航空機分野の人材の確保にむけて
航空機需要は、世界における長期的な航空輸送需要の伸びに支えられ、今後大きな成長が見込まれている。
この成長を我が国航空機産業が取り込んでいくには、これを支える人材（設計・開発・生産・整備・認証）の
確保・育成が急務となっている。将来的に毎年約 1,000 人超の新規雇用が必要と予測されているが、専門的
な人材を育成するためには、体系的な教育システムと長い時間を要する。
そのため、短期的には海外の高度人材を活用していくことに併せて、国内での人材育成のため、求められる
人材層に応じて、高等教育、職業訓練等のきめ細かい対応が必要となっている。

図

航空宇宙関連人材育成の方向性（概念図）

④多様な産業での適用拡大が期待される炭素繊維
エネルギー消費量や CO2 の排出量の削減に向けて、

の社会インフラは老朽化が進み、今後、補修・更新時期

炭素繊維は軽い（比重：鉄の約 4 分の 1）、強い（比強度：

を迎えるものが多数発生することが見込まれており、

鉄の約 10 倍）、硬い（比弾性率：鉄の約 7 倍）、錆びな

長期的かつ安定した社会基盤を構築するためには、構造

いなどの性質を持つことから、各産業での適用拡大が期

物の効果的な補修・補強・更新や構造部材の長期使用を

待されており、市場規模は毎年 20％程度の伸びが予想

実現する炭素繊維の活用が期待される。具体的には、

され、2020 年までの 10 年間で約 4,500 億円にのぼる

2020 年の東京オリンピック開催などでの新たなインフ

見込みであり、我が国炭素繊維メーカーは世界市場で約

ラ整備においても工期短縮、維持管理を含めたコストの

6 割のシェアを占めることになる（図 121-19・20）。

低減などが求められるなど、建築・土木などの新規分野

炭素繊維に係る産業は我が国産業競争力強化の一翼を
担うものであり、既に活用されている航空宇宙、風力発
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電などでの更なる市場拡大が見込まれる。特に、我が国

においても市場開拓のポテンシャルがあるといえる。
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図 121-19

第１章

炭素繊維製品の需要ポテンシャル

我が国製造業の競争力強化に向けて

資料：経済産業省調べ

このように高い成長が見込まれる中、「革新的新構造
産性の高い炭素繊維製造プロセスの開発並びに熱可塑性
CFRP の成形・加工技術及び装置の開発を推進している
ところである。また、「戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）」を活用して建築・土木分野における補修・
補強用部材の構造評価及び CFRP 補修・補強方法の開
発などを行う。
また、成形・加工技術の開発などと平行し、強化繊維・
複合材料標準化本委員会などを通じて、我が国の成形・
加工技術にマッチした部素材の国際標準化を推進してい
る。
⑤実用化・産業化が期待される再生医療
京都大学山中伸弥教授による iPS 細胞の発明などに
より、近年、再生医療の実用化・産業化が期待されてい
る。再生医療は、ヒトの細胞・組織を用いた治療方法で
あり、従来では治療困難であった疾患に新たな治療の途
を開き、将来的には糖尿病や腎臓病など、生涯にわたっ

図 121-20

炭素繊維の需要及び市場規模予測
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材料等技術開発事業」を活用してエネルギー削減及び生

資料：
「高機能繊維と応用製品市場の現状と将来展望」（富士経済）及び企業推定情報から
経済産業省作成

て治療が必要とされる膨大な数の患者の生活を改善する
とともに、増加の一途をたどる社会保障費の削減に寄与
することが期待されている。また、再生医療は、医療技
術に理工学的な知識・技術を融合させた新たな治療方法
であり、高度かつ洗練された幅広い技術力を有する我が
国がその強みを発揮できる分野である。再生医療の将来
市場は、2030 年には約 1.6 兆円となる見通しであり、
今後の日本の成長産業となることが期待されている（図
121-21）。
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図 121-21
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再生医療の実用化・産業化を推進するためには、制度

第１章

る際の両者のリスク関係が不明確であったことから、
「再
生医療の普及のために必要な保険制度に関する研究会

的・技術的な課題を解決することが必要である。

（座長：高戸毅東京大学大学院医学系研究科教授）」を

法（薬事法等の一部を改正する法律）と再生医療等安全

設置し、患者・医療機関・事業者のそれぞれの責任分担

性確保法（再生医療等の安全性の確保等に関する法律）

等を整理（2014 年 2 月報告書取りまとめ）することで、

が成立し、2014 年秋に施行される予定となっている。

各種民間保険の整備を推進した。

改正薬事法では、医薬品や医療機器とは異なる再生医療

技術的な対応としては、2013 年度において、経済産

の特性を踏まえ、「再生医療等製品」を新たに定義する

業省では、個々の再生医療等製品に特有となる安全性等

とともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制が設け

に関する評価手法を確立する事業や、iPS 細胞等の自動

られた。また、均質でない「再生医療等製品」について、

大量培養装置の開発事業に取り組んだ。さらに、細胞培

有効性が推定され、安全性が認められれば、条件及び期

養加工に用いる機器類や、培地・試薬類など、再生医療

限付きで特別に早期の製造販売承認が与えられる「条件

を支える周辺産業分野については、海外製品に大きく

及び期限付承認制度」が導入された。

シェアを奪われているのが現状であるため、「再生医療

再生医療等安全性確保法では、再生医療をリスクに応

等基準検討委員会（座長：岡野光夫東京女子医科大学

じて分類し、必要な対応を規定することや、細胞の培養

教授）」を設置し、周辺産業における標準化及び認証基

加工について、医療機関から特定細胞加工物製造事業者

盤の在り方について議論を行った。その結果、周辺産業

への外部委託を可能とすることなどが盛り込まれた。ま

の標準化戦略にあたっては、①企業を中心としたフォー

た、改正薬事法及び再生医療等安全性確保法の施行に向

ラム標準の迅速な策定、②周辺機器類と消耗品・サービ

けて、厚生労働省・文部科学省・経済産業省の３省合同

ス類のパッケージ化が重要であるという示唆が得られ

で、委員会を設置し、細胞培養加工を行う施設の基準等

た。今後、産官学が一体となって、周辺産業の国際競争

に関する論点整理を行うとともに、厚生労働省の専門委

力強化に向けた取組を一層加速していく必要がある（図

員会において政省令等の作成に向けた検討を行った。そ

121-22）。

我が国製造業の競争力強化に向けて

まず制度的な対応として、2013 年 11 月に改正薬事

の他、医療機関から事業者に細胞培養加工を外部委託す

図 121-22

再生医療の標準化戦略等による国際競争力の強化

再生医療の標準化戦略等による国際競争力の強化
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※ＦＩＲＭ：一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム
資料：経済産業省調べ
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⑥バイオ医薬品製造技術の開発による新市場の整備
医薬品を巡る市場は、世界人口の高齢化等を背景に

図 121-23

バイオ医薬品の製造プロセス

70 兆円を超える成長産業となっているが、我が国は約
2.4 兆円を超える大幅な輸入超過となっている。
我が国が知識集約型・高付加価値経済へ転換し、今後
の持続的な経済成長を実現するためには、高付加価値産
業である医薬品分野で輸入偏重とならざるを得ない状況
を打破することは重要な課題である。
このため、近年特に輸入額が拡大傾向にあるがんの治
療薬をはじめとするバイオ医薬品について、国内で製
造・開発するための基盤整備を開始した。2013 年度に
開始した「個別化医療に向けた次世代医薬品創出基盤
技術開発事業」では、我が国の製造メーカー・製薬企
業 30 社以上、大学、関係研究機関等を結集し、バイオ
医薬品の製造・開発に必要な細胞技術、培養技術、精製
技術、品質評価技術等の開発を目指す。これにより、国
内における次世代バイオ医薬品の開発・製造を推進し、
輸入拡大を抑制するのみならず、産業拡大による雇用創
出、患者への医薬品の安定供給、新薬の効率的かつ迅速
な開発による国内医療費の抑制を図ることが可能となる
（図 121-23）。

資料：次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の図を一部改変

可食性バイオマスプロセス）といった、我が国が強みを

⑦革新的触媒技術を用いた新化学産業
我が国の石油消費量の約 21％が化学品原料として使

有する触媒技術を活用し、石油依存度の低減と CO2 削

用されており、大量の CO2 を排出している状況にある。

減等を同時に実現する新プロセスの開発が注目されてい

この様なナフサ由来の石油化学産業から、新たな原料源

るところである。

から化学品を製造する “新化学産業” の実現が期待され

経済産業省では、こうした革新的触媒技術を活用した
新プロセスを開発するため、「二酸化炭素原料化基幹化

る（図 121-24）。
例 え ば CO2 と 水 を 原 料 に 太 陽 エ ネ ル ギ ー で プ ラ ス

学品製造プロセス技術開発」や「非可食性植物由来原料

チック等基幹化学品（オレフィレン等）を製造する（人

による高効率化学品製造プロセス技術開発」といった技

工光合成プロセス）や、非可食性バイオマスを原料に機

術開発プロジェクトを実施している。

能性及びコスト面で優位性を持つ化学品を製造する（非

図 121-24

資料：経済産業省作成
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新化学産業のプロセス
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木から生まれる高機能材料、ナノセルロース
日頃何げなく触れている木、その中には石油系に代わる高機能材料のエッセンスが入っている。

我が国製造業の競争力強化に向けて

木はセルロース、ヘミセルロース、リグニンの 3 成分からできているが、セルロースに注目すると、セル
ロースはグルコースという糖が鎖状につながった分子で、木の中でなぜかセルロースだけ、30 本ほどのセル
ロースの鎖が分子の凸と凹、プラスとマイナスが規則的にしっかりと組み合わさって結晶状（細密充填構造）
のファイバーになっている。1 本のファイバーの太さは 4 ナノメートル。松でも杉でも、アカシアでもどんな
種類の木でも不思議なことに 30 本ほどのセルロースの鎖が結晶状のファイバーになっている。この結晶状の
ファイバーを取り出したものがナノセルロースである。セルロースの鎖が 1 本だけだと鎖同士の結合が弱く、
すぐに切れてしまうが、ナノセルロースは 30 本ほどの鎖が縦横ナナメと立体的にしっかり結合しているので、
きわめて強靱なファイバーになっている。鋼鉄の 5 分の 1 ほどの軽さなのに鋼鉄の 5 倍程度の強度がある。
これを紙のように薄くシート状にすると、極細のファイバー同士が密着して光を乱反射する隙間がなくなるの
で光を透過する透明フィルムになり、ポリエチレン樹脂に混ぜ込むと強靱なプラスチックになる。

図1

ナノセルロース電子顕微鏡画像

図2

ナノセルロース透明フィルム

資料：京都大学矢野研究室提供

ここで、木から結晶状のファイバーだけをどのように取り出すのかという問題がある。そのためにはイオン
性の液体を原料（パルプ）に加えることで、結晶化していない部分のセルロースの鎖のまわりにイオンが入り
込み、表面をイオン化して（電気的な性質をもたせて）、電気の反発力でセルロースの鎖をバラバラにして、
結晶化していない部分を取り除く方法や超高圧水流で物理的機械的にバラバラにする方法などが発明されてい
るが、これをいかに効率的に低コストでできるかが技術課題となっている。製紙産業は紙作りに際して木から
セルロースを取り出す技術を持っており、化学産業は化学物質の表面を変化させて高機能材料を作る技術を
持っている。この 2 つの産業が力を合わせることで、この技術課題は解決できると期待されている。
この新しい工業材料をいかに迅速に、身の回りにある製品や自動車、電気製品などの部品に利用されるよう
にできるか、そのためには製紙産業と化学産業が高品質で低コストのナノセルロースを、川下産業に供給し
て、評価され利用されるような道筋の検討が重要である。ナノセルロースの技術開発は現在、欧米でも盛んに
行われており、近年、新興国でも取組が始まっている。国内 2,508 万ヘクタールの森林資源と我が国の製紙
産業と化学産業がもつ世界トップクラスの産業技術を結集することで、ナノセルロースの高機能材料としての
活用促進が期待される。

（3）立地競争力の強化に向けて

個々の企業の行動に対する働きかけだけでは解決できな

国内でのものづくりを再評価する動きとともに、国内

い制度上検討すべき課題もあり、例えば、円安方向への

投資を拡大しようとする兆しがある中で、この兆しを確

動きがある中、電力・エネルギーコスト対策、経済連携

実なものとするためにも、企業が活動しやすい国とすべ

の推進の他、法人実効税率の在り方の検討などが求めら

く、国内の「立地競争力」の強化が求められる。特に、

れる（図 121-25）。
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図 121-25
非製造業と
比較して影
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業が多い。
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最近の電気料金値上げによる企業活動への影響
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100人以上300人未満
（n=94）
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300人以上
（n=42）

73.8%

57.6%

35.8%

総計
（n=1,004）

52.1%

総計
（n=1,014）

52.5%

※アンケート実施（2013年11月）時点にて、電気料金を値上げした電力会社管内の事業者を対象とした
備考：※上記グラフは「影響がある」と回答した割合を示す。
出所：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 第 12 回会合（2013 年 12 月）

エネルギー多消費産業の動向
普通鋼電炉、鋳造、鍛造、金属熱処理、ガラス（液晶ディスプレイ用ガラス基板等）、スポンジチタン、ポ
リシリコン、非鉄製錬業界はエネルギー多消費産業の代表例であり、電力・エネルギーコストの上昇が業績に
大きな影響を与えている。
○普通鋼電炉

【業界動向】
Ø

鉄 スクラップ等を原料に、建設、製造業向けの鋼材を製造。鉄のリサイクルシ
ステムの一翼を担う重要な産業。製造拠点は関東・関西を中心に全国に広く点
在。現在操業している普通鋼電炉事業社 32 社中 19 社（59％）が中小企業。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

生 産コストに占める電力コスト（主に溶解工程で使用）の割合は約 10％。電
力料金の安い夜間や土日に操業。

Ø

電 気料金の上昇により、電炉業界全体では年間 181 億円（2013 年 1 月時点：
鉄鋼連盟調べ）の負担増。スクラップ価格の上昇や市場の縮小で経営が苦しい
中、電気料金の上昇が負担になっている。

写真：電炉の溶解工程

○鋳造

【業界動向】
Ø

鉄 スクラップなどを溶解して金属製品を製造。自動車、工作機械から日
用品の製造まで幅広く活用されるものづくりに不可欠な産業。99％が中
小企業の業界。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

銑 鉄鋳物業は、環境問題などを背景に、コークス使用のキュポラ炉から
電炉に置き換えを進めてきた。電炉による溶解を行う鋳物企業では、電
気料金が製造コストの約 10％を占める。

Ø

写真：鋳造工程

電 気料金の上昇により鋳造業界全体では年間 83 億円の負担増。ピーク
シフトや休日の振り替えなどの努力を重ねているが、住宅地に近接する川口市（埼玉県）にあるような町
工場においては、騒音に関する苦情などにより、夜間や土日の操業は難しい。

Ø

サ プライチェーンの川中に位置するため、取引上の立場は弱く、売上に占める営業利益率は業界全体とし
て 2％以下。コスト増の価格転嫁も厳しい中、電気料金値上げが経営に直接の打撃となっている。
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○鍛造

【業界動向】
Ø

金 属を叩いて圧力を加え、目的の形状に成形するとともに金属組織を強くする製法。自動車、工作機械等

我が国製造業の競争力強化に向けて

の特に強度が必要な部品に活用されており、ものづくりに不可欠な産業。9 割以上が中小企業の業界。
【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

金 属を加熱して成形する熱間鍛造と常温で成形する冷間鍛造があり、特に熱間鍛造においては加熱時に大
きなエネルギーが必要となる。材料の加熱は一般的に誘導加熱により行われており、電気料金が売上高の
約 5 ～ 10％を占める。

Ø

電 気料金の上昇により鍛造業界全体では年間 32 億円の負担増。ピークシフトや休日の振り替えなどの努
力を重ねているが、特に鍛造では騒音や振動の問題から近隣への影響を考慮しなければならない。

Ø

サ プライチェーンの川中に位置するため、取引上の立場は弱く、コスト増の価格転嫁も難しい中、電力料
金値上げが経営に直接の打撃となっている。

写真：自動車クランクシャフトの鍛造工程

○金属熱処理

【業界動向】
Ø

金 属製品の高強度化・耐摩耗性向上等に必要不可欠な産業であり、自動車、航空機等の重要部材には欠か
せない存在。関東、東海、関西を中心に全国に点在し、4,305 社中 4,272 社（99.2％）が中小企業。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

売 上高に占める電力コストの割合は約 10％。契約電力量の見直しや電気料金
の安い夜間操業の実施も焼け石に水。

Ø

電 気料金の上昇により、金属熱処理業界全体では年間 29 億円（ガス代を含め
ると年間 53 億円）の負担増）。

Ø

も ともとサプライチェーンの川中に位置する業態であり取引上の立場が弱い
上、客先生産拠点の海外移転で国内市場が縮小する中、エネルギーコスト増の
価格転嫁は難しく、電気料金の上昇が負担になって極めて厳しい経営環境に
陥っている。

写真：金属熱処理工程

○ガラス（液晶ディスプレイ用ガラス基板等）

【業界動向】
Ø

液 晶ディスプレイに使用されるガラス基板やスマートフォンや
タブレット PC のカバーガラス等の高品質のガラスを製造。

Ø

当 該分野は他のガラスと比較し、利益率が高く、我が国企業が
高い世界シェアを占めている（液晶ディスプレイ用ガラス基板
は約 50％）など、ガラスメーカーにとって大きな収益源となっ
ている重要な産業。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

生 産コストに占める電力コスト（主に溶解工程で使用）の割合
は約 7％。24 時間連続操業であり、時間帯を問わず大量の電
力を消費している。

Ø

電 気料金の上昇を要因とした、生産拠点の海外移転と、これに

備考：高品質のガラスの製造では、溶融窯における精密な燃焼
制御や温度管理が必要不可欠であることから、安定的な
エネルギーである電力を活用。
写真：窯内部の様子

伴う国内生産の縮小の動きが顕著。
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○スポンジチタン

【業界動向】
Ø

チ タン鉱石等を原料に、航空機エンジン・機
体、一般産業向けのスポンジチタンを製造。
輸出も盛んであり、世界の航空機や海水淡水
化プラントの一翼を担う重要な産業。製造拠
点は関東・関西・九州に点在。全国でメーカー
は 2 社。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

生 産コストに占める電力コスト（主に還元・

写真：チタン還元・真空分離炉

写真：スポンジチタン

真空分離炉と、還元剤の電解工程で使用）の割合は約 20％。24 時間連続運転のバッチプロセス。
Ø

電 気料金の上昇により、業界全体では年間約 24 億円の負担増。スポンジチタンは国際価格で取引され、
近年の原料鉱石価格の上昇に加え、電力料金の値上げは各社の利益を圧迫している。

○ポリシリコン

【業界動向】
Ø

ケ イ石等を原料に、半導体、太陽電池向けのポリシリコンを製造。エレクト
ロニクスや新エネルギーの一翼を担う重要な産業。製造拠点は関西・山陽・
東北に点在。全国でメーカーは 4 社。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

生 産コストに占める電力コスト（主に高温での還元工程で使用）の割合は約
30％。24 時間連続運転のバッチプロセス。

Ø

電 力料金の上昇により、業界全体では年間約 140 億円の負担増。海外競合メー
カーの過剰供給による製品価格の下落に加え、電力料金の値上げにより大き
な影響を受けている。

写真：ポリシリコン

○非鉄製錬

【業界動向】
Ø

鉱 石やリサイクル材を原料に、銅・鉛・亜鉛・ニッケル・金・銀などの非鉄金属を製造。ものづくりに不
可欠な素材を提供するとともに、自動車や家電のリサイクルに参画し、資源循環に貢献する重要な産業。
製造拠点は東北・関東・四国など全国に点在。

【電力使用状況・値上げの影響】
Ø

電 力料金の上昇により、非鉄製錬業界全体で年間 86 億円の負担増。
操業を電力料金が安い夜間・休日にシフトしていたが、昼夜一律の値
上げのため、企業によっては減産や操業停止を選択。

Ø

非 鉄金属価格は国際価格のため、電力料金値上げ分を価格転嫁するこ
とができず、経営を大きく圧迫している。

写真：銅の電解工程

厳しい環境の中で技能を磨き、ものづくりの屋台骨を支えてきたエネル
ギー多消費型企業 （株）興国鋳鋼所
鋳鋼業界は装置産業とは異なり、
「人材」から「人材」への技能伝承が重要な課題のひとつであり、一度撤退・
廃業に陥ってしまうと、技能や現場ノウハウが途絶え、再び取り戻すことが困難となる産業である。
大阪市淀川区に本社を構える（株）興国鋳鋼所は 1914 年創業の鋳鋼製造の専業メーカー。創業来 1 世紀に
渡り、様々な経営環境の変化にも柔軟に対応しながら、技能を磨き、その伝承を行ってきた。高い品質の製品
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を短納期で安定納入できることを強みとし、多様で複雑な形状と強靱性を実現する鋳鋼品を製造し、発電・石
油・ガスの各種プラント設備や、コンクリート高圧ポンプ車など信頼性が求められる部品として採用されてい
る。

我が国製造業の競争力強化に向けて

現在、同社を悩ませているのは、電気料金、特にピーク消費電力が契約基準電力となる基本料金の負担の問
題だ。同社の売上高に占める電気料金の割合は優に 10％を超えており、その影響の大きさは計り知れない。
利益率は決して高くない業界だけに、どんなに経営努力を行っても、電気料金の高騰によって業績が左右され
てしまう事態になりかねない。
長きに渡ってものづくりの屋台骨を支えてきた同社のような豊富な技能
を有する企業を応援していくことは、我が国の産業競争力強化の観点から
も非常に重要。鋳鋼業界をはじめ、電力料金値上げに苦しむ中小企業にとっ
ては、電力の低廉で安定した供給と需要者が選択可能な多様性のある料金
体系が不可欠である。そのためにも、中小企業が積極的に省エネ設備への
投資を行えるよう、更なる支援策の拡充や、2013 年より進めている電力
システム改革をはじめ、電力コスト対策の推進が求められている。

写真：鋳鋼製造の現場

経済連携を活用した立地環境の整備
EPA（経済連携協定）/FTA（自由貿易協定）とは、物品関税の削減・撤廃、サービス貿易の自由化、投資
環境の整備、ビジネス環境の向上に関する協議の場の設置等を規定し、幅広い経済関係の強化を目的とする 2
国間または多国間の国際協定をいう。
世界では世界貿易機関（WTO）でのドーハラウンド交渉が停滞する中、地域・国家間の FTA 交渉が活発化
している。例えば隣国である韓国は既に、EU 韓 FTA を暫定発効、米韓 FTA を発効しており、我が国から米
国へ輸出する乗用車には 2.5％、ベアリングには 9％の関税がかかる一方で、韓国から輸出される乗用車につ
いては 2016 年 1 月までに、ベアリングについては 2021 年 1 月までに、それぞれ関税が撤廃される予定で
ある。同様に、我が国から EU に輸出される乗用車は 10％、薄型テレビは 14％の関税がかかるが、韓国から
輸出される乗用車及び薄型テレビについてはともに 2016 年 7 月までに関税が撤廃される予定（※1）である
など我が国は EPA/FTA で韓国に劣後しており、立地環境格差が生じている。
こうした中、我が国はこれまで 13 の国・地域（※2）との間で EPA を発効済みであり、2014 年４月には
日豪 EPA が大筋合意に至った。さらに、現在 TPP（※3）、RCEP（アールセップ）（※4）、日中韓 FTA、日
EU・EPA といった主要な貿易相手国との EPA 交渉（※5）にも取り組んでいる。
2014 年 4 月に大筋合意に至った日豪 EPA においては、我が国から豪州への輸出額の 3 割未満であった無
税品目の割合が、発効時に直ちに 8 割を超える水準になる。また、輸出の約半分を占める自動車分野（関税
率 5％）において格段の市場アクセスの改善が実現する。関税以外でも、天然ガス・石炭など資源・エネルギー
の安定供給の確保、投資・サービスの自由化、電子商取引・政府調達のルール整備、知的財産の保護など、幅
広い分野において高い水準の合意が確認された。
現在交渉中の EPA/FTA においても、①関税削減・撤廃によるコスト低減等による価格競争力の強化・新た
な海外市場の獲得やシェアの拡大、②サービス業を行うにあたっての規制の緩和・撤廃、③投資ルールの整備
による投資リスクの軽減、④日本産の高付加価値製品やコンテンツの海外における適切な保護といった知的財
産分野でのルール整備、⑤税関手続の簡素化による企業負担の軽減、⑥広域的で企業にとって使いやすい原産
地規則の実現等、我が国企業の競争力強化や海外市場の獲得を可能とする、包括的でハイレベルな協定を目指
している。
また、グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、このような新たな協定締結に向けた取組に加え
て、EPA/FTA の円滑な利用促進、既存 EPA の内容の改善（再交渉）も重要である。我が国の発効済み EPA
においては企業による活用も浸透し始め、
「活用・運用段階」にあるといえる。そのため、①政府のみならず（独）
日本貿易振興機構（JETRO）（※6）、日本商工会議所（※7）、業界団体等による積極的な EPA の普及啓蒙・
利活用率の向上・着実な執行、②「ビジネス環境の整備に関する委員会」等の場を通じた両国政府・民間企業
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代表者を交えた協議（※8）、③ EPA の利活用実態やニーズを踏まえた協定見直し（※9）など、いわば「EPA
のライフサイクル」にわたって、EPA の質を高めていくことが重要になってきている。
（備考）
※ 1	中大型車については 2014 年 7 月までに関税撤廃。
※ 2	我が国は、シンガポール、メキシコ、マレイシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN 全体（インドネシアのみ未発効）、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー
の 12 カ国・１地域との間で EPA/FTA を発効済み。
※ 3	TPP（環太平洋パートナーシップ：Trans-Pacific Partnership）：日本、米国、カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、ベトナム、マレイシア、シンガポール、ブルネイ、豪州、ニュージー
ランドの 12 か国が交渉に参加している。
※ 4	RCEP（東アジア地域包括的経済連携：Regional Comprehensive Economic Partnership）：日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド、ASEAN10 か国の計 16 か国が交渉
に参加している。
※ 5	日本は現在、５か国・５地域（TPP、RCEP、日中韓 FTA、日 EU・EPA、日 GCC・FTA（GCC 側が FTA 一般について見直し中）、韓国 EPA（交渉中断中）、日豪 EPA（大筋合意）、
日モンゴル EPA、日カナダ EPA、日コロンビア EPA）との間で交渉会合を行っている。また、2010 年 10 月より交渉が行われていた AJCEP のサービス貿易章・投資章の交渉も
2013 年 12 月にルール部分について実質合意に至った。さらに、2014 年 1 月に日トルコ EPA につき、政府間交渉を開始することで合意がなされた。
※ 6 EPA/FTA 普及・啓蒙・利活用率向上に係る JETRO の主な取組：
EPA 利活用相談（日本企業の方）https://www.jetro.go.jp/services/advice/
EPA アドバイザー他（在海外企業の方）https://www.jetro.go.jp/services/advisor/
※ 7 特定原産地証明書の指定発給機関である日本商工会議所については以下を参照：http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
※ 8 「ビジネス環境の整備に関する委員会」については以下を参照： http:/www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/about/business.html
※ 9 日シンガポール EPA は 2002 年発効、2007 年改正。日メキシコ EPA は 2005 年発効、2012 年改正。

【参考】

「法人にかかる税金の体系も、国際相場に照らして競争

◆成長戦略進化のための今後の検討方針（2014 年 1 月

的なものにしなければなりません。法人税率を今年の 4

20 日産業競争力会議）（抜粋）

月から、2.4％引き下げます。企業がためたキャッシュ

「平成 26 年度与党税制改正大綱（2013 年 12 月 12 日）

を設備投資、研究開発、賃金引上げへ振り向かせるた

を踏まえ、我が国経済の競争力向上のための対応の一環

め、異次元の税制措置を断行します。本年、さらなる法

として、税制の中立性や財政の健全化の観点から、課税

人税改革に着手いたします。」

ベースの拡大や他税目での増収策による財源確保の検討

図 121-26

や、産業構造や事業環境の変化の中での法人実効税率引
下げと企業行動の関係などの政策効果の検証を行いつ

法人税率
OECD
アジア

つ、政府税制調査会と連携して法人実効税率の在り方を
検討する。」（図 121-26）
◆安倍総理

日本
（東京の場合）

世界経済フォーラム年次会議

冒頭演説

（2014 年 1 月 22 日）（抜粋）

２

法人実効税率の国際水準
2000 年

2013 年

約 28％

22.47％
38.01％→ 35.64％
（2014 年４月ー）

約 33％
42％

補足：アジアとは、中国、香港、インドネシア、韓国、マレイシア、フィリピン、シンガポール、
台湾、タイ、ベトナムの 10 か国。
資料：KPMG Tax Survey より経済産業省作成

加え、セットメーカー、大企業のみによらず裾野広く輸

新たな輸出の担い手の育成

出で稼いでいくことが必要である。例えば、主要先進国

これまで述べてきたように、我が国のものづくり産業

と比較して、ドイツは輸出依存度が高く、製造業が稼い

は、輸送機械、電機機械、一般機械のいわゆる「輸出三

だ貿易収支黒字が経常収支の黒字を大きく押し上げると

本柱」を中心に輸出を支える国内生産基盤の維持・強化

いう経済構造であるが、注目すべきは非大企業の輸出寄

に取り組むことが求められている。こうした基盤整備に

与が高いことである（図 122-1・2）。

図 122-1

各国のグローバルメジャー企業数と輸出総額

各国の輸出総額︵億米ドル︶

20,000

同じ規模の輸出総額であるドイツと米国を
比較すると、米国が数多くのグローバルメ
ジャー企業（大企業）による輸出で稼ぐ一
方で、ドイツは数多くの非大企業が輸出に
寄与している可能性あり。

中国（61社）
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16,000

ドイツ（34 社）

s
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米国（133 社）

日本（68 社）

8,000

韓国（14 社）

6,000

フランス（35 社）

英国（30 社）
イタリア（10 社）
スペイン（9 社）
インド（8 社）
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2,000
0
0

20

40

60

80

100

120

140

「Fortune Global 500」に含まれる各国の企業数
（※米「Fortune」誌が集計した売上高上位 500 社ランキング）
資料：「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業」ハーマン・サイモン（著）、「Fortune Global 500」より経済産業省作成
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25.32％
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製造業の輸出により経常収支黒字の拡大を図る上

中小・中堅企業の輸出寄与度
日本

ドイツ

2.8%

19.2%

92%

69%

で、我が国の新たな輸出の担い手となり得る企業を、継
続的に育成、支援していくことが重要である。

我が国製造業の競争力強化に向けて

輸出を行う中小企業の割合
上位 10％の企業が
輸出総額に占める割合

第２節

図 122-2
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出所：2012 年版通商白書

バリューチェーン上で入口となる技術開発と出口となる販路開拓の支援
～ドイツ製造業を参考に～
ドイツ製造業の特徴の一つとして、中小企業が有する高い輸出力が挙げられる。我が国においても、大企業
のみによらず、高い技術力を持った中小企業も含め裾野広く輸出で稼いでいくことが期待される中でドイツか
ら学べることは多い。
ドイツの中小企業の中には、競争領域と非競争領域をあらかじめ峻別した上で、ニッチ分野で海外展開を積
極的に行い、世界シェアトップを獲得している企業が少なくない。海外展開に際しては現地人材を雇用し、現
地法人の経営の自律化を図るなど、「多国籍化」及び「脱集権化」を図る傾向にあるという。その他にも、徹
底的なブランド戦略による価格競争回避、顧客との距離を出来るだけ近く保つための直販志向など、中小企業
といえども高い輸出力を支える鍵が随所に見受けられる。
ドイツの中小企業が高い輸出力を維持するにあたっては、こうした企業自らの経営風土、経営努力もさること
ながら、企業単独ではカバーすることが困難な領域、特にバリューチェーンの入口である研究開発、さらには
出口である販路開拓における、技術の応用に重点を置いた研究機関や販路開拓を支援する政府機関による積極
的なサポートが寄与しているとの指摘がある。
まず、ドイツの研究機関において特筆すべきはフラウンホーファー研究所の存在である。欧州最大の研究所
である同研究所は、いわゆるポストドクター人材を効果的に活用しながら、3 ～ 5 年後に商品化される見込み
の既存技術の応用を体系的に進めている。従業員や資金が少ない中小企業においてはその制約上、本格的な研
究開発の実施は容易ではないが、こうした研究機関からサポートを通じて、不断のイノベーションとその製品
化が達成されているという。また、同研究所では、企業との共同開発の実績を給与に反映させるなど、産業界
のニーズを踏まえた研究開発を行うためのインセンティブ付与の工夫が設けられていることも興味深い。
販路開拓においても、企業のみの問題とせず、政府機関が一定の役割を果たしている。連邦政府や州政府、
産業団体などの在外出先機関は、ビジネスマッチングに必要な情報の提供、国内外におけるメッセ（見本市）
への出展支援などを実施している。更には途上国の開発援助に際しても、相手国の職業訓練施設などにドイツ
製の設備を積極的に導入することに
よって、ドイツ製品の普及のみなら

図

ドイツ製造業における技術開発及び販路開拓支援

ず、ドイツ製品を扱う人材の育成・
囲い込みを行っている。
このように、入口の技術開発及び
出口の販路開拓の面で、応用研究機
関や政府機関が積極的に支援するこ
とでドイツの中小企業の輸出力向上
につながっており、我が国の政策に
おいても大きなヒントとなると言え
る。

資料：経済産業省作成
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（1）グローバルニッチトップ企業の支援

①グローバルニッチトップ企業の特徴

経済産業省では、グローバル展開に優秀と認められる

2013 年度に経済産業省が実施した「グローバルニッ

実績がある企業のうち、特定分野の製品・技術に強みを

チトップ企業 100 選」では、「機械・加工部門」52 社、

持ち、高い世界シェアと利益率を両立しながら、輸出を

「素材・化学部門」20 社、「電気・電子部門」15 社、「消

基本とした海外展開を行っている企業に注目し、これら

費材・その他部門」13 社の計 100 社を選出した（注

の中でも特に優れた企業を、2013 年度に「グローバル

表彰企業一覧を P86

ニッチトップ企業 100 選」として顕彰した。これらの

選定に当たっては、下記の通りグローバルニッチトップ

企業は、競合相手の少ない特定分野に特化しており、

企業を定義し、「シェアと利益の両立」、「独創性と自立

需要の価格弾力性の低い製品を取り扱うことで一定の収

性」、「代替リスクへの対処」、「シェアの持続性」の観点

益性を確保しているものと考えられる。また、国内製造

から評価した。

図 122-44 に掲載）。なお、評価・

拠点を中心に製造し、海外への輸出で稼ぐ割合が大きい
ため、我が国の輸出の担い手としての役割を担うことが

〈グローバルニッチトップ企業の定義〉

期待される。さらには、調達面・雇用面でも国内経済へ

・大 企業：中小企業基本法第 2 条第 1 項の規定に基づく

の一定の貢献が見込まれる。中堅・中小企業が大きな役

「中小企業者」以外の法人で、特定の商品・サービス

割を占めるドイツのように貿易収支の稼ぎ手としての

の世界市場の規模が 100 ～ 1,000 億円程度であって、

「量」を期待できるというだけではなく、国内経済へ

過去 3 年以内において 1 年でも 20％以上の世界シェ

の実質的貢献、「質」という点からも高いポテンシャル

アを確保したことがあるもの。

を有しており、今後積極的に支援していくことが望まれ

・中 堅企業：大企業のうち直近の会計年度の売上高が
1,000 億円以下で、特定の商品・サービスについて、

る。
今般グローバルニッチトップ企業 100 選に選定され
た企業は、積極的に顧客との研究開発に取り組んでい

過去 3 年以内において 1 年でも 10％以上の世界シェ
アを確保したことがあるもの。

る、知的財産の管理手法を工夫している、海外市場で

・中 小企業者：中小企業基本法第 2 条第 1 項の規定に基

の稼ぎ手であると同時に、我が国の国内雇用の維持・

づく「中小企業者」で、特定の商品・サービスについて、

強化についても貢献が期待されるなどの特徴を有してい

過去 3 年以内において 1 年でも 10％以上の世界シェ

る。以下では、我が国における新たな輸出の担い手とし

アを確保したことがあるもの。

て期待されるグローバルニッチトップ企業の特徴とその
グローバルニッチトップ企業の特徴は、特定の製品分

重要性について考察する。

野でトップクラスの世界シェアを確保し、高い収益力を

図 122-3

＜（株）明石合銅（石川県白山市）＞

資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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グローバルニッチトップ企業の特徴

＜（株）ヤナギヤ（山口県宇部市）＞

＜向陽技研（株）（大阪府堺市）＞
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の国際性や、自社製品の優位性を高め、他社の参入を防

が 7 割となっている（図 122-5）。現在の経営者は「創

ぐための様々な戦略（顧客との共同開発を通じた顧客の

業者の親族」が 54.0％と最も多く、創業者から世代交

囲い込み、研究開発への注力、知財マネジメントの活用

代が進んでおり、主に創業者の親族に事業が承継されて

など）を駆使していることが特徴としてあげられる（図

いることがうかがえる（図 122-6）。

我が国製造業の競争力強化に向けて

また、GNT 企業の所有形態を見ると、
「オーナー企業」

第２節

保持していることである。また、これらを実現するため

122-3）。

図 122-4

（ア）グローバルニッチトップ企業となった経路

 ッチ製品をグローバル市場に
ニ
展開するまでの経路

これらの表彰企業（以下 GNT 企業）が特定の製品分
野を海外に展開するにいたった経路としては、「国内で
ニッチ製品からスタートし、海外市場に進出した」が
58.6％と最も多く、「国内で汎用製品からスタートし、
国内でニッチ製品に特化した後、海外市場に進出した」
が 19.2％ と 次 に 多 く な っ て い る（ 図 122-4）。 国 内 市
場への製品供給の段階で特定分野の技術を磨いた企業
が、何らかのきっかけによって製品を海外に展開するこ
とで、GNT 企業となるケースが多くなっている。
この点については、ドイツ企業の場合には汎用品の段
階から海外市場を目指すという行動分析もあり、成長の
スピードなどとの関連も含め、日本の企業行動の特色を
引き続き分析する必要がある。

図 122-5

備考：1．ルート①：国内で汎用製品からスタートし、国内でニッチ製品に特化した後、海外市
場に展開した。ルート②：国内で汎用製品からスタートし、汎用製品で海外市場に進
出した後、ニッチ製品に特化した。ルート③：国内でニッチ製品からスタートし、海
外市場に進出した。ルート④：海外で汎用製品からスタートし、海外市場でニッチ製
品に特化した。ルート⑤：国内では汎用品を扱っていたが、海外進出と同時にニッチ
製品に特化した。ルート⑥：最初からニッチ製品に特化し、最初から海外市場に展開
した。
2．回答企業数は 99 社。
資料：立命館アジア太平洋大学・難波正憲氏の作成資料をもとに経済産業省が作成

GNT 企業の所有形態

図 122-6

GNT 企業の現在の経営者

外部からの招聘
2.0%
取引先等外部
企業からの
派遣・転籍
2.0%
非オーナー企業
である
26％

親会社からの派遣・転籍
1.0%
その他
2.0%
創業者
16.0％

従業員からの昇格
20.0％

創業に参画した
メンバー
3.0％

オーナー企業
である
74％

創業者の親族
54.0％

（n=100）

（n=100）

資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

また、GNT 企業の創業経緯を創業年代別に見てみる

企業では、「製造業に属する大企業への勤務経験を経て

と、1945 年以前に創業した企業と 1946 年～ 1973 年

創業」の割合が 39.1％と最も多くなっている（図 122-

に創業した企業では「特定の勤務経験を経ずに創業者

7）。

が独自に創業」が最も多いが、1974 年以降に創業した
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図 122-7

合計
（n=99）

0%

合計
（n=99）

20%
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19.2

21.2

GNT 企業の創業の経緯
60%

80%

2 8.1 6.1 7.1

100%

30.3

製造業に属する大企業への勤務経験を経て創業

6.1

製造業に属する中小企業への勤務経験を経て創業
非製造業に属する大企業への勤務経験を経て創業

1945 年以前
（n=36）

13.9

11.1

0

13.9

2.8

8.3

38.9

業種、規模を問わず既存の企業の指揮命令の下でその
企業の分社・関連会社として創業

11.1

大学、国公立の研究機関の研究者が創業
特定の勤務経験を経ずに創業者が独自に創業

1946 年ー1973 年
（n=40）

その他
1946 年ー1973 年
（n=40）

1974 年以降
（n=23）

1945 年以前
（n=36）

非製造業に属する中小企業への勤務経験を経て創業

1974 年以降
（n=23）

17.5

27.5

39.1

2.5

5 5 7.5

17.4

2.5
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13

4.3

13
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資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

との共同開発や、VA・VE 提案により顧客を囲い込む」

（イ）特定の製品分野で高い世界シェア
GNT 企業は、それぞれ特定の製品分野において高い

が 31.0％、「製品だけでなく、補修などのサービスを組

世界シェアを保有しており、100 社を平均した世界シェ

み合わせることで顧客を囲い込む」が 25.0％となった

アは 59.6％となっている。GNT 企業が、特定の分野に

（図 122-8）。GNT 企業は優れた技術力を基本としなが

おける市場シェアを高めるための取組として重視する事

ら、新規顧客の開拓および既存顧客との関係強化、保守

項として、「技術力を活かし、競合他社が追随不可能な

なども組み合わせた製品・サービスの提供などによって

新製品で新市場をつくる」が 72.0％と最も多くなった。

顧客の囲い込みを図り、自社製品の世界シェアを高めて

また、「新しい顧客を開拓する」が 36.0％、「既存顧客

いると考えられる。

図 122-8 「市場シェア」を高めるための取組
0

20

40

卓越した技術力を活かし、競合他社が追随不可能
な新製品で新市場をつくる

36.0

既存顧客との共同開発や、ＶＡ・ＶＥ提案により
顧客を囲い込む

31.0

製品だけでなく、保守などのサービスを組合わせる
ことで顧客を囲い込む

優れたデザインやブランド構築により、
顧客を囲い込む
国際標準と自社の独自技術を連携させることで、
市場を拡大しつつ顧客を囲い込む
備考：重要と思われるものを 2 つまで選択。
資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）
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80

72.0

新しい顧客を開拓する

コスト競争力を高め、競合他社が対抗できない
価格で製品を提供する

60

25.0

14.0

11.0

10.0

（n=100）
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る」が 24.0％、既存顧客との共同開発や、VA・VE 提

（ウ）高い収益力

案により製品の付加価値を高める」が 22.0％となった

これは、製造業全体の平均（2.9％、財務省 法人企業統

（図 122-9）。GNT 企業は、技術力に裏付けられた高付

計調査（平成 24 年度））と比較して、非常に高い収益

加価値製品の提供を高収益の基本としているが、これに

力となっている。

とどまるものではない。製造コスト低減のために製造方

GNT 企 業 が 利 益 率 を 高 め る た め の 取 組 と し て 重 視

法などの改善を行うほか、共同開発や顧客への提案活動

す る 事 項 と し て、「 優 れ た 技 術 力 を 活 か し た 高 付 加 価

などを通じた、製品価格だけではない顧客への価値提供

値製品を提供することで、価格支配力を確保する」が

や、特定の顧客に依存していないがゆえの交渉優位性を

73.0％と最も多くなった。また、「製造コストを下げる

保持することで、収益力の向上につなげているものと考

ための技術開発・改善活動をする」が 52.0％、「特定の

えられる。

我が国製造業の競争力強化に向けて

GNT 企業の売上高営業利益率は、平均 10.7％である。

顧客に依存せず、独立性を高めることで収益性を上げ

図 122-9 「利益率」を高めるための取組
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備考：重要と思われるものを 2 つまで選択。
資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

（エ）国際性
GNT 企業は、国内製造を基本としつつ、積極的に海
外に展開している。GNT 企業が自社製品を販売してい

の業界における評価やブランド力を高め、海外からも
ユーザーを引き寄せるほどの競争力を獲得していること
が示唆される（図 122-11）。

る国数は、平均 38.3 か国となっている。また、海外売
上高比率は平均 45.1％と売上高の約半分が海外となっ
ている。
GNT 企業は、80 年代から 90 年代にかけて海外展開

図 122-10
（社）
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を開始した割合が高い（図 122-10）。海外市場に展開
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潜在需要があることを発見した」が 59.0％と、最も多
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ことが示唆される。また、「海外ユーザーからアプロー
野において高品質な製品や技術を保有することで、自社
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資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

69

図 122-11

海外市場に展開したきっかけ
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59.0

海外ユーザーからアプローチがあった

41.0

国内取引先の海外展開に同伴・追随して海外展開した…

28.0

国内市場の成熟に伴い、海外販路の開拓が必要となった

21.0

経営者の交代により海外市場に注目した

13.0

国内取引先からの受注減により、海外販路の開拓が必…

11.0

海外向け製品を開発した

10.0

海外市場に詳しい社員を雇用した

2.0

その他

9.0

（n=100）

備考：重要と思われるものを 2 つまで選択。
資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

さらに、GNT 企業は、海外展開に際して「自社販売

ていると考えられる（図 122-13）。

網の構築」を最も重視している（図 122-12）。また、ニッ

一般的に日本の中堅・中小企業は国際展開に大きなリ

チ分野で強みを持つために重視する情報収集経路とし

スクを感じているが、ドイツにおいては多くの国に事業

て、「顧客からの相談」を最も重視する傾向にあり、海

展開することが事業リスクの低減につながっているとい

外展開においても、自社が直接販売網を構築し、顧客か

う見方もあり、経営マインドの課題解決としてこれら

らの情報を直接収集、それらの情報を自社の製品やサー

GNT 企業の行動をしっかりと分析し支援につなげてい

ビスに反映させることで、国際的な競争力の強化を図っ

く必要がある。

図 122-12
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資料：経済産業省調べ（14 年 2 月）

70

60
（％）

55.0

自社の海外販売網

その他

50

（n=100）

