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[要 約] 

Ⅰ 資源制約下における我が国製造業の国際競争力に関わる分析 

１．日本銀行｢製造業部門別投入・産出物価指数｣を用いた分析 

原油に代表される資源価格が 2004 年以降急騰を続けており、資源輸入国である我が国に

とって交易条件に大きな影響を受けている。ここでは、投入物価上昇の産出物価への転嫁

率を定量的に試算し、業種間の格差を考察する。 

 資源価格が高騰局面に入る前の03年１Qを基準期とし、07年４Qを分析対象時点とする。

まず 07 年４Q における投入物価の基準期に対する累積変化率を算出し、これに基準期の投

入比率（推定値）を乗じることにより、｢基準期から分析対象時点までの投入物価上昇をフ

ルに転嫁するための産出物価上昇率（A）｣を試算する。次に価格転嫁率は、同期間の実際

の産出物価上昇率を（A）で除することにより算出される。 

分析対象時点における価格転嫁率は、製造業全体では 72.1％と試算された。業種別に見

ると、鉄鋼では 125.6％、非鉄金属では 111.6％、石油・石炭製品では 109.6％と、価格転

嫁が十分に行われたとみられる。一方、一般機械では 23.4％、繊維製品では 76.4％、パル

プ・紙・木製品では 80.9％、化学製品では 90.9％と、価格転嫁が十分でなかったとみられ

る。 
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なお、輸送機械および電気機械では産出物価変化率が各々▲0.5％、▲15.6％とマイナス

であるため、価格転嫁率を算出していないが、（A）の値は投入物価が小幅の上昇にとどま

ったため、各々3.6％、2.3％と小幅の上昇率と試算された。 

資源価格の高騰下において、主要加工組立セクター（輸送機械および電気機械）では、

投入物価の上昇率は小幅にとどまっていることがわかった。輸送機械セクターにおいて投

入金額の大きい主要原材料の価格動向を見ると、非鉄や鉄鋼系の素材価格は大幅に上昇し

ているものの、部品、エンジン、電装品等の主力材料の価格は安定しており、全体を加重

平均した投入価格は 5.1％の上昇にとどまっている。また、電気機械セクターにおいて投入

金額の大きい主要原材料の価格動向を見ると、電線・ケーブル、レアメタル、伸銅品等の

非鉄系材料が高騰しているものの、電子部品、半導体、液晶等の主力材料（デバイス系製

品）の価格は大幅に低下しており、全体を加重平均した投入価格は 4.3％の上昇にとどまっ

ている。 

 

２．財務省「法人企業統計調査」を用いた企業規模別比較分析 

自動車・同附属品製造業を分析すると、売上高変動費率の水準は、常に大企業、中堅企

業、中小企業の順に高くなっている。分析対象には部品メーカーが含まれているが、大企

業には業種特性として付加価値率（限界利益率）が相対的に低い完成車メーカーが含まれ

る一方、中堅・中小企業は部品メーカーのみによって構成されている。企業規模間の格差

は、「スマイルカーブ現象」を反映していると考えられる。 

売上高変動費率の変動は、どの企業規模においても概ね上昇傾向を示しているが、その

上昇幅は大企業において相対的に小さい一方、中堅・中小企業において大きくなっている。

06 年度と 03 年度の水準を比較すると、大企業では 2.0 ポイントの上昇、中堅企業では 3.2

ポイントの上昇、中小企業では 4.2 ポイントの上昇となっている。 

付加価値額（03 年度＝100 とした指数）の動きを見ると、どの企業規模においても循環

変動を示しているが、大企業においては唯一上昇トレンドを示している一方、中堅・中小

企業においては低下トレンドを示している。特に中小企業において変動幅が大きい。 

03 年度以降の動きを見ると、04 年度はどの企業規模においても付加価値が減少し、特に

中小企業での減少幅が大きかった。大企業は 05 年度以降、大きく増加する一方、中堅企業

では減少基調が続いている。中小企業では 05 年度も大幅に減少した後、06 年度に急回復し

ているが、03 年度の水準には程遠い水準にとどまっている。 

06 年度と 03 年度の営業利益の水準を比較すると、大企業では 18.3％増加する一方、中

堅企業では▲26.4％、中小企業では▲6.3％各々減少した。大企業では 04 年度に限界利益
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（付加価値）の減少が営業利益減少に大きく効いたが、05 年度、06 年度では限界利益の増

加が営業利益の増加を牽引している。中堅企業では 04 年度以降、限界利益の減少が営業利

益の減少の主因となっている。中小企業では 04～05 年度に限界利益の減少が減益要因とし

て大きく効いた。06 年度には一転して増益要因となったものの、人件費の増加により減益

にとどまった。 

 

３．財務データを用いたミクロ分析 

材料費データを用いた分析および利益増減要因分析を統合して、自動車産業のサプライ

チェーンにおける原燃料価格上昇の工程別影響を考察した。川上企業（鋼板生産）は新日

本製鐵、川中企業（部品生産）はデンソー、川下企業（完成車生産）は日産自動車を分析

対象とした。 

分析指標として、売上高材料費率、営業利益、販売価格・品種構成変化率、原燃料価格

変化率、付加価値不変ベース売価上昇率を取り上げた。 

販売価格・品種構成変化率は、利益増減要因（前年対比）の販売価格・品種構成変化額

（日産自動車は販売台数差も含む）を前年度の売上高で除して算出した。原燃料価格変化

率は、利益増減要因（前年対比）の原燃料価格変化額（新日本製鐵はフレート市況差を含

む）を前年度の材料費（新日本製鐵は運賃を加算）で除して算出した。 

付加価値不変ベース売価上昇率は、利益増減要因（前年対比）の原燃料価格変化額（新

日本製鐵はフレート市況差を含む）を前年度の売上高で除して算出した。原燃料価格上昇

による材料費の増分をカバーするために必要な売価上昇率を示す。実際の売価上昇率がこ

の値を上回れば、売買スプレッドが拡大する一方、下回れば売買スプレッドが縮小するこ

とを示す。 

 原燃料価格の上昇率は、新日本製鐵では 04～05 年度に非常に高くなっている一方、デン

ソーおよび日産自動車では主として 05～06 年度に影響が出ているものの、上昇率は小幅に

とどまっている。 

 新日本製鐵では 04～05 年度に原燃料価格およびフレート市況が大幅に上昇したものの、

売価上昇によりカバーされており、売買スプレッドおよび営業利益は拡大した。 

 

Ⅱ 環境制約下における我が国製造業の国際競争力に関わる分析 

１. 分析の目的 

企業の社会的責任（CSR）に対する関心が高まる中、2008 年より京都議定書における温

室効果ガスの排出削減への取り組みの第一約束期間に入ったこともあり、企業によ
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る地球環境問題への取り組みが多様なステークホルダーから強く求められるようになって

きている。さらに「ポスト京都議定書」に向けて温室効果ガス排出削減の強化が世界的に

検討される方向にある。このような環境制約の下で、我が国製造業は地球環境に配慮しつ

つ国際競争力を維持・強化し、国内の付加価値向上に貢献していくことが重要である。す

なわち、「環境と経済の両立」が重要な課題となっている。 

そこで本章では、地球環境問題の分析対象として、二酸化炭素（CO2）の排出を取り上げ、

国レベルおよび製造業の主要産業（鉄鋼、半導体）における代表的企業について CO2 排出

に関わる時系列分析を行い、これまでの取り組みの成果について国際比較を行う。これら

の考察を踏まえて、環境制約下における我が国製造業のあり方について検討を行う。 

 

２．分析のコア指標 

ここでは、分析のコア指標として「環境効率」を用いる。環境効率は、製品やサービス

の経済価値を環境負荷で除することにより算出され、環境負荷単位当たりの経済価値を示

す。環境効率は経済価値単位当たりの環境負荷量、すなわち原単位指標の逆数でもある。 

環境効率の定義式から、経済価値の増加率が環境負荷の増加率を上回れば、環境効率が

改善することになる。すなわち、環境効率の向上を図ることは、環境に配慮しながら経済

性を追求することに他ならない。環境保全を図りながら経済発展を遂げる、持続可能な社

会を実現するためには、環境効率の向上が必要条件になると言えよう。 

CO2排出量と経済成長のデカップリング（非連動性、分離）とは、一定期間において CO2

排出量の増加率が経済成長率を下回っている状況と定義される。すなわち、環境効率が向

上している限り、CO2 排出量の増減にかかわらず、デカップリングが実現されているとみ

なされる。従って、環境効率はデカップリング指標として用いることができる。経済が成

長する一方で CO2 排出量が減少する状況、すなわち｢絶対的デカップリング｣が勿論 も望

ましいが、デカップリングの実現は持続可能な地球社会を構築するためにクリアしなけれ

ばならない 低限のハードルであると言えるだろう。 

 

３．国レベルの国際比較分析 

（１）我が国において 90 年代以降環境効率が横ばいにとどまっている背景 

我が国では、70 年代以降一貫して主要国の中で も高い環境効率（実質 GDP÷CO2排出

量）を維持しつつ、70 年代から 80 年代にかけてその向上を図ってきたが、90 年代以降は

ほぼ横ばいにとどまっている。これに符号して、国レベルの環境効率向上のドライバー役

となる製造業において、90 年代以降、エネルギー効率の大幅な改善が見られなくなってき
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ている。90 年代以降、我が国の環境効率が横ばいにとどまっている背景を推論すると、以

下の２点が挙げられる。 

①技術面に起因する環境効率の上限 

製造業における省エネ型生産プロセスや省エネ型製品の開発に関わる技術力は、国全体

の環境効率に大きな影響を与えるとみられるが、ある一定の技術水準を前提にすれば、環

境効率が無限に向上するのではなく、上限の水準が存在すると考えられる。すなわち、環

境効率の水準が高まれば高まるほど、環境効率を一単位向上させるために要する限界的な

コストが増加し、環境効率の上限に達するとコストをいくらかけても環境効率は向上しな

くなると考えられる。 

環境効率がこの上限よりかなり低い水準にある国では、当該技術を適用すれば容易に環

境効率の引き上げが可能となる一方、上限にほぼ到達している国では、既存技術による環

境効率の引き上げは困難になると考えられる。我が国は主要国で も高い環境効率を達成

しており、既存技術の下での環境効率の上限にほぼ到達している可能性があると推論され

る。 

②産業再編成の遅れに起因する設備の老朽化 

製造業において設備の老朽化が進展しているにもかかわらず、エネルギー効率や生産性

の高い 新鋭の設備への更新投資が行われなければ、生産プロセスでのエネルギー効率の

向上が見られなくなり、国全体の環境効率も停滞してしまう可能性が想定される。 

我が国の製造業は、全体としては海外企業と比べて依然低収益にとどまっているとみら

れるが、この低収益構造は、需要増に合わせた先行投資が十分に行われず、競争力のある

設備への更新が進まないことに起因し、根底には長期ビジョンを欠く横並びの投資行動が

あると思われる。 

設備ビンテージ（設備の平均年齢）の代替指標として償却累計率（減価償却累計額を有

形固定資産の取得原価（土地と建設仮勘定を除いた償却資産）で除することにより算出）

を取り上げ、大手総合化学メーカーおよび大手電機メーカーの国際比較を行うと、我が国

の大手企業の償却累計率は、海外大手に比べてかなり高く、しかも上昇基調となっている。

我が国の大手メーカーでは、海外大手に比べ設備ビンテージが古いうえに、老朽化がさら

に進展していることが示唆される。 

（２）製造業の今後のあり方に関するインプリケーション 

①｢破壊的イノベーション｣につながる環境技術の開発 

我が国の環境効率が既存技術の下での上限値にほぼ到達しているならば、それをブレー

クスルーするような革新的な技術開発に挑戦していくことは、環境技術分野において世界
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のリーダーである我が国としては中長期の重要な課題であろう。 

これまでの延長線上の技術開発ではなく、いわゆる「破壊的なイノベーション」が求め

られると思われる。環境配慮型の生産プロセスや製品の開発において、科学的知見に裏打

ちされた革新的なアイデアが求められる。 

②環境効率の低い国に対する技術協力 

 中国、インド、アセアン諸国など現状の環境効率が低く、今後の改善余地が極めて大き

い国々に対して、我が国がこれまで培ってきた知見や技術を供与し、世界レベルでの環境

効率向上のために主導的に協力していくことは、世界に先駆けて高い環境効率を実現して

きた我が国が果たすべき重要な役割である。 

 我が国は、現状では既存技術の下で環境効率を大幅に向上させることが困難になってい

るとすれば、逆に現状の環境効率が低いため低コストでその引き上げが可能な国々に対し

て、省エネ等に関わる我が国の 新技術を供与・適用し当該国の環境効率を引き上げ、結

果として世界全体の環境効率向上、すなわち地球温暖化防止に貢献していくことは、地球

社会全体の厚生 大化を図る上で合理的な 適化行動であると思われる。 

 我が国企業は、通常の民間レベルでの技術供与、CDM（クリーン開発メカニズム）プロ

ジェクトの実施などを通じて、環境効率の低い国々への技術移転を一層推進することが求

められる。 

③環境効率向上につながる産業再編成の促進 

 我が国の製造業では、設備の老朽化が進展する中、エネルギー効率の抜本的な向上を図

るためには、老朽設備を廃棄しエネルギー効率の高い 新鋭の設備に更新していく必要が

ある。そのためには、M&A や事業提携を伴う産業再編成を促進することが不可欠であると

思われる。その際に、産業活力再生特別措置法（産活法）を活用すれば、税制措置や商法

の特例等を享受することができるため有用である。 

 エネルギー効率や生産性の高い 新鋭の設備を導入すれば、従来設備に比べ CO2 排出量

が抑制され環境効率向上につながるとともに、コスト低減や生産性向上を通じて企業利益

の拡大にもつながると考えられる。産業再編成を通じた設備更新の促進は、｢環境と経済の

両立｣に直結すると思われる。 

 

４．主要企業の国際比較分析 

（１）分析手法 

ここでは、営業利益を CO2 排出量で除することにより算出される環境効率指標（営業利

益ベースの CO2環境効率）を分析のコア指標とする。売上高ベースの CO2環境効率と売上
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高営業利益率の掛け算に分解できる。 

売上高ベースの CO2環境効率は、CO2排出量単位当たりの売上高、あるいは CO2排出量

の売上高原単位の逆数であり、環境保全活動の成果ととらえることができる。つまり、営

業利益ベースの CO2 環境効率は環境保全活動の成果と事業の収益性の掛け算ととらえてよ

い。環境効率に利益概念を導入することにより、環境効率を環境性（売上高ベース環境効

率）と経済性（売上高営業利益率）の要因に分解することができ、その両立度の状況を考

察することができる。 

営業利益ベースの CO2 環境効率において高い評価となる企業は、①環境負荷低減活動が

実際に成果を上げていること（CO2 排出量の売上高原単位の低減＝売上高ベースの CO2 環

境効率の向上）、③売上高営業利益率が高いこと、の２つの条件を満たすと考えられる。す

なわち、営業利益ベースの CO2 環境効率は、企業に対して経済性と環境配慮の両立を求め

る指標といえる。 

（２）分析からのインプリケーション 

大手半導体メーカーにおける環境効率の国際比較分析によれば、経済性（売上高営業利

益率で表した収益性）で優位な企業は環境性（CO2 排出量の売上高原単位で表した環境保

全活動の成果）でも優位である傾向がみられる一方、逆に経済性で劣位な状況にある企業

は環境性でも劣位にある傾向がみられる。環境性で優位にあるが経済性で劣位にあるケー

スや、経済性で優位にあるが環境性で劣位にあるケースは、あまり見られないように思わ

れる。 

半導体のようにハイテク系の設備集約型産業では、需要増に合わせたタイムリーかつ十

分な先行投資を実施できなければ、好況期での大幅な収益向上機会を逸し、財務体質の改

善が進展せず、投資余力が低下して次の収益向上機会も逸する悪循環に陥ることとなる。

90 年代以降、我が国の半導体産業が、アジア勢や米国勢の台頭により市場シェアを大幅に

失った背景には、このような状況があったのではないかと推測される。 

半導体産業では、先端ラインへの投資額が微細化とウエハーの大口径化の進展に伴い、

増加の一途を辿っていくため、収益性と財務体質に優位性を持つ企業が先行投資を行い、

収益向上機会を獲得する傾向が強まると思われる。先端ラインの導入は、生産性の大幅な

向上をもたらすとともに、省エネ型の 新鋭プロセスが採用されているため、従来ライン

に比べ CO2 排出量が抑制され環境保全効果ももたらすと考えられる。収益力の高い企業が

エネルギー効率や生産性の高い先端ラインを導入し、収益向上機会を獲得するとともに、

CO2 排出量抑制も主導していくとみられる。実際に高水準の設備投資を実施しているイン

テル、東芝、エルピーダメモリは、相対的に高い環境効率を達成している。 
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 このように技術進歩の早いハイテク系設備集約型産業では、企業の環境性は経済性に連

動するものと考えられる。「企業業績の好調な企業が環境保全やワーク・ライフ・バランス

（従業員の仕事と生活のバランス）支援など CSR に対する取り組みを十分に行える」との

仮説に対しては誤っているとの批判が多いが、半導体産業における CO2 排出抑制活動につ

いては、この仮説は妥当であると思われる。 

 

５．環境制約下における我が国製造業のあり方 

（１）シャープの取り組み事例 

シャープは、京都議定書が発効する半年前の 04 年８月に、地球温暖化防止の取り組みに

おける一つの目標として、企業ビジョン｢2010 年 地球環境温暖化負荷ゼロ企業｣をいち早く

設定し宣言した。これは、｢同社が全世界での事業活動で排出する温室効果ガスの量｣を可

能な限り抑制する一方、｢同社が生産した太陽電池による創エネルギーと商品（省エネ等環

境配慮型の家電製品）の省エネルギー効果による温室効果ガス削減量｣を大きく拡大するこ

とで、2010 年度までに温室効果ガスの削減量が、排出量を上回るようにするというもので

ある。 

同社は、この企業ビジョンの下で、技術、商品、工場の環境配慮性を極限まで高めるた

めに、基本的環境戦略「スーパーグリーン戦略」を展開している。同戦略は、①環境保全

に貢献する独自の環境技術を指す「スーパーグリーンテクノロジー」の開発、②環境性能

の高い商品・デバイスである「スーパーグリーンプロダクト」の創出、③環境配慮性が高

く地域から信頼される工場を指す「スーパーグリーンファクトリー」の実現、という３つ

の課題を絡めて推進する｢スパイラル戦略｣であり、社会に貢献する「環境先進企業」を目

指すものである。 

（２）環境制約下における製造業の国内立地拠点のあり方 

シャープの取り組み事例は、製造業では企業のエリア内（生産・製品輸送段階）での環

境負荷のみに着目するのでなく、優れた環境技術に裏打ちされた環境配慮型製品の使用段

階（企業エリア外）での環境負荷削減効果も併せて評価されるべきであるということを示

唆していると考えられる。これは、製造業に対する環境性の評価において、環境負荷のラ

イフサイクル評価（Life Cycle Assessment：LCA）が重要であることに他ならない。勿論、

企業エリア内での環境負荷低減に向けた努力が十分に払われていることが前提となる。 

シャープのように国際競争力の強い比較優位企業が、工場の立地 適化の結果、国内で

製造拠点を大幅に新設・拡充することを意思決定し実施すれば、企業エリア内で排出され

る温室効果ガスの総量を削減することが難しくなると考えられるが、この点のみを捉える
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とバランスを欠いた評価になってしまうと思われる。 

製品の使用段階まで考慮した環境負荷のライフサイクル評価に加え、国内生産の拡大に

伴う雇用増や税金支払増など社会貢献面の大きさも評価されるべきである。強い国際競争

力を有する国内立地拠点において、環境に十分配慮しつつ、生産拡大を図ることにより、

我が国のGDP拡大に貢献する製造業企業が正当に評価されるための啓蒙活動や環境整備も

必要であると考えられる。 

 産業再編成の観点からも、環境負荷を大幅に低減させる施策が盛り込まれた、環境配慮

性の極めて高い製造拠点の位置付けが極めて重要になると思われる。産業再編成を通じて、

環境性と経済性の両立を図る、真の国際競争力を有するスーパーグリーンファクトリーへ

の集約に成功すれば、産業部門だけでなく民生・運輸部門での CO2 排出量の削減も促進さ

れ、結果として我が国全体の CO2 排出量の抜本的な総量削減につながっていく可能性が高

いと考えられる。 
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