素材産業室を設置した。 
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出典：（一財）日本航空機開発協会 

 

出典：（一財）日本航空機開発協会 

                                        

２．12．宇宙産業 

（１）現状と課題 

人工衛星などの宇宙システムは、衛星放送・通信、測位、

資源探査、災害監視、農林水産業など、様々な分野で広く

活用されている。 

世界の宇宙産業の規模は約 20兆円／年(2013年)であり、

過去 10年間で年平均約 10％増加しており（参照：宇宙産

業の世界市場規模の推移）、今後も拡大が見込まれている。
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特に、通信・放送関係や新興国における地球観測関連の需

要の伸びが顕著になっている。 

 

 

 

 

主要国は、宇宙産業が安全保障や社会インフラを支える

重要な産業であり、最先端の技術を必要とする高付加価値

産業であることに着目し、国家戦略として宇宙産業の発展

に向けた取組を進めている。 

宇宙機器産業の売上規模は、米国が巨大な官需を背景に

約 4.4兆円（2013年）、商業分野で地位を確立している欧

州が約 8,900 億円（2013 年）であるのに対し、我が国は

約 2,800億円(2013年度)にとどまっている。 

我が国の宇宙機器産業は、売上の約９割を政府の需要に

依存しているため、宇宙産業の産業基盤の維持・確保に向

け、官民挙げての国際競争力強化や海外需要の獲得の取組

が進められてきた。その結果、2011 年にはベトナムとの

間で小型レーダ衛星２基の調達及び宇宙センターの建設

に関する円借款の交換公文に署名が行われた。また、三菱

重工業株式会社がカナダの衛星運用会社から通信放送衛

星の打上げ輸送サービス及びドバイの政府機関から地球

観測衛星の打上げ輸送サービスを、三菱電機株式会社がト

ルコやカタールの通信放送関係企業から通信衛星の製造

を受注するなど、一定の成果があげられている。 

このような動きに合わせ、政府の体制・制度改革も進め

られてきた。2012 年６月には内閣府設置法等の一部を改

正する法律が成立し、宇宙政策を政府全体で一体的に推進

するための司令塔として内閣府に宇宙戦略室が新設され

た。また、独立行政法人宇宙航空研究開発機構 （ＪＡＸ

Ａ）の業務として、人工衛星等の開発、打上げ、運用等に

関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと

が追加され、経済産業省大臣がこの部分を所管する主務大

臣となった。 

さらに、2015 年１月には、宇宙基本計画が改訂され、

１.宇宙安全保障の確保、２.民生分野における宇宙利用推

進、３.産業・科学技術基盤の維持・強化、を柱として今

後更に宇宙開発利用に注力していくことが決定された。こ

の中で、我が国宇宙産業基盤の維持・強化への対応として、

産業界の投資の予見可能性を高めるため今後 10 年の政府

による宇宙開発計画（工程表）が提示されるとともに、宇

宙産業への新規参入を促進するための法整備に取り組む

ことなども明記された。 

 

（２）現状を踏まえた検討・主な実行施策 

経済産業省では、宇宙基本法及び宇宙基本計画を踏まえ、

我が国宇宙産業の国際競争力の強化及び海外市場拡大に

向けた取組を進めてきた。また、宇宙を利用する新たな市

場の創出に向けた取組も進めてきた。 

 

個々のプロジェクトについては以下に示すとおりであ

る。 

（ア）小型・高性能かつ低価格な先進的人工衛星システム

の開発（ASNAROプロジェクト） 

今後需要の拡大が見込まれるリモートセンシング（地球

観測）分野などをターゲットとして、大型衛星に劣らない

性能を有しつつ低コスト・短納期な小型衛星システム（光

学・レーダ衛星）及び、関連の地上システム、アプリケー

ション等の開発を進めた。 

光学衛星（ASNARO-1）については、2014年 11月に打上

げに成功し、校正など実証運用を行った。レーダ衛星

（ASNARO-２）については、引き続き主要なコンポーネン

トの開発等を実施した。地上システム等については、可搬

型地上システム技術の開発や、画像自動判読技術の開発等

を実施した。 

宇宙産業の世界市場規模の推移 
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（イ）リモートセンシング技術の研究開発（ASTER・PALSAR

プロジェクト、HISUIプロジェクト） 

我が国はエネルギーや鉱物資源が乏しく、資源の大部分

を海外に依存している。資源の安定供給の確保を図るため

には、積極的な資源確保政策が重要であり、海外諸地域の

石油等のデータ取得を効率的に行うリモートセンシング

がますます重要となっている。1992 年２月に打ち上げら

れた JERS-１（1998 年 10 月運用終了）に比べ資源探査能

力を格段に向上させた光学センサ（資源探査用将来型セン

サ（ASTER））及び合成開口レーダ（フェーズドアレイ方式

Lバンド合成開口レーダ（PALSAR））の開発を行い、ASTER

は 1999年 12月に米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の衛星に搭

載して打ち上げを行った。ASTER は、機器の設計寿命を大

幅に超える 10 年間の運用を達成し、引き続き現在も運用

中である。PALSAR（2011年５月運用終了）は 2006年１月

にＪＡＸＡの衛星だいち（ALOS）に搭載して打ち上げを行

った。ASTER及び PALSARから取得したデータは資源探査・

開発に利用しやすい形態で解析され、油田・ガス田の発見、

鉱区取得等へ活用されている。 

加えて、ASTER よりも地表面にある物質の波長を詳細に

識別することができ、資源探査・開発能力を向上させたハ

イパースペクトルセンサの開発を推進した。ハイパースペ

クトルセンサは資源探査・開発だけでなく、森林観測や環

境監視、農業分野等への活用等について、強力なツールに

なると期待されており、利用ニーズに即した情報を同セン

サから取得したデータから抽出する解析技術等の研究開

発も併せて実施している。 

（ウ）宇宙環境等信頼性実証システム（ＳＥＲＶＩＳプロ

ジェクト） 

衛星等の製造においては信頼性を重視して、主に宇宙用

に特化した部品が用いられているが、これらは、信頼性が

高い一方、高価格・長納期であることが多い。また、宇宙

用部品は製造量が少なく採算が合わないなどの理由から、

近年、部品メーカーの撤退の動きが顕著となっており、今

後、衛星等の製造に必要な部品の調達が困難になる可能性

がある。 

こうした背景から、衛星等の低コスト化、短納期化及び

高機能化を実現するため、安価で高機能な民生部品・民生

技術の宇宙環境（高温・低温、衝撃、放射能環境等）にお

ける耐性を試験・実証し、その結果を知的基盤（データベ

ース、ガイドライン）として整備するＳＥＲＶＩＳプロジ

ェクトを推進した。 

これまで民生部品・民生技術を取り入れたＳＥＲＶＩＳ

１号機を 2003年に、その後継としてＳＥＲＶＩＳ２号機

を 2010年に打ち上げ、それぞれの衛星における実証結果

を踏まえた「民生部品・民生技術データベース」及び「民

生部品・民生技術選定評価ガイドライン」を策定した。2014

年には、民生部品の地上模擬試験を行うとともに、民生部

品・民生技術を活用した実験機器の設計、製造、試験を行

い、その結果を基にデータベースの改訂を行った。 

（エ）宇宙太陽光発電システム 

宇宙太陽光発電システム（ＳＳＰＳ：Space Solar Power 

System）は、宇宙空間において太陽エネルギーで発電した

電力を無線などに変換して地上へ伝送し、地上で電力に変

換して利用する将来の新エネルギーシステムである。太陽

光発電は、エネルギーの安定供給の確保、地球環境問題へ

の対応の観点から導入が進められているが、昼夜や天候に

左右されることなく、発電が可能なＳＳＰＳは、将来の革

新的なエネルギーとして期待されている。 

経済産業省では、このＳＳＰＳの実現に向け、その重要な

要素技術であるマイクロ波送受電について、送受電効率の

改善や送電システムの薄型・軽量化を目標として、研究開

発を進めている。 

2014年には周波数 5.8GHzのマイクロ波により 50mの距離

で送受電を行う実証試験を実施し、マイクロ波を精密に制

御できることを確認した。また、マイクロ波送受電技術の

地上応用の可能性を評価するため、2.45GHzのマイクロ波

により 500mの距離での送受電実証実験を実施し、その基

礎技術を確認した。 

（オ）日本企業の国際展開支援 

経済産業省では、関係企業と緊密に連携し、宇宙システム

の調達を検討している新興国を対象に、先方の実情把握の

ための現地調査の実施、政府関係者を招いたセミナーの開

催、さらには、政府要人に個別の働きかけを行うなど、受

注獲得に向けた取組を進めてきた。 

2014年度の具体的な活動として、三菱電機株式会社がカ

タールの国営衛星通信事業者である Es'hailSat（エスヘ

イルサット）社から通信衛星を受注することを支援するた

め、情報通信技術大臣などカタール政府への働きかけを実

施した。また、ベトナムにおける円借款による宇宙プロジ
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ェクトにかかる人工衛星の詳細に関する調整を進めた。宇

宙システムの調達に効果的な提案を実現するため、中南米

（ブラジル、メキシコ）、及びトルコを対象に現地調査を

実施した。さらに、地球観測衛星の活用方法等に関するセ

ミナーをインドネシア及びメキシコで開催した。加えて、

日本の宇宙システムや機器の売り込みの促進と、部品の共

同開発等の可能性を模索するため、海外貿易会議として航

空宇宙工業会とともにドイツ及びトルコを訪問し、現地企

業と日本企業の交流会議を開催した。 

（カ）宇宙を利用した新たなビジネス創出に向けた取組 

準天頂衛星を利用した新たなビジネスの創出を促進す

るため、ＮＥＤＯがタイにおいて実証実験を実施した。 

 

２．13．自動車産業 

（１）自動車産業の概況 

2014 年世界の自動車産業は、増税後の消費の落ち込み

による日本市場の悪化や市況の悪化に伴い、中国を除く新

興国市場が失速したものの、堅調な米国市場がリーマンシ

ョック以前の水準まで回復したことや、最大の自動車市場

である中国においても好調だったことから拡大を続け、生

産台数は 8,842万台、販売台数は 8,767万台（同 3.2％増）

となった。特に、中国における自動車販売台数は、所得増

や買い換え需要を背景に、2,349 万台と世界自動車販売台

数首位を維持し、史上最高記録を更新した。しかしながら、

2013 年の 13.9％増から、2014 年は 6.9％増と成長率が縮

小し、中国経済の減速を反映した結果となった。   

また、2014年は、先進国での環境規制の強化や発展途

上国での環境意識の向上を背景に、ＥＶ/ＨＥＶ/ＰＨＶの

販売台数が前年比 7.5%増となった。日系メーカーは、消

費税増税前の駆け込み需要があった１～３月の増加分に

より通年でプラスを維持した形となり、2014年の国内販

売台数は前年比 3.5%増の 556万 3,000台と８年ぶりに 550

万台を超えた。 

 

（２）自動車産業戦略 2014 

「日本再興戦略」改訂を踏まえ、自動車産業が中長期

的に直面するであろう課題を整理分析した上で、次世代自

動車の普及促進をはじめとする先進的な国内市場構築や

自動車産業のグローバル展開の推進等からなる総合的な

戦略である「自動車産業戦略 2014」をとりまとめた。 

戦略の主なポイントは、１.グローバル戦略、２.システ

ム戦略、３.研究・開発・人材戦略、４.バイク、バス、ト

ラック・フォークリフト・運搬車両機器の課題への対応策、

となっている。 

１.グローバル戦略では、環境・エネルギー制約などグ

ローバルな課題を見据えた先進的な国内市場を世界に先

駆けて形成するとともに、自動車産業のグローバル展開を

進めることを記載した。 

２.システム戦略では、高齢化、都市化、環境問題、災

害対策などにシステムで対応し、そこから生まれる新しい

競争力の源泉を自動車産業が主導権を握るための戦略を

進めることを記載している。 

３.研究・開発・人材戦略では、今後、グローバル市場

において、コスト低減、車種の多様化、関連技術分野の拡

大が求められる中で、自動車産業において、より戦略的な

選択と集中や開発・生産体制の整備を行うとともに、産

産・産学の連携による協調体制の強化を行うことを明記し

た。 

４.バイク、バス、トラック・フォークリフト・運搬車

両機器の項では、バイク、バス、トラック・フォークリフ

ト・運搬車両機器に関し、それぞれの課題を整理し、対応

策をとりまとめた。 

（３）車体課税について 

経済産業省においては、消費税 10％引き上げ時の自動

車の国内需要の落ち込み緩和、税制のグリーン化、ユーザ

ー負担の軽減等の観点から、自動車取得税の消費税率

10％への引き上げ時の廃止、エコカー減税等の対象車の基

準の切り替え、軽減措置の拡充、自動車税のグリーン化機

能を維持・強化する取得時の課税（環境性能割）の導入、

排気量割の税率の引き下げ、軽自動車税の軽課措置の導入

等を要望した。その後、消費税率引き上げの延期もあり、

2014 年 12 月にとりまとめられた与党税制改正大綱では、

エコカー減税の基準の切り替え、対象区分の拡充、軽自動

車税の軽課措置の導入等が決定された。 

消費税 10％増税時点での自動車取得税の廃止、環境性

能割の実施、自動車重量税のエコカー減税の基本構造の恒

久化等について、2016 年度以降の与党税制改正大綱で具

体的な結論を得ることとされている。 

 

（４）通商関係 
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中国・インドを始めとする新興国の市場拡大などグロー

バルな経済環境の変化とともに、経済連携協定による地域

統合の促進による貿易・投資の機会拡大が進みつつある。 

2005 年以降、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム

といった東南アジア諸国及びＡＳＥＡＮ並びにメキシコ、

チリ、スイス、インド、ペルー、オーストラリアとのＥＰ

Ａが発効した。こうしたＥＰＡにより完成車及び自動車部

品関税の撤廃や削減が実現されるとともに、生産拠点とし

て特に重要な国とのＥＰＡでは、相手国の裾野産業の発展

を促し、日系企業のサプライチェーン構築を支援するため

産業協力に関する規定が盛り込まれた。 

また、日本の自動車産業が他国に劣後せずに事業展開が

可能となるよう、通商政策の展開を通じた競争環境の整備

が求められている。 

このため、2014 年度は、中国政府との課長級政府間協

議、ＡＰＥＣ自動車ダイアログ及びＡＭＥＩＣＣ自動車分

野 WG における官民による政策協議、ＥＵ、モンゴル、カ

ナダ、コロンビア等とのＥＰＡ交渉及びＴＰＰ交渉及び関

係国との協議等に取り組んだ。 

 

（５）環境・エネルギー対策、新技術の開発普及支援 

地球環境問題及び資源制約に対するグローバルな関心

の高まりから、自動車分野においても、更なる燃費向上、

ＣＯ２の削減、燃料の多様化及び次世代自動車の本格的な

市場導入への要請が強まっている。 

また、世界の自動車市場の多様化も進展しつつある。新

興国においては経済発展により自動車購買人口が増加し、

先進国においては一層環境性能車志向が進むなど、市場の

特性に応じて、異なるパワートレインを用いた自動車のニ

ーズが強まっている。 

こうした状況を背景に、ハイブリッド自動車やクリーン

ディーゼル自動車、さらには、電気自動車（ＥＶ）やプラ

グインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（Ｆ

ＣＶ）、天然ガス自動車など次世代自動車を巡る競争は国

際的に激化している。日本の自動車及び関連産業は、これ

まで高い技術力を背景として世界市場に受け入れられ、国

内においても経済・雇用等を牽引するリーディング産業と

しての役割を果たしてきた。しかしながら、グローバルな

競争が激化していく中で、今後ともその役割を果たし続け

るためには、効率的に研究開発を進めていくとともに、世

界の潮流に乗り遅れることなく、新たな市場を創造し、獲

得していくことが不可欠となっている。 

このため、2014 年度は、世界に先駆け厳しい規制に対

応し、優れた燃費性能のディーゼルエンジンの開発・導入

につなげるため、大学等のシーズを活用しつつ、研究開発

を行うクリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関す

る研究開発事業として５億円計上した。 

（ア）次世代自動車の導入促進 

「次世代自動車戦略 2010」では、次世代自動車等の普

及に向け、2020 年における乗用車の新車販売台数に占め

る次世代自動車の割合を 20～50％とするなどの普及目標

を掲げている。 

一方、同時に、現時点では導入初期段階にあり、コスト

が高い等の問題を抱えている。 

このため、車両購入時の負担軽減による初期需要の創出

と、量産効果による価格低減を促進し、世界に先駆けて国

内の自立的な市場を確立すべく、クリーンエネルギー自動

車等導入促進対策費（ＣＥＶ）補助金を 2014 年度予算と

して 300億円を計上した。 

なお、2015 年３月９日からは、2014 年度補正予算にお

いて措置した 100億円の申請受付を開始した。 

また、ＥＶやＰＨＶの普及には充電インフラ整備も不可

欠である。そのため、経済産業省としては、購入費及び工

事費の一部補助を通じて、充電インフラを計画的・効率的

に整備するべく、次世代自動車充電インフラ整備促進事業

として 2012 年度補正予算にて 1,005 億円を措置・基金化

し、2015年２月 27日まで申請受付を行った。 

なお、2015 年３月２日からは、2014 年度補正予算にお

いて措置した 300億円の申請受付を開始した。 

具体的には、充電器等の購入費及び工事費を補助するこ

とにより、１.目的地への途中で充電可能な「経路充電」

の充実（高速道路ＳＡ/ＰＡ、道の駅、コンビニ等）２.

目的地における「目的地充電」の充実（ショッピングセン

ター等）３.マンション・月極駐車場及び従業員駐車場等

の充電設備（「基礎充電」）の充実４.自立的なインフラ整

備を推進するため、充電器課金装置の整備加速を図る。本

事業を通じて、「ガス欠ならぬ『電欠』なき日本」をつく

ることを目標にしている。また、自動車の電動化や、電力

使用の平準化等に貢献する重要技術であるリチウムイオ
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ン電池等の蓄電技術に関して、性能やコスト面での課題に

より、航続距離が十分でなくＥＶ、ＰＨＶの普及が進まな

いことの一因となっていること。さらに、蓄電池分野にお

ける国際的な競争も激化しており、この分野における日本

のトップランナーとしての地位が脅かされている状況に

ある。 

こうした状況を踏まえ、2014 年度予算では、2020 年代

前半を目標として、車載用リチウムイオン電池の性能を限

界まで追求するための、トップランナー型の技術開発とし

て、リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業を

25億円計上した。 

加えて、産学連携による集中研究体制の下、蓄電池の研

究開発を加速するための新たな蓄電池の解析手法の開発

と、リチウムイオン電池の性能限界を大幅に上回る革新型

蓄電池の 2030 年頃の実用化に向けた基礎的研究開発につ

いて、革新型蓄電池先端科学基礎研究事業として 31 億円

を計上した。 

（イ）高度道路交通システム（ＩＴＳ）の開発普及 

ＩＴＳ（Intelligent Transport-Systems:高度道路交通

システム）とは、道路交通の安全性、輸送効率、快適性の

向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用いて、人と

道路と車両とを一体のシステムとして構築する新しい道

路交通システムの総称である。 

経済産業省としては、従来から、関係省庁と連携を取り

つつＩＴＳビジネスの振興を図るため、 [1]先導的な研究

開発、[2]市場化を目的とする国際標準化・規格化、[3]

新規産業創造のための調査事業等を実施しており、2014

年度予算では、グリーン自動車技術調査研究事業に 1.2

億円、次世代高度運転支援システム研究開発・実証プロジ

ェクトに 8.0億円を計上した。 

これらの事業を通じて、隊列走行技術等の自動走行シス

テムに関する社会受容性、具体的なニーズ、事業可能性、

海外の研究開発動向等について調査を行い、適切な研究開

発、標準化等を推進することで、自動走行システムの実用

化を促し、燃費改善、ＣＯ２排出削減、交通渋滞の緩和等

の課題解決に貢献する。 

2014 年度は、コントロールセンター制御による自動走

行について、具体的な地域を想定してニーズの調査・分析

を行った。また、より高度な安全運転支援の実現に必要な

顕在化する前の危険予測技術やセンシング技術、車体制御

技術の開発を行った。 

 

（６）自動車リサイクル 

（ア）施行状況 

20143 年８月 21 日に開催された産業構造審議会自動車

リサイクルＷＧ・中央環境審議会自動車リサイクル専門委

員会第 32回合同会議において、2013年度の自動車リサイ

クル法施行状況が報告され、有識者による評価が行われた。 

(A) リサイクル率の達成状況 

2013 年度は、シュレッダーダスト（ＡＳＲ）とエアバ

ッグ類それぞれについて、基準を大きく上回るリサイクル

率を達成した。 

 基準 実績 

ASR 
50（2010年度～） 

70（2015年度～） 
96～97.7 

エアバッグ 85 94～95 

 

(B) リサイクル料金の預託状況 

これまで、リサイクル料金は大きな混乱なく順調に預託

されている。2013 年度の預託台数及び預託金額はそれぞ

れ以下のとおり。（数字は四捨五入しており、「新車登録時」

と「引取時」を合わせた値が「合計」に一致しない場合が

ある。） 

 新車登録時 引取時 合計 

台数(万台) 569 12 581 

金額(億円) 606 ６ 612 

 

また、2014年３月末の累計預託台数及び預託金額残高は、

それぞれ以下のとおり。 

累計台数(万台) 預託残高(億円) 

7,791 8,352 

 

（イ）自動車リサイクル制度の評価・検討 

自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する

報告書」（2010年１月）では、「自動車リサイクル制度は、

こうした状況変化に遅滞なく柔軟に対応し、中長期的に適

切に機能するものである必要があり、そのためには、今後

とも定期的にフォローアップを行うとともに、今回の検討

から５年以内を目途に、改めて制度の在り方について検討

を行うことが適当である。」とされており、これを受けて、
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2014 年８月から合同会議を開催し、制度の評価・検討を

開始した。法制定当初の目的であった不法投棄等の未然防

止・ＡＳＲ等の最終処分量の極小化が概ね図られている現

状を踏まえ、今回の検討では、自動車における３Ｒの推

進・質の向上等について中心的に議論を行ってきた。 

 

２．14．繊維産業 

（１）概要 

（ア）日本の繊維産業の規模  

工業統計によれば、繊維工業の事業所数は 14，000で製

造業全体の 6.7％、雇用者数は約 34万人で同 4.3％、付加

価値額約 1.5兆円で同 1.6％を占めている。 

（イ）日本の繊維市場の状況  

日本の繊維市場では、製品の企画やデザインは日本発が大

半を占めるものの、中国等からの輸入品が多くを占めてい

る。衣料品における 2013 年の輸入浸透率（数量ベース）

は 96.8％であり、国内に流通している衣料品のほとんど

が海外からの輸入品となっている。消費者の多様なニーズ

に沿った小ロット・短サイクルの商品は国内及び中国で生

産し、定番商品については、中国及び東南アジア諸国で大

量生産を行うというのが一般的な流れとなっている。衣料

品の輸入額は 2013年が２兆 7,621 億円だったが、2014年

は２兆 7,524億円とほぼ横ばい。また、輸出については輸

入と比べ規模が小さく、2014 年は 290 億円。衣料品の国

内生産量の推移を見ると、海外からの輸入品の増加に押さ

れ、年々減少傾向となっている。 

 

 

 

 

 

（２）繊維産業の展望と課題  

（ア）高付加価値化に向けた取組  

(A)J∞QUALITY認証事業 

我が国の消費者は、世界的に見ても商品に対し非常に厳

しい目をもっており、安全・安心、高品質でありながらも、

安価な商品を求めている。その反面、我が国のアパレル企

業や小売事業者は、自らの商品のこだわりや商品にまつわ

るストーリーを消費者に伝えることができておらず、また

製造事業者も製品の魅力や特徴を十分に発信することが

できていない。そのため、消費者は商品を選ぶ際に価格の

みで商品の善し悪しを判断せざる得なくなり、結果として、

低価格帯の商品を選ぶようになった。アパレル企業各社は、

消費者のこうした購買動向を踏まえ、新興国の安価な生地

を選好し、縫製工場を中国や東南アジアにシフトさせた。

その結果、日本の繊維産地は疲弊した。 

しかしながら、昨今、アベノミクスによるデフレ脱却が

進む中、本物志向の消費マインドが徐々に顕在化し、消費

者は、これまで以上に商品に対し、品質や機能、感性など

新たな付加価値を求めている状況である。 

こうした状況の中、経済産業省は、2013 年より、国内ア

パレル、製造事業者等による高品質な国産品をプロモート

するため、業界団体とともに新しい表示制度の在り方につ

いて検討を開始した。検討の結果、2015 年２月に、一般

財団法人日本ファッション産業協会が主体となり、織り・

編み、染色､縫製の３工程を日本国内で行っているアパレ

ル製品を対象として、企業から申請のあった商品に対し認

証ラベルを付す「J∞QUALITY 認証事業」が運用を開始し

た。 

(B)和装振興 

ライフスタイルの変化等により、きものは日常着として

着用されなくなり、きものの出荷額は減少が続いている
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（昭和 50年代の１／６）。しかし、近年「和女子」という

言葉が生まれるなど、きものを含む「和モノ」に興味をも

つ若い女性が増えつつある。また、きものは、海外からも

注目されている日本固有のライフスタイルであり、地域創

生・地域振興にも活用できる重要な訴求アイテムである。 

このような、若い世代のきものへの関心の高まり等を踏ま

え、新たな需要の開拓に向けて新たなビジネスモデルを構

築し、きもの産業の好循環を創造するため、2015 年１月

30 日に有識者、若手経営者及びユーザーから構成される

「和装振興研究会（製造産業局長主催の研究会）」を設置

し、（１）きもの産業のビジネスのあり方、（２）きものを

活用して日本や地域の魅力向上に繋げていくための方策

等について検討を行った。２月 24 日には第２回研究会を

開催し、議論を継続した。 

（イ）新規市場開拓に向けた取組 

(A)技術開発 

日本の繊維素材産業の国際競争力を強化するためには、

先端繊維素材の開発や加工技術の進展にかかる研究開発

や、性能等の評価方法の標準化等を通じて、技術力の強化

を図ることが必要である。また、素材メーカー、加工装置

メーカー、ユーザーメーカーが連携し、素材開発から実用

化まで一気通貫の出口を見据えた研究開発を行い、自動車、

航空機、土木・建築、環境・エネルギー、医療・福祉分野

等において、新たな市場を獲得していくことが必要である。 

このため、「革新的新構造材料等技術開発」において、

炭素繊維と樹脂の複合材料（ＣＦＲＰ）の量産車への適用

を目指し、構造設計、成形加工、性能評価、接合等に係る

技術開発を行った。さらに、炭素繊維そのものについても、

製造プロセスにおける電力消費を削減し、生産性を大幅に

向上する新たな製造技術を開発する「革新炭素繊維基盤技

術開発」を実施した。 

(B)国際標準化の推進 

繊維製品生産のグローバル化が進展し、輸入繊維製品の

割合が 90％を超えている実態を踏まえ、 国際標準化機構 

（ＩＳＯ）の国内審議団体である一般社団法人繊維評価技

術協議会を中心に、我が国が強みを有する高機能繊維分野

において、試験法の国際標準化を推進し、我が国繊維産業

の国際競争力強化を図っている。2013 年からは、衣料分

野のみならず、産業資材の分野において、新市場創造型標

準化制度を活用し、高機能ロープやロープの帯電性試験方

法の国際標準提案も行った。 

（ウ）海外展開の推進 

(A)二国間協力 

第 26回日本、フランス産業協力委員会において、日本、

ＥＵ・ＥＰＡを円滑に進めるため、産業協力を仏との間で

進めるべきとの判断の下、同ＷＧを設置することが決定さ

れた。2013 年３月、第１回日本、フランス繊維ＷＧを東

京で開催した。 

日本、フランスで「日本の先端繊維素材とフランスの先

端アプリケーション技術のマッチングによる、グローバル

市場の共同開拓の可能性の追求」を目指すことに合意した。 

また、両国訪問時の機会を利用し、日仏の繊維産業にお

ける協力・交流を深化させるため、ＢｔｏＢ会合や企業訪

問を実施した。 

その後、仏から包括的なＭＯＵの締結の提案を検討を重

ねた結果、平成２６年５月５日にフランス(エリゼ宮)にて、

安倍総理、オランド大統領臨席の下、日本、フランス繊維

協力に関するＭＯＣ（協力枠組み文書）を署名。 

日本、フランスは、１.日本、フランス間のパートナー

シップの拡大・深化、２.日本、フランス共同プロジェク

トの奨励、３.研究機関・産業界の協力、４.ファッション・

衣料分野での日本、フランス協力、５.政府間対話の強化

に向けて協力することを確認。 

2014 年７月、第２回日本、フランス繊維ＷＧをパリで

開催し、協力の進捗をフォローアップした。 

(B)ＥＰＡ協力事業 

各国とのＥＰＡの発効に伴って、繊維協力も進められて

おり、2009年度からＡＳＥＡＮ各国への協力が深化した。

タイにおいては、2013 年 11 月に染色の専門家を派遣し、

１か月間の工場指導等を実施した。2014 年２月、2014 年

11 月には、日本市場向け製品の提案能力を高めるための

セミナー及びワークショップを開催した。また、日本、タ

イ・ＥＰＡ協力ＷＣを開催し、日本、タイの繊維産業協力

の在り方について、タイ繊産連と意見交換を実施した。ベ

トナムについては、2010 年度以降、生産管理等の専門家

を派遣しており、2013年 10月にベトナム政府及び繊維業

界からなるミッション団を日本に受入れ、繊維協力対話、

セミナー、視察等を行い、また、2014 年２月には、ファ

ブリックトレンド、染色に関する専門家派遣によるセミナ

ーを開催、2014年 12月にはサプライチェーンマネジメン
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トに関するセミナー及び、パターン縫製等の専門家派遣に

よる技術指導に行い、ＥＰＡに基づく産業協力事業を実施

している。 

（エ）環境規制への対応 

アゾ染料に関して、ＥＵ・中国等の法規制の状況を調査し、

日本における繊維製品の安心・安全のための業界自主基準

の策定・普及を目的とした検討を、2008 年より日本繊維

産業連盟で行い、2009 年に策定、準備期間を経て順次運

用を開始しており、2012年３月に一般公表を行っている。

それを踏まえ、経済産業省としても繊維製品の安全性に万

全を期すよう周知しつつ、厚生労働省による法規制の動き

をフォローし、業界との調整を行った。 

（オ）情報共有化の推進 

我が国繊維産業の構造は大きな変化を遂げている。長ら

く続いたデフレの影響等により、低価格品が定着・拡大し、

国内市場は一貫して縮小している。こうした状況を鑑み、

今まで国内市場偏重になりがちであったアパレル企業や

製造事業者の中にも、新たな市場を求め、アジアや欧州、

米国などに進出する企業が見られ始めている。  

我が国繊維企業が海外市場において、他のグローバル・

プレイヤーと競合し、事業展開していくためには、商品企

画やサービス展開などにしっかりと取り組むだけではな

く、我が国特有のサプライチェーン、取引制度、商慣行と

は異なる海外標準のビジネスプロセスへ適応していくこ

とが不可欠である。  

欧州、米国や中国においては、企業活動の情報化への取

組が盛んに行われており、企業間情報交換についても導入

が広まりつつある。その情報共有化のツールとしては、国

際標準ＥＤＩ（電子データ交換）システムが活用され、通

信インフラとしてもインターネットを利用されている。  

他方、我が国の受発注業務の現状は、企業間の取引にお

いてＥＤＩシステムの活用はあまり定着していない。また、

一部の企業で独自のＥＤＩシステムを整えているものの、

発注者毎にデータ項目や取引のルールが異なっており、複

数の発注者と取引がある受注者においては、取引先の数だ

けＥＤＩシステムの開発・運用工数がかかり、大きな負担

となっているほか、それらのＥＤＩシステムの多くは、国

際標準に対応していない。  

我が国において、今後、繊維企業が海外で優位にビジネス

展開をしていくためには、国際標準に適合した統合的なプ

ラットフォームを構築・活用するなど、海外市場への迅速

な反応ができるよう体制を整えていくことが重要である。 

そのため、2014 年度、経済産業省では、国際標準に適

合した業界統一的ＥＤＩシステムの導入に関する調査を

実施し、国際標準に適合した業界統一的なＥＤＩシステム

導入のための課題の洗い出し、課題解決に向けたプロセス

を検討、さらには、ＥＤＩシステム導入による経済効果を

算出した。 

 

２．15．紙・パルプ産業 

（１）産業概観 

紙・パルプ産業は、産業活動と国民生活に不可欠な素材

である紙・板紙を供給する基盤産業である。2014 年の日

本の紙・パルプ産業については、東日本大震災から見事に

復興し、生産量は紙・板紙合計で 2,648万トンであり、中

国の 10,470 万トン、米国の 7,210 万トンに次ぐ世界第３

位であった。国内出荷は、紙・板紙ともに 2014 年４月か

らの消費増税関連需要の反動減や為替の影響による原燃

料価格の上昇により、対前年比 0.7%の減少となった。紙・

板紙の輸出入は、国内景気の回復や円高の修正などを背景

に、輸入は主力の塗工紙を中心に対前年比 5.7%の減少、

輸出は対前年比 13.0%の増加となった。 

 

（２）環境・エネルギー 

我が国の製紙業の省エネルギーに対する取組は世界で

もトップレベルである。2012 年度までの取り組みである

「環境に関する自主行動計画」に続く取り組みとして、「環

境行動計画」を制定し、あらたな温暖化対策の取組として

2013 年度から低炭素社会実行計画をスタートした。低炭

素社会実行計画の目標は、１.2005 年度比で 2020 年度ま

でに化石エネルギー由来ＣＯ２ 排出量を 2020 年度ＢＡ

Ｕに対し 139 万ﾄﾝ/年削減する、２. ＣＯ２  の吸収源と

して 2020 年度までに国内外の植林面積を 70 万 ha とす

る、の２項目である。生産量の減少がはじまる中、業界全

体で省エネ設備や最新生産設備の積極的な導入をはじめ

とする省エネ対策やきめ細かな操業努力、生産体制の見直

しによる生産性向上やエネルギー効率の低い設備の停止

と高生産・高効率設備への集約化、さらには、バイオマス

や廃棄物系の燃料を利用できるボイラを積極的に導入し

て、燃料転換を推進してきた。この結果、2013 年度実績
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においてＣＯ２排出量は 1,858 万 t/年であったことから、

対 2005 年度基準でＣＯ２の排出量の削減率は▲25.4%

（2,491 万 t/年→1,858 万 t/年）となった。ＣＯ２  排

出原単位についてみると、目標達成のために想定されるＣ

Ｏ２ 排出原単位は 0.852 t-ＣＯ２ /t であるが、2013 年

度実績は 0.793 t-ＣＯ２ /t となった。 

また、国内外における植林事業の進捗については、植林

面積が 2013 年度までに国内・海外合わせ 62.6 万 ha で

あり、2012 年度実績の 67.7 万 ha に対しては、海外分

5.1 万 ha が減少した。理由としては、製品生産量の落ち

込みにより原料調達量が 2008 年度以前と比べ減少して

いることと、現地事情としては新たな植林適地の減少、地

球温暖化による雨量減少に起因した成長量の低下等によ

り植林事業からの撤退等があり、予定通り植林面積が増や

せなかったためである。 

また、2014 年 12 月には、前述の 2020 年度を目標とし

た低炭素社会実行計画に加え、2030 年度を目標とした「低

炭素社会実行計画フェーズ２」を策定した。具体的には、

2005 年度を基準として、2030 年度ＢＡＵ排出量から 286

万 t-ＣＯ２削減することを目指すものとしている。加えて、

製紙原料の安定的な確保のみならず、ＣＯ２吸収源として

の地球温暖化防止を図る観点から、吸収源造成目標として、

2030 年度までに 1990 年度比で 52.5 万 ha 増の 80 万 ha 

とすることを目標としている。その実施に当たっては、当

該植林適地のＣＯ２吸収量の増大を図るため、持続可能な

森林経営を積極的に推進するとともに、最適な植栽樹種の

選択、成長量の大きい種苗の育種開発、効果的な施肥の実

施等に努めるものとしている。 

 

（３）古紙リサイクル 

2014 年度の国内古紙回収量は 2,168 万トンと前年度比

でわずかに増加した。古紙の発生量は、紙・板紙の需要減

に伴い漸減傾向であるため、古紙の回収率の更なる向上が

課題となっているが、2014年度の古紙回収率は 81.7％と、

高い回収率を達成している。また、経済産業省では、「古

紙利用率向上の可能性に関する調査」を実施し、省令で定

める古紙利用率目標の新しい目標について検討を行った。

その結果、目標値の引上げについては、幾つかの課題を解

決していけば十分に可能であるとの結論を得た。ただし、

実際の目標改定に当たっては引き続き慎重な議論が必要

とされるところである。 

一方、輸出に目を向けると、2014 年度は 459 万トンもの

古紙が海外に輸出された。諸外国との安定的な取引関係の

構築のため、経済産業省の委託事業として 2014 年度も引

き続きアセアン諸国（タイ・ベトナム・マレーシア）の古

紙リサイクルシステム構築を支援する人材育成研修を実

施した。 

 

（４）国際関係 

国内の紙・板紙市場は成熟化が進み、需要の減少傾向

が進行しているものの、世界市場を見ると中国をはじめと

するアジア市場や新興国市場は今後も成長していくもの

と見込まれている。製紙各社は、これらの需要を取り込む

べく現地生産・販売を目指した工場建設や企業買収を進め

ているが、リスクも多くなっている。 

（ア）中国  

2014 年８月、中国の江蘇省南通市で、大王製紙株式会

社の現地連結子会社がベビー用紙おむつの生産設備を増

強すると発表した。 

（イ）ベトナム 

 2014 年９月、ベトナムのドンナイ省で、中越パルプ

工業株式会社が日商岩井紙パルプ株式会社との合弁会

社を設立し、クラフト製袋工場を竣工すると発表した。 

（ウ）タイ 

 2014 年８月、タイのラヨーン県で、大王製紙株式会社

の現地連結子会社がベビー用紙おむつの生産設備を増強

すると発表した。 

2014年 11月、タイで、レンゴー株式会社の現地子会社

が現地製函メーカーの株式を取得すると発表した。 

（エ）フィリピン 

 2013 年９月、フィリピン貿易産業省は、新聞用紙に対

するセーフガードの事前調査の開始を決定した。フィリピ

ンには、日本の他、米国、欧州、アジア等複数国から新聞

用紙が輸入されている。 

（オ）インドネシア 

2014 年４月、インドネシアで、王子ホールディングス

株式会社が現地生活消費財販売メーカーと合弁事業契約

を締結し、紙おむつ製品の製造事業会社と販売事業会社を

それぞれ合弁で設立すると発表した。 

2014年 12月、インドネシアのジャカルタ郊外で、レン
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ゴー株式会社が現地段ボール・紙器メーカーの株式を取得

すると発表した。 

（カ）インド 

 2015 年２月、インドのニューデリー郊外で、王子ホー

ルディングス株式会社が重量物包装用段ボール会社を設

立すると発表した。 

（キ）マレーシア 

 2014年 10月、マレーシアで、王子ホールディングス株

式会社が現地紙おむつ製造販売メーカーの株式取得と紙

おむつ工場の建設計画を発表した。 

（ク）カナダ 

 2015 年２月、カナダで、北越紀州製紙株式会社が現地

パルプ製造・販売メーカー２社の株式を取得し、子会社化

すると発表した。 

 

（５）製紙産業の構造転換 

国内市場の縮小傾向の中で製紙産業が持続的な成長を

維持していくためには事業構造の転換が必要である。そこ

で、「平成 25年度製造基盤技術実態調査（製紙産業の将来

展望と課題に関する調査）」を実施し、「高度バイオマス産

業創造戦略」を策定した。その中で、製紙産業の将来ビジ

ョンを、世界に先駆けて低炭素社会、循環型社会の構築を

目指し、製紙産業の強みを生かした高度バイオマス産業を

創造することとした。 

具体的には、今後、以下の事業の展開を検討していく。 

（ア）電力産業への参入 

紙・パルプ産業は、自家発電が 75％まで達しており、

発電設備容量も 500万ｋＷを有している。 加えて、間伐

材等の発電燃料の調達力を生かした、カーボンニュートラ

ルであるバイオマス発電等（新規投資 30 万ｋＷ予定）に

も取り組んでおり、発電事業に大きなポテンシャルがある。 

国内製紙会社は、再生可能エネルギー固定価格買取（Ｆ

ＩＴ）制度を使ったバイオマス発電等に積極的な投資計画

を打ち出している。 

（イ）セルロースナノファイバー 

セルロースナノファイバーは、鋼鉄の１／５ほどの軽さ

で、鋼鉄の５倍以上の強度があり、熱膨張はほとんどない。 

木質バイオマスから化学的、機械的処理により取り出す

ことが可能で、成形品、フィルムなどの工業材料に加工で

き、自動車や電気製品など様々な部素材として利用が検討

されている。2013 年度からは、国立大学法人京都大学、

王子ホールディングス株式会社、日本製紙株式会社、星光

PMC株式会社、京都市のグループが中心となって、ナノセ

ルロースへのリグニン被覆により樹脂中への分散性、耐熱

性、化学修飾性（用途多様性）に優れた、高性能リグノセ

ルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技

術開発事業を独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構（ＮＥＤＯ）において開始している。 

 

（６）その他 

紙パルプ産業に関する出来事として、2012 年６月及び

９月に公正取引委員会が、価格カルテルの疑いで段ボール

製造企業約 30 社及び業界団体に対して立入検査を行った。 

 

２．16．水ビジネス 

（１）水ビジネスの現状と課題 

日本の水関連産業は、スエズ、ヴェオリアに代表される

海外水メジャーと比較し、優れた水処理機器や技術力に強

みを有する一方、その事業領域は部材・部品・機器製造分

野に止まる。また、日本は上下水道施設の運営・管理事業

が長らく公営企業として実施されてきた背景から、その技

術・ノウハウが民間企業に存在せず、水事業のバリューチ

ェーンで最も大きなウエイトを占める「運営・管理サービ

ス分野」に関与することができない。このため、装置設計・

組立・建設から事業運営・保守・管理、さらには、部材・

部品・機器製造に至るまでの一貫したサービス提供が求め

られる海外市場では、水メジャー等がプライム・コントラ

クター（事業の主契約者）となり事業権を獲得し、日本の

製造業は出資としての参加や、サブ・コントラクター（主

契約者から事業の一部を請け負う事業者）としての機器納

入や設計・建設での参画が主体となっている。  

日本の水関連産業の海外インフラ整備需要の獲得を一

層進めるためには、海外企業又は地方公共団体と協力して

海外市場に参入し、日本企業に「事業運営・保守・管理」

の実績を補完させることが重要である。また、顧客の求め

るニーズに応じて、必要となる要素・技術を組み合わせて

提供し、ライフサイクルコスト（生産から消費にわたって

かかるコストの総和）で収益をあげていくソリューション

型のビジネスに移行するとともに、新興国企業や現地企業

との競争に打ち勝つための価格競争力を維持・強化するこ
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とも重要となる。 

 

（２）水ビジネス国際展開 

（ア）日本の水関連産業が優先して取り組むべき事業分野 

世界の水ビジネス市場は、今後、上水（供給）、造水、

工業用水、再生水、下水（処理）等の各分野に対するニー

ズが拡大し、2025 年には約 87 兆円（2007 年 36 兆円）に

成長すると予想される。同市場の太宗（ボリュームゾーン）

は、伝統的な水処理技術（技術による差別化が困難）によ

り行う上下水道分野であるものの、日本の水関連産業の優

位な水循環技術の活用できる分野は、市場の成長が著しい。 

（イ）日本の水関連産業の課題と対応策 

水事業は、収入が現地通貨となり事業契約が長期に亘る

ため為替リスクが大きいこと、契約相手が相手国の地方政

府となり契約不履行時のリスク管理が困難であることな

ど、企業単独では解決できない固有の問題が存在すること

に加えて、採算性の問題等からリスクを取って中核を担う

プレーヤー及びインテグレーター（司令塔）が育ちにくい

環境にある。また、日本の企業には十分な水事業の運営・

管理の経験がないことから、海外における入札事前資格審

査を通過できず、結果として運営・管理の実績を積む機会

が得られないという悪循環にある。このため、入札事前資

格審査を満たす海外企業又は地方公共団体等と協力する

形態を基本として海外市場に参入し、日本の企業に運営・

管理の実績を段階的に蓄積させた上で、プライムコントラ

クターとして事業権を確保し、「運営・管理」を含む事業

の一元管理を行う企業を創出していくことが重要である。 

（ウ）日本の水関連産業に求められる企業戦略 

日本の水関連企業は、海水淡水化に用いる水処理膜など

優れた水処理機器・技術を有しているが、新興国企業との

過酷な価格競争に晒されており、世界市場において優位な

地位を維持し続けるには限界が生じている。このためライ

フサイクルコストで収益をあげていくソリューション型

のビジネスモデルに移行するとともに、新興国企業との価

格競争に晒されている分野については、生産拠点の海外移

転や技術的仕様のダウングレードを通じた低コスト化に

より価格競争力を維持・強化することが必要である。また、

水処理システムの鍵となるコア技術を握り、自社に有利と

なる企業戦略を構築することも重要である。 

（エ）行動計画 

日本企業が海外企業及び地方公共団体等と協力し、国内

外での水事業の受注を通じて運営・管理分野に主体的に関

与する取組に対して、案件発掘・形成から案件獲得に至る

各段階に応じて、政府及び政府関係機関による支援を重点

化する。 

 

１. 戦略国との政策対話 

２. 革新技術の開発及び新たな水循環モデルの開発・実

証 

３. コンソーシアム形成支援、他インフラ事業との横断

的な連携 

４. 国内水道事業の官民連携の推進 

５. 官民一体型の人材育成ツールの構築 

６. 政策金融支援（ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ、ＪＩＣＡ、産

業革新機構）の重点化 

７. 国際標準化への取組強化 

 

（３）海外水インフラＰＰＰ協議会 

上下水道など海外の水インフラプロジェクトに関して、

官民連携による海外展開に向けた取組を積極的に推進す

ることを目的とし、経済産業省、国土交通省、厚生労働省

が担い、2010 年７月に第１回会合を開催。2011 年２月に

開催した第２回会合より、日本企業の参画が見込まれるア

ジア・中東諸国などを招へいし、官民による情報の共有・

交換を行い、日本企業の海外水ビジネス展開を支援してい

る。 

2013年２月には第５回会合を開催し、インドネシア、ミ

ャンマー、アラブ首長国連邦、ベトナムの４か国を招聘の

上、招聘各国の水インフラプロジェクトの現状や課題、日

本企業への期待について説明を受けるとともに、日本企業

の有する優れた水処理技術を説明し、今後の水インフラプ

ロジェクトに関する活発な意見交換を行った。 

 

３．化学物質管理 

３．１．化学物質管理 

化学物質は産業活動や国民生活に幅広く利用される一

方、何らかの有害性を有するものが少なくない。したがっ

て、化学物質の特性、有害性を把握し、そのライフサイク

ルにわたって、人及び動植物等に対するリスクを評価し、

そのリスク評価に応じて適切に管理する必要がある。この
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ため、2002 年９月の持続可能な開発に関する世界サミッ

ト（ＷＳＳＤ）で合意された「透明性のある科学的根拠に

基づくリスク評価・管理の手法を用いて、2020 年までに

化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化す

る」という目標達成に向けて、化学物質を取り扱う事業者

等が、化学物質のライフサイクルの各段階で最も効果的か

つ効率的に化学物質の管理を行うことができるよう、法的

枠組の整備や自主的な取組の促進を図るとともに、その基

礎となる科学的知見の充実を図っている。また、化学物質

管理に関する国際的な取組の状況を踏まえ、国際機関にお

ける活動への貢献、条約等の国際合意の実施等を着実に推

進している。 

 

（１）「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化

審法）」 

（ア）化審法の概要 

2009 年に化審法が改正され、新規化学物質の審査に加

えて、従前より上市されている化学物質の全てを対象とし

てリスク評価を行う制度が実施されている。 

現在の化審法は大きく３つの要素から構成されている。

（図１） 

一点目は、「新規化学物質に関する審査」である。これ

は、新規化学物質を我が国で製造又は輸入する際には、事

前に、経済産業大臣、厚生労働大臣及び環境大臣に対して

届出を行い、その性状等に関する審査を上記３大臣が行い、

安全が確認された上でないと、事業者はその新規化学物質

の製造又は輸入ができないという制度（事前審査制度）で

ある。なお、国内での１年間の製造・輸入予定数量が政令

で定める数量以下の場合は、事前確認のみで製造・輸入が

できる等の特例が設けられている。 

二点目は、「上市後の化学物質の継続的な管理措置」で

ある。我が国で製造・輸入されている全ての化学物質につ

いて、国がその製造・輸入・用途を把握し、それを基に環

境への排出量を推計し、リスク評価を優先的に行う物質を

「優先評価化学物質」として絞り込み、順次リスク評価を

行う。この際、国は、自ら保有する情報と、事業者から提

出された情報を活用するとともに、必要に応じ、事業者に

対して有害性に関する試験の実施等を求めることができ

る。 

三点目は、「化学物質の性状等（分解性、蓄積性、毒性、

環境中での残留状況）に応じた規制措置」である。これは、

化学物質の有害性やリスクに応じて規制を行うというも

のである。具体的には、難分解性かつ高蓄積性であること

に加え、人又は高次捕食動物への長期毒性がある化学物質

は、第一種特定化学物質に指定され、必要不可欠な用途向

けを除き、その製造・輸入は許可されない。また、上述の

リスク評価の結果、リスクがあると判断された化学物質は、

第二種特定化学物質に指定され、国が製造・輸入数量の調

整や使用について技術上の指針を定めるなど、環境への排

出量の削減に向けた対策を講じることとしている。 

なお、化審法の施行は、経済産業省、厚生労働省及び環 

境省の３省が共同で行っている。 
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（イ） 新規化学物質の事前審査制度 （図２） 

 2014 年度においても、新規化学物質の事前審査制度が

着実に実施された（624 件）。少量新規化学物質の確認

（36,052 件）や、中間物等の特定用途向け新規化学物質

の確認制度（236件）についても、着実に実施された。ま

た、化審法の合理化措置の１つとして、「新規化学物質の

製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正す

る省令」を改正（2014年６月公布、2014年 10月施行）し、

少量中間物等の確認制度を創設、着実に実施された（124

件）。 

（ウ）既存化学物質のリスク評価の全体像（図３） 

2009 年の化審法改正により、2011 年度からは、化学物

質の「有害性」に加え、「環境排出量（暴露量）」も考慮し

た「リスク」の観点で評価を行っており、2014 年度も着

実に評価を実施した。この、リスクベースの管理のメリッ

トとしては、［１］有害性が明確でない化学物質について

も、暴露量が多くなることにより、人の健康への影響など

が懸念される場合に、管理対象とすることが可能となるこ

と、［２］取扱いや使用方法など、暴露量を制御・管理し

てリスクの懸念をなくすことにより、種々の化学物質の利

用が可能となること、［３］強い有害性を示す化学物質に

ついて、厳しい暴露管理を行うことが可能となること、等

が挙げられる。 

現在の化審法におけるリスク評価のプロセスは、リスク

がないとは言えない化学物質を絞り込み優先評価化学物

質に指定する「スクリーニング評価」と、指定した優先評

価化学物質について段階的にリスク懸念の程度を評価す

る「リスク評価」との２つから構成される。 

まず、スクリーニング評価においては、人又は生活環境

動植物への長期毒性という有害性の観点と、製造・輸入数

量等に基づく環境における残留の程度という暴露の観点

から、人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断で

きないものが絞り込まれ、優先評価化学物質に指定される。 

優先評価化学物質に指定した化学物質については、環境

モニタリングなど各種のデータを活用して精緻な暴露量

の推計を行うとともに、有害性情報の充実を図り、精緻な

リスク評価を行う。評価の結果、仮にリスクがあると判断

された場合には、第二種特定化学物質に指定して規制する
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【図２】新規化学物質の届出件数の推移
○2014年度の新規化学物質の届出件数は624件
○2014年度の少量新規化学物質の申出件数は36,052件
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357 

こととなる。 

（エ）スクリーニング評価について 

スクリーニング評価を行うためには、それぞれの化学物

質の環境への排出量を推計することが必要である。こうし

たことから、全ての化学物質について、製造及び輸入を行

った事業者が毎年度の製造・輸入数量及び用途別出荷量の

実績を届け出る制度が、2010 年度の実績分から開始され

ており、2013 年度実績については、2014 年４月から６月

が届け出期間であったが、1, 300社を超える事業者から、

合計約３万件の届出が提出された。2015 年４月から受付

を開始する製造・輸入数量等の実績届出については、電子

届出及び光ディスク届出による届出期間を６月末から７

月末に１ヶ月延長するため、「経済産業省関係化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」を改正した

（2015年３月公布・施行）。 

この届出実績については、集計の上、スクリーニング評

価における暴露量の推計に活用するとともに、経済産業省

のウェブサイトに公表した。 

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/

kasinhou/information/volume_index.html） 

なお、自然界に本来大量に存在する化学物質などについ

ては、届出が不要な化学物質としてリスト化した。 

 2014 年度において、スクリーニング評価を行い（2014

年 11 月）、新たに 14 物質を追加、６物質を取り消し、合

計 177物質を優先評価化学物質に指定した。 

（オ）リスク評価について 

スクリーニング評価で選定した優先評価化学物質は、リ

スク評価のプロセスで評価する。リスク評価においては、

事業者に製造・輸入数量の情報をより詳細に求めるととも

に、有害性情報も評価の段階に応じてより詳細な情報を利

用していくことで、徐々に評価の精度を高め、効率的な評

価を行うことを意図している。 

このため、優先評価化学物質については、製造・輸入事

業者に対し、毎年度、詳細な用途別出荷量や都道府県ごと

の製造数量など、一般化学物質と比べるとより詳細な情報

の届出義務を課している。 

2014 年度においても、優先評価化学物質に指定した化

学物質についてのリスク評価を実施し、製造・輸入事業者

から提出されたデータに加え、ＰＲＴＲ（「化学物質排出

把握管理促進法」）のデータや、環境モニタリングデータ

等もできる限り活用し、より精緻な暴露評価に向けた作業

を着実に行った。 

2014 年６月には、評価Ⅱの評価を初めて実施（イソプ

ロペニルベンゼンとビスフェノールＡ）し、2014年 12月

には、塩化ビニルモノマーの評価Ⅱの評価を行い、優先評

価化学物質の指定の取消しを行った（2015年３月）。また、
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2014 年度製造輸入実績に基づくリスク評価Ⅰを実施し、

16 物質を評価Ⅱ対象として選定するとともに実績数量の

少ない５物質について優先評価化学物質の指定の取消し

を行った（2014年 10月）。 

（カ）第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質の規制

並びに監視化学物質に関する措置 

2014 年度においても、第一種特定化学物質（30 物質）

及び第二種特定化学物質（23 物質）に関する規制並びに

監視化学物質（37物質）に関する措置を着実に実施した。 

 また、エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカ

ン（ＨＢＣＤ）の２物質については、残留性有機汚染物質

に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）に基づき国

際的に製造・使用等を原則禁止（廃絶）とすることが決定

されたことを受け、我が国においても、２物質を化審法の

第一種特定化学物質に指定するため、「化学物質の審査及

び製造等の規制に関する法律施行令」を改正した（物質の

指定については 2014 年５月施行、ヘキサブロモシクロド

デカンが使用されている場合に輸入することができない

製品の指定については 2014 年 10 月施行）。 

 

（２）「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律（化管法）」 

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、

環境保全上の支障を未然に防止することを目的として、特

定の化学物質の環境への排出量等を把握するための措置

を行う制度（ＰＲＴＲ制度）及び事業者による特定の化学

物質の性状及び取扱いに関する情報の提供についての措

置を行う制度（ＳＤＳ制度）を講ずるため、「化管法」が

1999年７月に公布された。 

PRTR 制度においては、対象となる第一種指定化学物質

の年間取扱量が１トン以上（特定第一種指定化学物質の場

合は 0.5トン以上）の事業者に対して、排出量等の把握・

届出を義務づけており、国は毎年届け出られたデータ等の

集計結果を毎年度公表している。 

ＰＲＴＲ制度については、2008 年に「特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律施行令」に規定する対象物質や対象業種等の見直しを

行い、2011年度の届出から全面施行している。 

ＳＤＳ制度では、対象となる第一種及び第二種指定化学

物質等の取扱事業者に対して、安全データシート（ＳＤＳ）

の提供を義務づけている。2012年４月には、ＧＨＳ

（Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals：化学品の分類及び表示に関する

世界調和システム）の導入を促進するため、省令を改正し

た。この改正により、ラベル表示の努力義務が新たに追加

された。 

 

（３）科学的知見の充実と新たな課題への対応 

（ア）ナノ材料の安全性 

ナノマテリアルの事業者における安全対策について、安

全性に関する科学的知見、自主管理による安全対策の実施

状況等について、積極的に情報収集及び発信を行うナノマ

テリアル情報収集・発信プログラムを 2010 年より実施し

ており、結果を経済産業省ホームページで毎年公表してい

る。 

（イ）消費者製品中の化学物質の暴露評価ツールの開発 

消費者製品（調剤、成形品）からの化学物質の暴露量を

事業者や国が容易に把握できるように、吸入、経費、経口

暴露評価手法の開発を行っている。 

（ウ）より効率的かつ効果的な有害性評価手法の開発 

化学物質の迅速かつ効率的な安全性評価手法を確立す

るため、培養細胞や遺伝子解析手法等を用いた簡易な有害

性評価手法の開発を行っている。また、我が国の国際競争

力強化をはかるため、ナノ材料の効率的・合理的な安全性

評価技術の開発を行っている。 

 

（４）国際的協調による対応 

（ア）化学品の分類及び表示に関する世界調和システム

（ＧＨＳ） 

ＧＨＳとは、化学物質の危険有害性の分類基準を国際的

に統一し、その分類に応じて国際的に調和された適切なラ

ベル表示とＳＤＳによる危険有害性情報の伝達を目指す

制度で、国連の経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）の下にＧ

ＨＳ小委員会が設置され毎年２回開催されている。ＷＳＳ

Ｄで採択した行動計画においては、2008 年までに世界的

なＧＨＳの実施が目標とされている。2002年 12月のＧＨ

Ｓ小委員会において合意されたＧＨＳ国連文書は、2013

年に第５版へ改定された。日本では、国内におけるＧＨＳ

の導入を促進するため、2012 年４月に化管法の省令を改

正した。この改正によりＧＨＳに基づく情報伝達に関する
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ＪＩＳ Z 7253による SDS作成及びラベル表示が努力義務

となっている。 

また、ＧＨＳ分類作業を効率的に実施す７ための手引き

である「ＧＨＳ分類ガイダンス」を 2013 年７月に公開し

た。さらに、改正省令が 2015 年４月から混合物にも適用

されるため、事業者が混合物に含まれる化学物質を入力す

ることでＧＨＳに基づく混合物の分類判定、ラベルの出力

等を行うことができる「ＧＨＳ混合物分類判定システム」

を開発し、2014年９月にホームページに掲載した。 

（イ）ナノ材料の安全性評価等に関する経済協力開発機構

（ＯＥＣＤ）における国際協調活動 

2006 年にＯＥＣＤ化学品合同委員会の下に設置された

工業ナノ材料作業部会（ＷＰＭＮ）において、日本は副議

長を務めるなど、工業ナノ材料にかかる安全性評価に関す

る国際協調活動に積極的に参加している。特に、同部会の

下、2007 年に開始した代表的なナノ材料の試験データを

収集する「スポンサーシッププログラム」では、日本は米

国とともにフラーレン、単層カーボンナノチューブ、多層

カーボンナノチューブのスポンサーを務めており、安全性

評価に係るデータの提供のみならず、物質毎の評価データ

のとりまとめを行うなど主体的に貢献している。 

（ウ）簡易な有害性試験法の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

への提案 

ＯＥＣＤでは、加盟国間における安全性データの相互受

け入れを可能にするため、試験法の標準化を進めている。

これまでに開発した内分泌かく乱作用の試験法や発がん

性のスクリーニング試験法については、それぞれ 2007年、

2010 年にＯＥＣＤに提案し、国際標準化のための活動を

行っている。 

（エ）国際条約への対応 

化学物質が国際的に流通し、また、物質によっては大気

や水等の自然を通じて長距離移動をすることを踏まえ、国

連では条約という形で法的拘束力を持った国際的な有害

化学物質の管理が進められている。 

2004 年に発効したストックホルム条約は、環境中での

残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移

動性が懸念される残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ：

Persistent Organic Pollutants）の、製造及び使用の廃

絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適

正処理等を規定しており、日本は 2002年に加盟した。2009

年５月の締約国会議において、条約成立当時の 13 物質に

加え、新たに９物質の附属書への追加が決定され、2011

年４月の第５回締約国会合及び 2013 年４月の第６回締約

国会合ではそれぞれ更に１物質ずつが追加されることに

なった。条約上の規制対象物質は、国内でも規制の対象等

とされる。 

同じく 2004 年に発効したロッテルダム条約は、化学物

質の危険有害性に関する情報が乏しい国への輸出によっ

て、その国の人の健康や環境への悪影響が生じることを防

止するため、輸出国は、特定の有害物質の輸出に先立って、

化学物質に関する情報を相手国に通報する等、輸入国政府

の輸入意思を確認した上で輸出を行うこと等を規定して

いる。日本では、2004 年９月の条約の効力発生に際し、

条約対象物質を輸出承認申請の対象とするなどの措置を

講じた。 

また、国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、2001 年に地球規

模の水銀汚染に係る活動を開始し、2002 年に人への影響

や汚染実態をまとめた報告書「世界水銀アセスメント」を

公表した。その後作業グループ等における検討を経て、

2009 年２月に開催された第 25 回 UNEP 管理理事会（閣僚

級）において、水銀によるリスク削減のための法的拘束力

のある文書（条約）を制定すること、及びそのための政府

間交渉委員会を設置して 2010 年に交渉を開始し、2013年

までの取りまとめを目指すことに合意した。2013 年１月

の第５回政府間交渉委員会（ＩＮＣ５）で水銀に関する新

たな条約の条文案が合意され、2013年 10月に熊本県熊本

市及び水俣市にて開催された水銀に関する水俣条約外交

会議では、約 140 か国・地域から 1,000 人以上が出席し、

水銀に関する水俣条約の採択・署名が行われた。これを踏

まえた我が国における今後の水銀対策について、産業構造

審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築Ｗ

Ｇ及び中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条

約対応検討小委員会の合同会合にて検討し、2014 年 12

月に報告書「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀

対策について」をとりまとめた。その後、政府において法

律案の検討が行われ、2015 年３月に「水銀による環境の

汚染の防止に関する法律案」が条約とともに閣議決定され、

国会に提出された。 

（オ）化学物質管理に係るアジア協力 

 ＡＳＥＡＮ各国におけるＷＳＳＤ目標の実現を支援す
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るとともに、アジア地域の発展に繋がる調和の取れた化学

物質管理体制の構築を推進するため、「アジアン・サステ

イナブル・ケミカル・セーフティー」構想を 2011 年に提

唱・推進し、同構想の下で種々の関連施策を実施している。 

その一つとして、東アジアＡＳＥＡＮ経済研究センター

（ＥＲＩＡ）の「有害性情報をＡＳＥＡＮ各国が共有する

情報基盤の構築が重要」との調査研究報告（2012年３月）

に基づき、ＡＳＥＡＮワイドの化学物質管理データベース

の構築に向けた検討を、日本・ＡＳＥＡＮ経済産業協力委

員会（ＡＭＥＩＣＣ）の枠組みを活用して行った。具体的

には、定期的に開催されるＡＭＥＩＣＣの化学産業ワーキ

ンググループのほか、ＡＳＥＡＮ各国の担当者を集めた

「データベース特別ワークショップ」を 2014年８月（於：

ジャカルタ）及び 2015年３月（於：バンコク）に開催し、

データベースの収載内容や運営に必要な事項について議

論した。2015 年４月より「日ＡＳＥＡＮケミカルセーフ

ティデータベース（ＡＪＣＳＤ）」として試行的な運用を

開始している。 

また、二国間協力の取組として、新たな化学物質管理制

度の導入を検討しているタイ及びベトナムに対して、科学

的リスク評価に基づく効率的な化学物質管理制度の構築

を支援するため、人材育成や技術協力等を内容とする化学

物質管理に関する二国間協力文書を 2012 年７月にベトナ

ム商工省、同年８月にタイ工業省工場局との間でそれぞれ

合意し署名した。当該協力文書に基づき、両国において政

府及び産業界を対象とした研修を実施するとともに、両国

これまでにそれぞれ３回の政策対話を実施した（タイ：

2012年 11月、2014年３月、2015年２月 ベトナム：2012

年 12月、2013年 11月、2014 年 11月）。 

 

（５）製品含有化学物質の情報伝達に関する取組 

近年、ＥＵのＲｏＨＳ指令・ＲＥＡＣＨ規則を皮切りに、

製品中に含有されている化学物質の規制が中国・インド等

アジア各国で導入されている。 

最終製品メーカー（主に大企業）は、川上のサプライヤ

ー（中小企業が多い）から情報を得ない限り、自社製品に

何の化学物質が含まれているか把握できないため、近年、

製造業のサプライチェーン全体で「川下企業から川中・川

上企業への含有化学物質調査」という多大な業務が発生し

ている。しかし、伝達フォーマットが各社で異なるため、

要求を受ける川中・川上企業が過重な負担を強いられてい

る。 

そこで 2013 年度に開催した「化学物質規制と我が国企

業のアジア展開に関する研究会」において、2012 年３月

に発効した電気・電子業界における製品含有化学物質の情

報伝達に関する国際規格「ＩＥＣ62474」に準拠しつつ、

業種横断的にサプライチェーン全体で使える標準フォー

マットを使った情報伝達スキームの構想が取りまとめら

れた。 

2014年度は、新たな情報伝達スキームの具体化のため、

伝達フォーマットやデータ作成の支援ツール、運用体制等

の検討を実施した。 

 

（６）フロン等に係る地球温暖化防止対策・オゾン層保護 

（ア）地球温暖化防止対策（代替フロン等４ガスの排出抑

制） 

地球温暖化防止のため、「京都議定書」（2005 年発効）

対象の温室効果ガスであるＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６及びＮ

Ｆ３（以下、「４ガス」という。）に関する排出抑制策とし

て、日本においては、1998 年に関係事業者団体（８分野

22 団体）により策定された自主行動計画等に基づき推進

されているところ、京都議定書第一約束期間が終了した

2012年までに 18団体が参画し、自主行動計画に基づく対

策が講じられている。2013 年以降も引き続き、自主行動

計画を策定する団体については、新たに 2020年、2025年

及び 2030 年を目標年とした自主行動計画の設定を求め、

産業構造審議会において、その内容の評価・検証を実施し

た（参照表：４ガス推計排出量）。各団体においては、自

主行動計画に基づく４ガスの排出削減対策として、フロン

類破壊設備の設置、製造工程の見直しや、回収・再利用プ

ロセスの導入、漏えい防止対策の徹底を実施・継続してい

る。 

しかしながら、特定フロンから代替フロンへの転換が進

んだことから、今後、冷凍空調機器からのＨＦＣ等代替フ

ロンを中心としてフロン類の排出が増加する見通しであ

り、また、当該機器からの使用時漏えい等への対策の必要

性を踏まえ、フロン類の製造から廃棄までのライフサイク

ル全体を見据えた包括的な対策を講じるため、「特定製品

に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する

法律（フロン回収・破壊法）」が改正され、産業構造審議
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会において、フロン類製造業者等に対する規制、フロン類

使用製品の製造業者等に対する規制の詳細検討を行った。

また、中央環境審議会・産業構造審議会の合同審議会にお

いて、フロン類使用製品の管理者に対する規制の詳細検討

を行った。本検討を踏まえ、本法の 2015 年４月からの施

行に向け、関連する政省令改正、省令、告示の制定がなさ

れた。 

また、政府においては、研究開発として「高効率ノンフ

ロン型空調機器技術の開発」(2011 年度から)を独立行政

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）に

おいて実施し、省エネかつ地球温暖化係数の低い冷媒を利

用した空調システムの研究開発等を実施し、2014 年度に

は、低温室効果冷媒のリスク評価や、高効率ノンフロン空

調システムの主要機器の開発を行うとともに、低温室効果

冷媒の開発について一定の成果を得た。 

さらに、先導的な設備の技術実証に関する導入補助金に

ついて実施した。 

（イ）フロン回収・破壊法の施行状況 

フロン回収・破壊法に基づき、フロン類破壊業者に係る

許可等の規制等を実施した。2013 年度の全フロン類の破

壊量は約 4,470 トンと前年に比べて増加しているものの、

廃棄時回収率は約３割となっている。 

（ウ）オゾン層破壊物質の生産・輸出入の規制等 

オゾン層保護のため、モントリオール議定書（1999 年

発効）の国内担保法である「特定物質の規制等によるオゾ

ン層の保護に関する法律」（1989年施行）及び「外国為替

及び外国貿易法（外為法）」に基づく特定フロンの生産・

消費規制を実施するとともに、多数国間基金を用いた途上

国支援事業の展開支援などを実施した。これにより、オゾ

ン層破壊物質の消費量の段階的削減・全廃を引き続き進め

た。 

（７）「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法

律（化学兵器禁止法）」 

1997 年に発効した化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使

用の禁止並びに廃棄に関する条約は、化学兵器の開発、生

産、保有及び使用を禁止するとともに、締約国が国内産業

施設における対象物質の生産量等のデータを化学兵器禁

止機関（ＯＰＣＷ）へ申告し、これら施設に対する同機関

による査察を受け入れることを義務付けている（産業検証）

ほか、対象物質の貿易規制を規定している。日本からは、

毎年約 450～500か所の事業所を申告しているが、2008年

以降、化学兵器への転用リスクの高い特定化学物質及び指

定物質以外の対象物質を製造する事業所に対しても、条約

目的達成の観点から査察を強化する傾向にあり、日本が受

け入れる査察回数も大幅に増加しているところ、その適確

かつ円滑な実施の確保に努めている。 

日本においては、1995 年に成立した化学兵器禁止法に

より、次のとおり条約上の義務を履行している。 

［１］化学兵器の製造、所持等の一切を禁止 

［２］化学兵器に供されるおそれの高い化学物質（特定物

質）については、その製造及び使用を許可制とし、譲渡し、

譲受け、所持、運搬、廃棄等についても規制するとともに、

許可製造者、許可使用者、廃棄義務者等に対し経済産業省

による立入検査を実施し、厳格な管理を徹底 

［３］化学兵器にも民生用にも供される化学物質（指定物

質）及び民生用に供されるその他の有機化学物質について

は、その生産量等について経済産業省への届出を義務付け、

これをＯＰＣＷに申告し、届出を行った事業所に対する同

機関による査察受入れを実施 

なお、条約の対象物質の貿易規制については、外為法に

より許可制又は承認制とすることにより、条約上の義務を

（単位：百万 t CO2） 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＨＦＣｓ 24.6  24.4  23.7  24.4  22.8  19.5  16.2  16.2  12.4  12.7  14.5  16.6  19.1  20.7  23.1  25.8  29.0 31.7 

ＰＦＣｓ 18.4  20.1  16.7  13.3  11.9  10.0  9.2  8.9  9.2  8.6  9.0  7.9  5.7  4.1  4.2  3.7  3.4 3.3 

ＳＦ６ 16.2  13.7  12.4  8.4  6.2  5.3  4.9  4.6  4.4  4.2  4.3  3.9  3.3  1.6  1.6  1.4  1.4 1.2 

ＮＦ３ 0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  0.3  0.3  0.4  1.2  1.1  1.2  1.2  1.2  1.4  1.6  1.3 1.4 

４ガス計 59.4 58.4 53.0 46.3 41.2 34.9 30.6 30.0 26.4 26.8 29.0 29.6 29.4 27.5 30.3 32.5 35.1 37.6 

表：ＨＦＣ、ＰＦＣ及びＳＦ６の排出量 
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履行している。 

 

（８）麻薬原料等規制対策 

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合

条約上、国際的な流通管理を実施すべきと定められている

原料物質について、外為法に基づき、輸出先において麻薬

等の密造に転用されるおそれがないか等の確認を行い、厳

格な輸出審査を実施した。 

一方、2014年末に、ＷＨＯより国連麻薬委員会に対し、

産業用途で大量に用いられる重要化学物質を、新たに麻薬

関連条約の規制物質として追加すべき旨の勧告がなされ

た際には、我が国として、当該物質が規制対象となると、

産業界全体に深刻な影響を与える旨懸念を示し、各国政府

と連携して現時点での追加に反対の意思表明を行った。こ

の結果、上記勧告が上程された第 58 回麻薬委員会におい

て、当該物質の規制対象への追加は否決されることとなっ

た。このように、条約上の麻薬等規制に係る国際的議論に

ついて、経済活動への影響も考慮しつつ、参画・注視を行

っている。 

 

（９）毒劇物流出事故対応 

貯蔵施設等から毒劇物が大量流出し、その影響が周辺に

及ぶような重大事故が起こった場合、経済産業省は関係省

庁として政府の初動対処に参画することとなっている。 

2014 年度は、2013 年に引き続き、化学プラントから人

体に有害な毒性物質が大量漏洩した場合の対策について

検討を進めた。 

 

（10）経済産業省国民保護計画（国民保護計画）  

2004 年６月に「武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律（国民保護法）」が成立したこと

を受け、2005 年 10 月、経済産業省の所掌事務に関して、

日本に対する外部からの武力攻撃の事態等における国民

保護措置等の内容等を定めた国民保護計画が策定された。 

化学兵器禁止法に規定する毒性物質を扱う化学プラン

ト等の事業所は、国民保護法における生活関連等施設及び

危険物質等の取扱所に該当するため、国民保護計画におい

てこれら事業所を生活関連毒性物質取扱所と位置付け、平

素から該当施設の管理者、関係事業者団体、地方公共団体

などと情報共有を図りながら、該当施設の安全確保措置の

実施のあり方に関し、必要な助言を行うこととしている。

また、武力攻撃事態等における災害等の発生を防止するた

め緊急の必要があると認めるときは、国民保護法に基づき

運転中のプラントに緊急停止を命令する等事態の緊急性

に応じた対処法を定めている。 

国民保護計画をより円滑に運用するために、緊急事態に

おける連絡体制の更新を絶えず行う等、化学兵器禁止法に

規定する毒性物質を取り扱う化学プラント等に係る武力

攻撃事態等における災害等の発生又は拡大防止のための

体制整備を進めている。 
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