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序 

 

米国発の金融危機が実体経済へも波及した世界同時不況は長期化しており、先進国経済の

回復の動きは鈍い。一方、中国は大型公共投資の効果もあり、確実な回復が続いている。我

が国機械産業は海外事業への依存が大きいため、海外需要の急激な収縮により、大きな影響

を被った。このため、長期的には現在の外需依存の経済構造を改めていく必要があると思わ

れるが、我が国では今後の人口減少が確実視されるなど国内需要には限界があり、天然資源

に乏しい日本が成長するには外需で利益を稼ぎ、活用していくことが不可欠である。海外では

中国で巨額の財政出動が行われ、また、欧米でも景気回復や競争力強化のため、環境関連

への投資や革新技術に対する支援策が予定されている。 

このような状況の下、我が国機械工業の再浮上の鍵は海外需要の開拓が握っていると言え

る。企業が海外事業を拡大するには、その前提として海外現地情報の収集が不可欠であり、

海外情報のニーズは高い。当会では自ら現地情報を収集することが難しい中小企業などの要

望に応え、海外機械工業に関する情報収集、提供事業を行っている。 

 本報告書は、ブリュッセルの日系シンクタンクである EuroViｓｉon＆Ａｓｓｏｃｉaｔｅｓを親会社に

持つ㈱ユーロビジョン・ジャパンに委託し、ＥＵにおける産業競争力強化の取り組みの中で、主

要機械産業に焦点をあて、経済危機からの脱出に注力する 近の動きや今後の展望につい

て、クリーンテクノロジー発展支援やこれを支える政策構築等の動きを踏まえ、とりまとめたも

のである。 

各位の事業活動の参考として頂きたく、ご高覧に供する次第です。  

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 



はしがき 

 

欧州の機械産業は、グローバル化の進展による新興経済国との競争激化ならびに高齢化や就

業能力の低下など、内外からの圧力が高まている。こうした中、経済雇用レベルを維持・発展させ

るため、EU 及び各国一体となった構造改革と競争力強化の取り組みが展開されている。特に、競

争力強化手法としては、一方で規制により競争レベルを引き上げながら、他方では、その規制に

対応できるだけの欧州企業のイノベーション、研究開発投資ならびに事業化の促進支援や環境

整備を目指した内容となっている。このため、ＥＵは、官民一体で個別業界ごとの競争力課題とそ

の強化方法の洗い出しを進めながら具体的な政策を展開している。これにより、産業分野によっ

ては新たな市場が創出され、新産業の育成や成長と雇用の増加もみられる。 

 

 本調査は、こうしたＥＵによる産業競争力強化の取り組みのうち、主要機械産業に焦点をあて、

経済危機からの脱出に注力する 近の現状や今後の展望を明らかにしたものである。全体的に

は、欧州内で経済危機への処方箋としても注目が高まりつつある機械産業分野のクリーンテクノ

ロジー発展支援の動きやこれを支える政策組み構築の 近の動きに特に注目してとりまとめるこ

ととした。 

 

 Ⅰでは、EU 機械産業全体の競争力の現状と課題との観点から、ＥＵ製造業と機械産業の 近

の動向、生産性と輸出競争力からみた機械産業の競争力の現状と課題、経済危機や温暖化対

策への対応を進めながら機械産業の競争力強化を図る政策枠組み構築の動きを概観した。 

 

 続いてⅡでは、セクター別の EU 機械産業競争力強化戦略として、一般機械、電気電子機械、自

動車、ICT の主要４分野について、業界毎のハイレベルの有識者グループによって策定された競

争力強化政策の提言内容と、それに基づく EU による具体的な政策展開の動向を明らかにした。 

 

 後に、Ⅲでは、これら主要機械産業の競争力を支える高付加価値ハイテク製品分野（電気自

動車やその他次世代自動車、薄型テレビ、太陽光発電、ICT 機器など）が原料として使用する希

少資源の確保に向けた 近の戦略的取り組みの動きをとりまとめた。 

 

  本調査が、日本の機械産業の関連施策の策定や競争力強化戦略の構築にとって有益な指針

となり、我が国機械メーカーの国際競争力獲得に向けた事業戦略が更に活性化されるものと期待

する。また、低炭素化社会、少子高齢化社会に対応しつつ、産業競争力の強化、就業機会の増

加等を実現するための日本の今後の産業政策策定に資することになれば幸いである。 

 

                                      株式会社 ユーロビジョン・ジャパン 

                                              代表取締役 菅野真二 
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I. 欧州の機械産業の現状と課題 

欧州の機械産業は、一部を除き 2008 年後半に始まった経済危機からの影響を強く受けた。以下

の図の通り、製造業全体の生産水準は、2009 年中頃から回復に向けた兆しが見えかけているも

のの、依然ピーク時の 2008 年初期レベルに比べて約 17-20%低下と厳しい状況にある。今後、エ

ネルギー効率化、電気自動車、エネルギー・ICT インフラ投資、 先端電子機械技術などによって

経済回復がけん引されたとしても、2008 年レベルまで回復するには 4-7 年はかかるだろうとの見

方もある。1 

 

EU27 カ国の製造業生産指標（2005 年＝100） 

 
出所：欧州委員会企業総局（「経済危機の主要産業への影響：2009 年 12 月版」）2 

 

 

１．欧州機械産業の主なトレンドと経済危機 

以下では、欧州機械産業の現状把握に資するため、NACE 産業分類に基づく一般機械と電気電

子機械の二大産業部門の 近の主なトレンド及び経済危機による影響を概観する。 

 

１－（１） 一般機械産業の 近の動向 

主なトレンド 

EU27 カ国の一般機械産業全体（NACE 産業分類における DK29）の企業数は 17 万 4000 社（2006

年）に上り、雇用者数は約 365 万人、非金融産業分野全体（NACE 分類 C～I、K）の 2.8%に相当す

                                                 
1http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5633&userservice_id=1&req

uest.id=0  
2http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5616&userservice_id=1&req

uest.id=0  
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る（2006 年）。同部門の売上高は、6213 億ユーロ（2006 年）で、そのうち付加価値は、3 分の 1 弱

（31.0%）の 1926 億ユーロに上り、非金融産業全体の 3.4%を占めている。 

 

そのうち小分類の一般機械（DK29.1 動力機の利用や生産のための機械及び DK29.2 その他汎用

機械）が、欧州機械産業全体の付加価値生産の約半分（52.2%）と もシェアが大きい。続いて産

業用加工機械（DK29.4 及び 29.5）が 3 分の 1 以上（34.0%）と 2 番目に大きいシェアを持つ。（表Ⅰ

-1） 

 

（表Ⅰ-1） 一般機械産業の構造（2006 年）3 

 企業 売上高 付加価値 雇用 

（単位） １千社 % 100 万€ % 100 万€ % 1 千人 %

一般機械産業全体 174.0 100.0 621 319 100.0 192 559 100.0 3 649.5 100.0

一般機械 81.3 46.7 314 730 50.7 100 549 52.2 1 792.5 49.1

農林業機械 22.2 12.8 40 000 6.4 8 922 4.6 212.0 5.8

産業用加工機械 64.0 36.8 200 688 32.3 65 400 34.0 1 215.0 33.3

軍事防衛機器 1.3 0.7 14 402 2.3 4 687 2.4 97.3 2.7

民生機器 5.2 3.0 52 711 8.5 12 711 6.6 287.6 7.9

出所：ユーロスタット（SBS） 

 

加盟国別に見ると、ドイツが付加価値ベースで 36.6%と も大きく、イタリアが 16.2%と続く。その他

加盟国で 2 桁台を占める国はない。ドイツは、軍事防衛機器（29.6％）以外で も大きな存在感を

みせている。その結果、ドイツにおける機械・機器製造の非金融産業付加価値に占める割合は

6.1%と EU27 カ国（平均 3.4%）で も高く、文字通り機械産業の国であるといえる。次いでイタリア

（4.9%）、フィンランド（4.7%）となっている。 

 

（表Ⅰ-2） 一般機械産業（NACE29）の構造、上位 5 位加盟国（2006 年）4 

 付加価値(1) 雇用者数(1) 非金融産業内シェア(%) 

  100 万€ EU27 比% 1 千人 EU27 比% 付加価値(2) 雇用者(3)

1 ドイツ 70 548 36.6 ドイツ 1056.4 28.9 ドイツ(6.1) ドイツ(4.9)

2 イタリア 31 184 16.2 イタリア 567.4 15.5 イタリア(4.9) スロバキア(4.7)

3 イギリス 18 960 9.8 フランス 305.8 8.4 フィンランド(4.7) チェコ(4.6)

4 フランス 18 047 9.4 イギリス 278.1 7.6 スロベニア(4.6) フィンランド(4.6)

5 スペイン 9 319 4.8 ポ-ランド 196.6 5.4 オ-ストリア(4.5) スロベニア(4.5)

出所：ユーロスタット（SBS） 

 

近年の欧州機械産業の生産指数は、前掲の製造業生産指標にみられるような製造業全体の動

向とほぼ重なる。1997 年以降の 10 年間で年間平均 2.6%成長しており、産業全体（2.1%）よりも高い

成長を見せている。その中でも動力機械（DK29.1）が年間平均 3.2%と高い成長率を記録している。 

                                                 
3分類：一般機械産業全体(DK 29)、一般機械(29.1 及び 29.2)、農林業機械(29.3)、産業用加工機械(29.4 及び 29.5)、

軍事防衛機器(29.6)、軍事防衛機器(29.6)、民生機器(29.7) 
4(1).マルタは N/A、オランダ及びポーランドは 2005 年、(2).マルタ及びオランダ N/A、ブルガリア、キプロス、ポーラ

ンド、ルーマニアは 2005 年、(3). マルタは N/A、ブルガリア、キプロス、オランダ、ポーランド、ルーマニアは 2005

年 
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（図Ⅰ-1） 一般機械産業（NACE29）主要指数の進展（2000 年＝100） 

 

 

      

 

 

  

出所：ユーロスタット（STS） 

 

域内生産価格指標は、過去 10 年間継続的に年間平均 1.5%上昇し、産業全体が 1998 年と 1999

年に減少し 2005 年と 2007 年に急増を見せたのとは対照的に、安定的に伸びている。 

 

付加価値の創出の約半分（50.7%）は、中小企業（雇用者数 250 人以下）からもたらされおり、これ

は域内製造業全体の平均（57.9%）と比べやや低い。同様に、零細企業（雇用者数 10 人以下）が占

める割合は 6.3%と、製造業全体の 21.0%と比べても低い。これらから、欧州機械産業内の付加価

値生産に寄与する企業の規模が大きくなる傾向にあるとみることができる。 

 

雇用の特徴 

欧州機械産業における男性雇用の割合は 81.9%で、非金融産業分野の 64.9%に比べて高い。この

傾向は、加盟国全体で共通してみられる。なお、その労働力は、フルタイム雇用が94.8%（2007年）

生産指数 域内生産価格指数 

雇用指数 

産業全体

機械産業
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で、非金融産業分野の 85.7%よりも高い。5 

 

労働者の年齢層は、30 歳以下が 5 人中 1 人（20.1%）で、非金融産業分野の 4 人中１人（24.3%）に

近い。また、50 歳以上は 25.1%と産業全体（21.9%）に比べて高いのが特徴である。 

 

（図Ⅰ-2）一般機械産業（NACE29）の雇用特徴（2007 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ユーロスタット（LFS） 

 

投資、生産性、利益率 

機械産業の投資支出額は、非金融産業分野全体のわずか 1.8%で、付加価値の同割合（3.4%）より

もはるかに低い。全支出に占める投資の割合も、非金融産業全体（18.4%）の約半分（9.0%）となっ

                                                 
5マルタは N/A 

年齢別 

非金融産業 機械産業 

 50 歳以上 

 30～49 歳 

 15～29 歳 

性別 

非金融産業 機械産業 

 男性

 

労働時間 

非金融産業 機械産業 

 男性 

 女性 
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ている。 

 

財及びサービスの購入は、全支出の 4 分の 3 以上（76.4%）を占めている。全支出の内訳において、

人件費が 23.6%と非金融分野の産業全体平均（16.1%）に比べて高く、一人当たりの人件費平均は

3 万 8800 ユーロと同全体平均に比べて 3 分の 1（34.8%）または 1 万ユーロほど高い。（2007 年） 

 

一人当たりの名目労働生産額（付加価値）は、5 万 2800 ユーロ（2006 年）で、非金融分野産業平

均よりも 5 分の 1 強高い。一方、賃金水準の高さを加味して調整した労働生産率は、135.8%と非金

融産業全体（151.1%）を下回っている。機械産業で も高い産業用加工機械（DK29.4 及び 29.5）で

も 139.3%に留まり、産業全体に比べて低い。 

 

利益率もまた、粗利率が 9.2%（2006 年）と産業全体の 10.8%に比べ低い。また、各サブセクターの

粗利率を見ても産業全体平均を上回るセクターはなく、民生機器セクター（DK29.7）においては、

6.8%と低レベルにある。 

 

（表Ⅰ-3） 一般機械産業（NACE29）の支出、生産性、利益率（2006 年） 

（単位） 100 万€ １千€/人 % 

 
人件費 

財・ｻｰﾋﾞ

ｽの購入 

設備投

資 

名目労働

生産額 

一人当たり

人件費 

賃金調整後

労働生産性 
粗利率 

一般機械産業全体 135 577 439 701 17 425 52.8 38.8 135.8 9.2

一般機械 69 918 224 203 8 871 56.1 40.8 137.6 9.7

農林業機械 6 000 30 000 907 42.1 31.4 134.0 7.5

産業用加工機械 46 879 140 281 5 468 53.8 38.6 139.3 9.2

軍事防衛機器 3 632 9 309 326 48.2 37.8 127.3 7.3

民生機器 9 153 40 599 1 856 44.2 32.8 134.6 6.8

出所：ユーロスタット（SBS） 

 

対外貿易 

機械産業の貿易額全体（CPA 分類の DK）に EU 市場が占める割合は 55.6%（2007 年）である。域

外各国との貿易黒字額は 1085 億ユーロ（2007 年）に上っており、CPA 分類産業（分類 C～E）全体

の中で も多い。貿易黒字額は、2003 年の 652 億ユーロから 4 年連続で拡大している。 

 

輸出高は 1934 億ユーロ（産業輸出全体の 16.6%）で、輸入高は 849 億ユーロ（産業輸入全体の

6.4%）である。機械産業サブセクター全体において、唯一貿易赤字となったのは民生機器セクター

（CPA 分類 29.7）である（9 億ユーロ）。一方、産業用加工機械（CPA 分類 29.4 及び 29.7）及び一般

機械（CPA 分類 29.1 及び 29.2）は、両方とも約 500 億ユーロの黒字だった（2007 年）。 

 

輸出市場が拡大する一方で、2006 年から 2007 年の米国向け輸出は低迷している。欧州機械産

業にとって米国が 大の輸出市場であり続けているものの、その割合は 16.7%に減少している。一
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方、ロシアが 9.3%と輸出先第 2 位の中国に次いで急成長してきている（2007 年）。機械産業のロシ

ア向け輸出は、2006 年から 2007 年の間で 28.9%増と急成長している。また、EU27 カ国への輸入

高については、中国（21.3%）、米国（21.1%）、日本（16.0%）、スイス（12.6%）の 4 カ国が全体の 10 分

の 7 強（71.2%）を占めている（2007 年）。 

 

ドイツが EU 内で も大きい輸出国であり、EU 域内及び域外のそれぞれ 3 分の 1（32.5%）を占めて

いる。ドイツが 827 億ユーロ、イタリアが 475 億ユーロの黒字を記録する二大大国であり、続くオラ

ンダは 70 億ユーロと黒字規模は小さい。なお、機械産業輸出が全産業の輸出に占める割合を各

国別に見ると、イタリア（7430 億ユーロ）が 21.6%で、ドイツの 15.9%を上回る。 

 

（表Ⅰ-4） 一般機械産業（CPA29）の対外貿易（2007 年） 

（単位） 価格（100 万€） 

 EU 域外輸出 EU 域外輸入 貿易収支 

産業輸出におけ

る割合(%) 

産業輸入におけ

る割合(%) 

一般機械産業全体 193 354 84 899 108 455 16.6 6.4

一般機械 92 550 41 456 51 094 8.0 3.1

農林業機械 6 864 2 526 4 338 0.6 0.2

産業用加工機械 83 746 30 357 53 388 7.2 2.3

軍事防衛機器 957 410 547 0.1 0.0

民生機器 9 238 10 150 -912 0.8 0.8

出所：ユーロスタット（Comext） 

 

（図Ⅰ-3） 一般機械産業（CPA29）の主要貿易相手国（2007 年） 

  

出所：ユーロスタット（LFS） 

 

 

１－（２） 電気・電子機械産業の 近の動向 

主なトレンド 

EU27 カ国の電気・電子機械産業（NACE 産業分類における NACE DL）の企業数は 20 万 2600 社

EU27輸出相手国

その他各
国 56.5%

トルコ
4.0%

スイス
4.5%

中国
9.1%

ロシア
9.3%

米国
16.7%

EU27輸入相手国

中国
21.3%

米国
21.2%

日本
16%

スイス
12.6%

韓国
4.6%

その他各
国 24.2%
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（2006 年）、雇用者数は 370 万人に上る（2006 年）。同部門は、2029 億ユーロ（2006 年）の付加価

値を生んでおり、非金融産業分野全体（NACE 分類 C～I、K）の 3.6%を占めている。この割合は、

同部門の企業数（1.1%）及び雇用者数（2.8%）のシェアから考えて非常に高く、同部門が産業全体

平均よりも高い生産力を持つ比較的大企業から成り立っていることを示している。 

 

そのうち小分類の電気機械・機器部門（DL31）が、付加価値生産（40.9%）、売上高（39.7%）、雇用

者数（46.6%）において も高いシェアを持つ。付加価値生産でみると、続いてエンジニア機器

（DL33）が 29.6%と 2 番目に大きいシェアを持つ。その後、ラジオ・テレビ・通信機器（DL32）が 25.6%

と続いている。エンジニアリング機器の企業数割合が 45.4%と高い一方、ラジオ・テレビ・通信機器

は 14.5%と低く少数の大手企業が大半を占めていることがわかる。事務用機器・コンピューター

（DL30）は、付加価値生産が 4.7%と も小さい。（表Ⅰ-5） 

 

（表Ⅰ-5） 電気・電子機械産業（NACE DL）の構造（2006 年）6 

 企業 売上高 付加価値 雇用者数 

（単位） １千社 % 100 万€ % 100 万€ % 1 千人 % 

電気・電子機械 202.6 100.0 710 431 100.0 202 905 100.0 3 649.5 100.0

エンジニア機器(1) 92.0 45.4 140 000 21.3 60 000 29.6 1 041.8 28.4

事務用機器・コンピ

ューター(2) 
10.7 5.2 59 580 8.4 9 634 4.7 154.6 4.2

電気機械・機器(3) 70.7 34.9 282 000 39.7 82 900 40.9 1 710.0 46.6

ラジオ・テレビ・通

信機器(4) 
29.4 14.5 221 437 31.2 51 847 25.6 771.6 21.1

出所：ユーロスタット（SBS） 

 

加盟国別に見ると、ドイツが付加価値ベースで 33.7%と も大きく、フランスが 12.2%、イギリスが

10.9%、イタリアが 10.2%と続いている。非金融産業付加価値内のシェアでは、フィンランド（9.7%）、

ハンガリー（9.1%）、アイルランド（9.0%）と も高くなっている。次いでドイツ、スロバキア（共に 5.9%）

となっている。（表Ⅰ-6） 

 

（表Ⅰ-6） 電気・電子機械産業（NACE DL）の構造、上位 5 位加盟国（2006 年）7 

 付加価値(1) 雇用者数(1) 非金融産業内シェア(%) 

  100 €万 EU27 比%  1 千人 EU27 比% 付加価値(2) 雇用者(3) 

1 ドイツ 68 450  33.7 ドイツ 1 023.8 27.9 フィンランド(9.7) スロバキア(7.1)

2 フランス 24 725 12.2 イタリア 412.3 11.2 ハンガリー(9.1) ハンガリー(5.8)

3 イギリス 22 092 10.9 フランス 406.4 11.1 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ(9.0) チェコ(5.5)

4 イタリア 20 725 10.2 イギリス 326.9 8.9 ドイツ(5.9) フィンランド(5.1)

5 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 8 222 4.1 チェコ 195.0 5.3 スロバキア(5.9) ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ(5.0)

出所：ユーロスタット（SBS） 

                                                 
6分類：電気・電子機械（NACE DL）、エンジニア機器（33）、事務用機器・コンピューター（30）、電気機械・機器（31）、

ラジオ・テレビ・通信機器（32） 

(1).一部推定を含む；売上高は 2005 年、(2).企業数は 2005 年、(3).一部推定を含む、(4).雇用数は 2005 年 
7(1). マルタは N/A、オランダ及びポーランドは 2005 年、(2). マルタ及びオランダは N/A、ブルガリア、キプロス、ポ

ーランド、ルーマニアは 2005 年、(3). マルタは N/A、ブルガリア、キプロス、オランダ、ポーランド、ルーマニアは

2005 年 
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欧州電気・電子機械産業の生産指数は、既述の製造業全体（NACE 分類 C～E）の動向とほぼ重

なる。1997 年以降の 10 年間で年間平均 4.5%成長しており、産業全体（2.1%）の 2 倍以上の成長を

見せている。その中でもラジオ・テレビ・通信機器（DL32）が年間平均 5.4%とけん引役を果たしてい

る。また、同部門内で もシェアの小さい事務用機器・コンピューター（NACE分類）も5.2%と高い成

長率を記録している。 

 

（図Ⅰ-4） 電気・電子機械産業（NACE DL）主要指数の進展（2000 年＝100） 

 

 

      

 

 

  

出所：ユーロスタット（STS） 

 

欧州電気・電子機械産業の域内生産価格は、1997 年から 2005 年の間、継続的な減少を見せて

きた。同業界は、産業全体を通じ唯一域内生産価格が減少しているセクターとなっている。一方で、

2006 年の売上高は、2007 年にさらに 0.2%上方修正され、1.0%増を記録している。 

 

雇用指数は、経済サイクル全体の影響を大きく受ける傾向がみられる。1997 年から 2001 年の間、

産業全体の雇用レベルが減少傾向にあった中、電気・電子産業では成長が見られた。その後

生産指数 域内生産価格指数 

雇用指数 

産業全体

電気・電子機械産業 
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2001 年から 2003 年に雇用者数が大きく落ち込んだが、2004 年から 2007 年までの雇用指数は、

2006 年は 0.4%、2007 年は 1.2%と増加し、産業全体よりも良い傾向がみられる。 

 

同業界において、大手企業（雇用者数 250 人以上）が創出する付加価値は、61.9%に上っており、

非金融産業全体の平均（42.1%）よりも大きい。また、中堅企業（雇用者数 50-249 人）の付加価値

シェアも 19.9%と、非金融産業全体の平均（17.8%、2005 年）に比べて高い。零細企業（雇用者数 10

人以下）の同割合はわずか 5.9%と非金融産業平均（21.0%、2005 年）に比べて低い。 

 

4 つの小分類部門のうち 3 つでこのような傾向が見られており、大手企業が 5 分の 3 以上の域内

付加価値を占めている（2006 年）。例外は、エンジニア機器部門で、大手企業が 46%を占めるが、

中堅企業も 24%以上の付加価値創出に寄与している。 

 

（表Ⅰ-7）  電気・電子機械産業（NACE DL）における付加価値及び雇用の企業規模別シェア（2006 年）8 

 付加価値(%) 雇用(%) 

 非金融産業全体(1) 電気・電子機械産業 非金融産業全体 電気・電子機械産業

雇用者数 1～9 人 21.0 5.9 29.7 10.9

雇用者数 10～49 人 18.9 12.1 20.7 15.2

雇用者数 50～249 人 17.8 19.9 17.0 21.7

雇用者数 250 以上 42.1 61.9 32.6 52.5

出所：ユーロスタット（SBS） 

 

雇用の特徴 

欧州の電気・電子機械産業における労働者は、パートタイム雇用が 6.7%（2007 年）で、非金融産

業全体の14.3%、産業全体平均の7.3%よりも低い。フルタイム雇用は、EU27カ国中11カ国で97.5%

以上である。 

 

また、労働者の年齢層は、30 歳以下が 23.1%、50 歳以上は 20.2%と非金融産業全体（それぞれ

24.3%と 21.9%）と同様の傾向が見られる。 

 

投資、生産性、利益率 

電気・電子機械産業の設備投資支出額は約 205 億ユーロ（2006 年）で、非金融産業全体の 2%に

上る。また、投資率は 10.1%で非金融産業全体の平均（18.4%）よりも低く、産業全体で一般機械産

業に次ぎ 2 番目に低い割合である。部門別でみると、ラジオ・テレビ・通信機器が も高い 15.1%で、

事務用機器・コンピューター、エンジニア機器は 8%以下であった。 

 

全支出の占める人件費の割合は 20.6%と、非金融産業全体の平均（16.1%）よりもわずかに高く、中

でもエンジニア機器における全支出の人件費は、30.8%に上っており、製造過程における労働力の

                                                 
8(1). １～9 人、50～249 人は 2005 年 
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重要性を表している。一人当たりの人件費平均は、3 万 8700 ユーロで、非金融産業全体の平均

に比べて 34.4%高くなっている。また、同部門一人当たりの名目労働生産性は、5 万 5300 ユーロで、

非金融産業全体よりも 27.1%高い（2006 年）。 

 

一方、賃金水準の高さを加味して調整した労働生産率は、142.8%と非金融産業全体の平均

（151.1%）を下回っている。電気・電子機械産業において唯一平均を上回ったのは、事務用機器・

コンピューターの 153%（2005 年/非金融産業全体平均 146.5%に比べて）だけであった。 

 

加盟国のうち、名目労働生産額が著しく成長した国は、フィンランドやアイルランドであった。一方で、

一人当たり人件費は、ポルトガルやドイツで比較的高い。また、賃金調整後労働生産性は、フィンラン

ド、ハンガリー、ギリシア、スウェーデンなどで非金融産業全体の平均を大きく上回ったが、ドイツ、ルク

センブルグ、バルト三国では、各国の非金融産業平均よりも下回っている。9 

 

粗利率は、9.6%（2006 年）で、非金融産業全体の平均（10.8%）よりもわずかに低い。4 同部門のうち、

エンジニア機器セクターが 12.8%と高く、事務用機器・コンピューターセクターが 5.9%と も低いレベ

ルにある（2005 年）。 

 

（表Ⅰ-8） 電気・電子機械産業（NACE DL）の支出、生産性、利益率（2006 年）10 

（単位） 100 万€ １千€/人 % 

 
人件費 

財・ｻｰﾋﾞ

ｽの購入 

設備投

資 

名目労働

生産額 

一人当たり

人件費 

賃金調整後

労働生産性 
粗利率 

電気・電子機械 135 005 521 162 20 481 55.3 38.7 142.8 9.6

エンジニア機器(1) 40 000 90 000 4 395 57.6 41.5 138.8 12.8

事務用機器・コンピ

ューター(2) 

6 139 50 182 710 62.3 42.6 153.0 5.9

電気機械・機器 59 500 207 000 7 535 48.5 36.1 134.4 8.3

ラジオ・テレビ・通

信機器(3) 

31 496 173 680 7 841 62.5 43.3 143.1 9.2

出所：ユーロスタット（SBS） 

 

対外貿易 

同業界で 大の貿易黒字国は、ドイツ（200億ユーロ）で、続いてアイルランド（89億ユーロ）だった。

加盟国全体で貿易黒字国は 8 カ国のみとなっている。一方、域内 大の貿易赤字国は、イギリス

（282 億ユーロ）、スペイン（223 億ユーロ）、フランス（123 億ユーロ）の順となっている。相対的に見

て、電気・電子産業の輸出入は、産業全体の輸出入において重要な割合を占めており、マルタで

は輸出製品の半分以上（57.9%）、ルクセンブルグ、ハンガリーで 3 分の 1 以上、チェコ、アイルラン

                                                 
9アイルランドは N/A 
10分類：電気・電子機械（NACE DL）、エンジニア機器（33）、事務用機器・コンピューター（30）、電気機械・機器（31）、

ラジオ・テレビ・通信機器（32）、 
一部データは推定を含む、(1).粗利率は 2005 年、(2).人件費平均、賃金調整後労働生産性は 2005 年、(3).名目労

働生産性、賃金調整後労働生産性は 2005 年 
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ド、オランダ、フィンランドで 4 分の 1 以上を占めている。 

 

同業界（CPA 分類の DL）の産業輸入高全体（CPA 分類 C～E）に占める割合は 20.1%（2007 年）で、

その額は 2678 億ユーロ（2007 年）に上っている。EU 域外からの輸入高は域内外貿易全体の

42.5%で、産業全体の平均（35.7%）よりも約 6.9%ポイント高くなっている。 

 

輸出高は 2000 億ユーロ（産業輸出全体の 17.2%）で、その結果、678 億ユーロの貿易赤字となって

いる。EU27 カ国全体の貿易赤字は、事務用機器・コンピューター（DL30）、ラジオ・テレビ・通信機

器（DL32）の輸入増加が要因だと見られており、それぞれの赤字額は451億ユーロ、443億ユーロ

に上っている（2007 年）。一方で、電気機械・機器（DL31）、エンジニア機器（DL33）は、それぞれ

143 億ユーロ、73 億ユーロの貿易黒字となっている。 

 

電気・電子機械産業における域外 大の輸入相手国は、中国で、34.2%と圧倒的シェアを占めて

いる。同シェアは、輸入相手国第 2 位の米国（16.1%）の 2 倍以上である。一方、東南アジア諸国も

依然重要な輸入相手国となっている。中国からの輸入は、特に事務用機器・コンピューター部門

の輸入の約半分（48%）を占めている。しかし、エンジニア機器部門においては、中国（12.6%）が、

米国（36.7%）、スイス（17.3%）を下回っている。同部門 大の輸出相手国は、米国（18.9%）で、続い

て、ロシア（7.5%）、中国（7.0%）、スイス（6.0%）が占めている（2007 年）。 

 

（表Ⅰ-9） 電気・電子機械産業（CPA DL）の対外貿易（2007 年）11 

（単位） 価格（100 万€） 

 EU 域外輸出 EU 域外輸入 貿易収支

産業輸出におけ

る割合(%) 

産業輸入におけ

る割合(%) 

電気・電子機械 199 992 267 821 -67 829 17.2 20.1

エンジニア機器 54 901 47 604 7 297 4.7 3.6

事務用機器・コンピ

ューター 

27 896 73 045 -45 149 2.4 5.5

電気機械・機器 56 974 42 680 14 294 4.9 3.2

ラジオ・テレビ・通

信機器 

60 221 104 492 -44 271 5.2 7.8

出所：ユーロスタット（Comext） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11分類：電気・電子機械（NACE DL）、エンジニア機器（33）、コンピューター、情報処理（30）、電気機械・機器（31）、

ラジオ・テレビ・通信機器（32） 
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（図Ⅰ-5） 電気・電子機械産業（CPA DL）の主要貿易相手国（2007 年） 
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出所：ユーロスタット（LFS） 

 

 

（３）経済危機の影響と今後の見通し 

2009年のEU域内のGDPは、金融市場の機能不全による経済危機から約4%減となり、特に投資財

が直接的影響を受けた。世界的にみても、EU、米国、日本の資本財生産量は20-30%減となり、

1970年代以降で も大きな落ち込みとなった。これに伴い、EUの機械産業生産レベルは、1999年

と同レベルまで低下した。中には、設備稼働率が過去60年で 低レベルのわずか70%と落ち込ん

だ機械メーカーもあり、生産の早期安定化が望まれる状況となっている。 

 

2010年も設備稼働率と投資財需要の低い水準のままで、EU域内の機械産業生産量が昨年と変

わらない状況が続けば、雇用への影響はまぬがれない。欧州機械業界（ORGALIME）は、2009年

の欧州の機械産業の雇用が 大5%減少したと見ており、2010年は、さらに4%の減少を予測してい

る。特に、欧州機械産業の多くは家族経営型の中小企業であり、熟練労働者によってその競争力

が支えられてきたため、深刻な影響が出る可能性があると懸念されている。 

 

但し、今のところ、2010年前半については僅かではあるが回復基調がみられる。欧州機械業界は、

昨年秋以降、歴史的な不況の底が見え始めたとしている。その理由として以下の点を上げてい

る。 

 

- ビジネスサイクルの業績指標が経済危機の 悪時を脱したことを示している。 

- 手持注文は、2009年前半よりも若干回復している。 

- 完成品の在庫及びリスク保険数は、減少してきている。 

- 低金利が続いている。 
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- 廃車インセンティブ支給などの経済政策及び財政面からの景気刺激策による短期的な浮揚

効果が見られる。 

 

欧州委員会も、GDP成長率は2010年に0.75%増、2011年に1.5%増と次第に回復していくと予測して

いる。但し、回復スピードを遅らせる要素として、失業率の増加、低収益性、設備稼働率の低さ、

貸し渋り、ユーロや債券市場の不安定化などを懸念材料として指摘している。 

 

一方、経済危機対応として、EUや加盟国、そして世界の主要各国が打ち出した、グリーンな技術

や雇用を基盤とした新たな経済社会システムの構築に向けた需要刺激策が欧州機械産業のビジ

ネス拡大につながるとの期待もある。欧州機械産業は、特に投資財の提供を通じ、気候変動、エ

ネルギーの安全保障、都市化や人口動態の変化などの社会的課題に寄与する重要産業であり、

これを支えるため、政策決定者による域内市場の改善と安定のための枠組みづくり、インフレ防

止と金融部門の機能改善に向けた低金利政策の継続が重要だとしている。 

 

経済危機下の欧州機械産業 

リスク チャンス 

· 依然として不安定な金融市場 

· 信用と保証の危機 

· 支払不能（破産）によるサプライチェーンの崩壊 

· 顧客の設備稼働率が低く、投資意欲が阻害 

· 価格と利幅、顧客の資金繰りに対する圧迫 

· ユーロ高によるユーロゾーン産業への影響 

· 財政・金融政策への長期的影響 

· 保護主義の拡大 

· 景気刺激策の世界的な展開による効果 

· 政治や企業による資源及びエネルギー効率の重視 

· エネルギー効率化、電気自動車、医療体制の効率化

（一般機械）、インフラ設備（電気鉄道車両など）の世

界的な需要増 

· EU域内の民間消費の回復 

 

以下では、経済危機を契機に本格化してきた、EUが中心となって進める欧州機械産業の競争力

強化に向けた新たな政策枠組の構築に向けた動きを概観する。 

 

 

２．競争力強化に向けた政策的課題 

欧州の機械産業は、直接的な雇用創出やその広範なサプライチェーンに及ぼす経済効果を通し、

欧州経済のけん引役として重要な役割を果たしている。既述の通り、経済危機により厳しい影響

を受けたが、特に、一般機械、電気、電子機械、自動車、ICT は欧州製造業界の中核的な存在で

あることに変わりはない。これら機械産業は、気候変動、エネルギー安全保障、環境配慮型の生

産など、欧州あるいは世界が直面する主要課題の解決に向け、技術的に大きな貢献を行うと同

時に、域内の経済成長や熟練労働者育成を果たすための土台を提供しているといえる。2009年5

月の EU 競争力理事会は、機械産業の今後のあり方について以下の 4 点を強調している。12 

 

                                                 
12 http://www.orgalime.org/News/news.asp?id=301  
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- 引き続き、経済危機に対して迅速に対応し、短中長期のイニシアティブを組み合わせ持続可

能な競争力を確保していく。 

 

- 知識ベース、安全、低炭素、持続可能性、資源効率性を柱とした経済の構築を目指した産業

政策を展開する。 

 

- 欧州の競争力と産業基盤の維持強化を目指し、欧州の持つ長所、イノベーション、持続可能

性を促す、有益かつ安定した枠組みづくりを行う。企業活動を活性化させ、投資の拡大に適

した枠組みを構築する。 

 

- リスボン戦略の中長期的な目標に沿って取り組み、経済的な効果を 大限に発揮させる。

特に欧州産業界の圧倒的大多数を占める中小企業を尊重、熟慮する。企業活動の新たな

枠組みは、2009 年 6 月採択の「中小企業法」に反映された「まずは小企業から（Think Small 

First）」の原則に基づくものとする。 

 

また、同理事会は、欧州委員会、議会、加盟国に対して、域内の産業と企業の活動に関わる法規

制の簡素化と行政上の負担軽減に向けた取り組みを急ぐよう強調している。 

 

以下において、こうした EU を中心とした欧州の機械産業全体の競争力強化に向けて特定された

政策的課題とその解決に向けた枠組み作りの方向性を見た上で、次のパートⅡにおいて主要機

械産業別の競争力強化政策の具体的な展開を報告する。 

 

２－（１） 研究開発とイノベーション 

競争力を導く技術の研究加速 

資本財・消費財に関わりなく、製品のライフサイクルがあらゆる分野において短くなっている。顧客

と市場のニーズがダイナミックに変化する中、これに対応するため、欧州機械メーカーは、これま

で以上にイノベーションが求められているといえる。特に、グローバルな市場競争が激化する中、

欧州企業はコスト面でのハンディキャップに直面しており、研究によるイノベーションの創出を図り、

成長へとつなげていくことが競争力強化戦略の本質的なシナリオとなる。 

 

換言すれば、欧州機械産業の多くは、研究開発への投資とそこから生まれるイノベーティブな製

品の開発に自らの競争力の大部分を依存する状況となっている。そのため、EU は、従来からの

研究開発投資強化の取り組みを更に加速させながら、域内の研究開発資金を研究インフラ向上

からより市場化志向の研究に振り向けることとしている。欧州企業の将来にとって重要と考えられ

る研究分野を絞り込み、EU が明確な枠組みを提供し、その下で企業自身による投資が促される

戦略的計画を打ち立てている。例えば、EU の代表的な研究開発プログラムである研究枠組み計

画（FP7）やその他資金提供プログラムが企業ニーズ（特に中小企業のニーズ）に応えられるもの

となるように見直しを行っている。 
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特に、EU が、官民パートナーシップ（PPP）の促進のために共同技術イニシアティブ（JTI）13を立ち

上げたことにより、FP プロラグムの従来ルールが複雑過ぎて企業の参加が阻まれていた状況が

改善されつつあることは注目される。しかし、現在の JTI の仕組みは、依然として中小企業にとっ

て非常に複雑かつ制限的という指摘もあり、産業振興に直結した研究開発資金へのさらなる変更

が産業界から求められている。 

 

このため、欧州委員会、欧州機械産業は、2009年4月、新たに産業主導の研究連盟「EFFRA」14を

設立し、PPP の更なる発展を目指すこととなった。当面は、EU の経済再生パッケージの一環でも

ある「未来の工場」イニシアティブ15などへの参加を通じ、官民一体の効果的な PPP の構築に取り

組むこととしている。今後は、中小企業も含めた産業界と EU 関係機関の双方にとって有益な PPP

の構築を目指し、欧州の製造業にとって将来重要となる技術的研究に対し公的資源を集中させて

いくこととしている。 

 

欧州の機械業界は、競争力強化に向けたこの分野の主な政策的課題として、以下の 2 点を求め

ている。 

 

 機械産業のニーズに適応した JTI モデルの早期開発 

 既存の中小企業研究開発支援プログラムに参加可能な企業の雇用者数上限を 250 人から

1000 人に拡大し,アクセスを改善 

 

欧州のイノベーション 

イノベーションは、単なる新技術・プロセスの創出に留まらず、これらの効果的なマーケティングに

よって牽引される。さらに、こうしたイノノベーションを生み出す源泉となるのは、市場を形作る枠

組み条件であるといえる。すなわち、こうしたイノベーションに対するニーズに応え、それを満たす

ための製品やサービスを提供する企業活動を促す事業環境の整備が求められる。 

 

欧州は、研究開発強化の取り組みにも関わらず、革新的技術の市場投入が十分な成果をもたら

していないという問題を抱えてきた。欧州市場を形作る枠組み条件が硬直化しており、これを妨げ

ているとみることができる。特に、欧州域内のイノベーションの普及が遅いという問題が指摘され

ている。また、欧州機械産業の更なる成長のためには、欧州域内で製造あるいは開発された技術

をグローバルに伝播させていくことも重要となる。 

                                                 
13ＦＰ７の共同研究プログラムとして実施する特定技術の研究に必要な資金調達を強化するための長期的な官民

パートナーシップ。産官学のフォーラム「欧州技術プラットフォーム（ＥＴP）」が研究課題の特定を行った中から有力

分野がＪＴＩとして組織化される。  
14http://www.orgalime.org/Pdf/PI_EFFRA_launch_decision_Mar09.pdf 
15詳細は、Ⅱ－１－（２）及び以下参照。 

http://www.manufuture.org/manufacturing/wp-content/uploads/FoF_PPP_Roadmap_Final_Version.pdf 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/factories-of-the-future_en.html  
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域内の市場の枠組み条件によって制約されながらも、GSMやガリレオは、こうした成功事例に入

る代表的なハイテク機器である。アジア、米国など競争が激しい世界市場において、同様の事例

を如何に増やすことができるかが大きな課題となっている。 

 

このため、欧州内では、鍵となる技術を生み出すには「市場による牽引力（Market Pull）」が重要だ

とする考え方が高まっている。これは補助金や公共支出によって産業や技術の育成を図るという

ものではない。政策決定者を含め関係者が、消費者ニーズを満たす も革新的な 善技術やシ

ステム、製品、サービスを創出する「リードマーケット」の構築を目指した取り組みを一体的に行う

という考え方である。 

 

欧州委員会は、具体的には、以下のような分野における「リードマーケットイニシアティブ（LMI）」16

を提案している。これは、標準化やラベリング、法規制、公共調達、その他の需要を喚起する施策

を通じて、総合的にニッチ市場の育成を図るものである。具体的には、適切な規制の策定、資本

市場の活性化と有利な投資環境の創出、域内統一市場の整備、基準調和促進、標準化、個々の

需要喚起、一般消費者からの支持拡大、一時的な経済的資金的インセンティブの提供などの総

合的な支援を行い、輸出産業にまで育てようとする取り組みである。特に、LMIは、エネルギー効

率、持続可能な資源利用、健康な生活、安全、モビリティー、情報やコミュニケーションのニーズな

ど、EUの主な政策課題あるいは政治的目標の達成に資する分野で大きな成果を発揮すると期待

されている。また、機械産業は消費者ニーズへの対応に優れていることから、LMIによる需要喚起

が環境分野などの新技術の発展を加速させるとみられている。 

 

 エネルギー効率技術 

 欧州横断ネットワークインフラとテレマティックス（移動情報通信）  

 製造と加工技術 

 多くの産業界で発展の中核となる自動化と産業IT 

 eヘルスのインフラ及びナノ診断機器 

 発電（再生可能エネルギーも含む）及び変電・配電インフラ、機械の限界出力 

 市民の保護、自国の安全保障、防衛 

 建築物、インテリジェントライブ、（高齢者向け）生活補助環境 

                                                 
16ＬＭＩは、欧州内の研究開発活動を商業化（研究成果→産業界の成果）へと結びつけるため、関連する資金、技

術者、権利、政策などをトータルに整備し、EU 域内の一貫した政策枠組みを構築して投資を促す取り組み。欧

州委員会と加盟国の重点取組分野に関する共通認識を深めるための基本コンセプトであると言って良い。欧州

委員会は 、6 分野（「e ヘルス」、「持続可能な建設」、「防御繊維」、「バイオ製品」、「リサイクル」、「再生可能ネ

ルギー」）を特定し、新製品及びサービスの市場化促進の障害除去を目指している。LMI6 分野の取り組みで、

2020 年までに雇用数 300 万人、3000 億ユーロの市場規模の成長が得られるとの試算がある。 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/index_en.htm 

http://www.urenio.org/wp-content/uploads/2008/01/lmi-communication.pdf  
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 デジタルインフラ、HDTV 

 

一方、欧州委員会は、今日の重要な社会的課題（気候変動、貧困の克服、社会的結束、資源とエ

ネルギーの効率化など）の解決に貢献し、持続可能で高スキルの雇用を創出する技術をKET

（Key Enabling Technologies）17として特定し、これらの技術の発展を促す、短期中長期的な政策枠

組みの改善も図っている。KETは、知識集約的、ハイレベルな研究開発、イノベーションサイクル

が早い、資本投下量が大きい、高スキルの雇用を生み出すなどの観点から以下の5分野が選定

された。これらは、いずれも欧州の低炭素経済、知識基盤経済への移行に貢献すると期待されて

いる。欧州委員会は、現下のグローバルな競争と経済危機を踏まえ、ICTに関連するミクロ・ナノ

エレクトロニクスやフォトニック分野をまず具体的に支援していく価値があるとしている。 

 

 ナノテクノロジー 

 ミクロ・ナノエレクトロニクス（半導体を含む） 

 フォトニック（光学）：再生可能エネルギー生産関連、LEDやレーザーなどの電子部品と

装置  

 先端材料：優れたリサイクル性、低炭素・省エネ化、天然資源の 小限化などを促す 

 バイオテクノロジー 

 

但し、機械産業界は、長期的な技術的競争力を阻害しないよう、インセンティブや補助金の提供な

どによる政府の政策介入は、以下の点を考慮すべきだと指摘している。 

 

 経済及び環境の観点から明らかに正当化され、効率性を目指したものであること。 

 一定の期間に限り、次第に支援を減らし自立させること。 

 成功したかどうかの検証を行うこと。 

 目標達成に適切なインセンティブを設定し、副次的悪影響の発生を防ぐこと。 

 国家介入が無くとも達成できる変化であれば財政的支援を行わない。（政治的コストの

小化） 

 域内産業の競争力弱体化を防ぐこと。 

 

欧州企業が研究開発やイノベーションや投資を行うとして、それが域内で行われるかどうかが政

策的に重要といえる。この意味で、欧州機械産業の競争力強化の観点からは、柔軟かつ迅速な

企業活動を支える枠組み条件の整備が大きな課題となっているといえる。 

 

 

                                                 
17 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/index_en.htm 
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２－（２） イノベーションと企業に優しい枠組み 

枠組み条件の整備にあたっての課題としては、以下の通り当面の短期と長期の課題に整理でき

る。前者は経済危機と気候変動への対応が主であり、後者はより簡素でより良い規制枠組みの

形成が主な課題となっている。 

 

短期的課題： 

①経済危機への対応 

機械産業に代表される実体経済の経済危機脱出には、主に以下の対策が も重要となる。 

 

 公平で、開放的な域内外市場の維持 

 EUの製造業の競争力強化 

 資金へのアクセス促進 

 

これらの対策を進める上で、欧州が抱える当面の課題は以下（a）～（d）のとおりである。 

 

（a） 非生産的な投資が求められる規制を抑制 

欧州レベルの規制の数は減る傾向がみられない。規制による企業のコスト負担に与える悪影響

が懸念されているにもかかわらず、規制の多くが従来通り存続したままである。 

 

経済危機下の欧州企業の多くは、景気好転を注視しつつ、自らの競争力の源泉である熟練労働

者を如何に保持し、景気好転時に対応出来るだけの十分な企業体制を維持しようと務めている。

そのため、新たな規制への対応のために必要となる非生産的な投資は、現在の状況下では特に

望ましくないとする声が産業界から強くなっている。EUの経済再生計画は加盟国レベルの政策実

施に大きく依存する内容となったが、、こうした企業活動に影響を与える規制の見直しこそ、EUと

して も効力を発揮出来る分野の対策だという声となっている。 

 

具体的には、新たな政策案については、企業活動の更なる悪化を避けるため、コスト負担の影響

を精査して代替措置をとるか、または追加的コストを発生させるプロジェクトは停止すべきだという

指摘が出ている。例えば、欧州機械産業界からは、WEEE及びRoHS規制の見直し案は、負担軽

減や環境効果をもたらすには不十分で徹底的に再検証されるべきだとの主張がある。特に、電

気・電子機器業界は、WEEEによるリサイクル回収メカニズムの機能不全やRoHSとREACHの規制

内容重複を問題視している。18 

 

（b） 資金アクセスの促進と金融部門規制枠組みの改善 

多くの機械メーカー、特に輸出志向の中小メーカーにとって、信用供与へのアクセスとそのコスト

                                                 
18http://www.orgalime.org/Pdf/PI_WEEE-RoHS%20recast_jul09%20final.pdf  
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の問題は極めて重要である。いくつかの部門では輸出能力の麻痺にもつながるため、輸出信用

保険の信用レベルが死活的な問題となっている。 

 

さらに、経済危機により、信用枠が不足するケースが頻発し、多くの企業が資産を食いつぶした。

経済状況が回復した際、これが大きな問題となる恐れがある。特に中小企業向けのパーゼルⅡ

（自己資本比率規制）が原因となり、さらに厳しい状況に陥る可能性がある。 

 

EUレベルでの対策により、この影響をどのように軽減できるかが問われている。既述の通り、金

融危機による実体経済の落ち込みはひどく、回復には長い時間がかかると見られている。同じよ

うな危機の再発防止のためにも、将来的には効果的な規制監視を伴った適切な規制枠組みの構

築が必要とされている。 

 

（c） 保護主義の克服 

経済危機に伴う各国間の有害な補助金競争は回避されつつある。加盟国は、EUの国庫補助規

則に従いつつ、自国優先的な保護主義を回避しようと務めている。同時に、EUは、貿易上の競合

国がとりうる保護主義的なWTO違反行為からEU事業者を守るための役割も果たしている。 

 

（d） スマートなインフラ投資で経済再生 

欧州経済再生計画では、短期的な経済回復を後押しながら長期的な競争力強化を図るため、あ

らゆる種類（交通、電気通信ネットワーク、電力網）のインフラ投資を重視している。加盟国レベル

では短期的な成果を目論む経済刺激策が展開されているが、長期的な効果が見込めるインフラ

投資も機械産業にとっては大きな事業拡大機会となっている。 

 

特に、気候変動やエネルギー効率化への投資が優先課題であり、全産業界（建築、運輸など）に

おいてエネルギー効率化を促すための積極的な取り組みが展開されると見込まれる。 

 

②気候変動への対応 

EUは、コペンハーゲン会合の失敗にも拘らず、引き続き野心的な気候変動対策を維持することと

している。EUリスボン戦略の後継として2010年前半に採択される見込みの「Europe2020」戦略案

においても、「よりスマートで、グリーン、包摂的な成長」という路線を強めながら、雇用と成長の同

時達成を目指すこととしている。よりエネルギー効率的で、持続可能な低炭素社会の実現のため、

EUだけはなく、加盟国レベルによるコミットメントがさらに強化される。 

 

欧州の気候変動対策は、今のところ、排出権取引（ETS）が軸となっているとみてよい。しかし、こ

のETS主導型の気候変動対策は、低炭素型ビジネスモデルやライフスタイルを創出するという視

点からのイノベーションや投資を促す取り組みが不十分なため、域外国に比べ積極的な対策が
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産業界にもたらす利点はまだ不十分との懸念が出されている。 

 

また、このETS主導型の気候変動対策は、2020年までに排出量を20%削減するというEU目標の達

成軌道に乗っていないという意味でも、拡充に向けた政策的見直しが必須の状況になっている。

今後見込まれる新たな気候変動対策が、欧州機械産業に及ぼすプラス及びマイナスの影響は下

記の通り整理できる。 

 

プラス面 

欧州機械業界は、2020年目標を達成するための技術は既に存在しており（参照：エレクトラ報告

書）19、今後はこうした技術の普及が求められるとみている。この観点から、欧州の経済や機械産

業の発展を後押ししながら、気候変動対策を積極的に推進すべきだとする主張である。そのため

には、規制やその技術要件が、性能が劣る製品に対して制裁を加えるよりも、優れた製品を対象

に、例えばエネルギー効率に優れた製品の普及を促す役割が期待される。特に欧州機械産業が

注目しているのは、以下の分野である。 

 

 民間、公共、商業分野の各建築市場におけるエネルギー効率製品の普及。このためには、

EUのエネルギー効率建築物指令（EPBD）の改訂の動きが決定的に重要な意味を持ち、エネ

ルギー利用や炭素排出のモニタリング、会計、報告の共通要件が求められる。エネルギー効

率に関する測定手法を確立できなければ、適切な製品の普及及びその管理ができないから

である。また、この測定手法は、欧州レベルの標準化、調和が求められる。 

 

 エネルギー効率的な公共の街灯、交通管理システムなどのインフラ分野への公共投資。し

かし、自治体レベルでは、エネルギー効率がもたらす利点があるとわかっていても、必要とさ

れる技術に自ら投資するには予算的な限界がある。このため、公共調達の効力の有効活用

に向けたルール改正などが求められる。 

 

 特に熱回収、モーター、駆動装置のエネルギー効率化に向けた措置と企業による製品投入。

例えば、欧州委員会は、市場投入される電動モーター及び駆動装置をエネルギー効率的な

製品に変えるための取り組みを行っている。これまでは対企業すなわちサプライサイドの取

り組みが主だったが、この分野の投資を促すためには、環境対応自動車の普及と同様、需

要サイドからの取り組みも今や重要となっている。この場合、エネルギー消費の節約だけで

は、企業側の十分な関心を惹きつけられない。 

 

 発電及び送配電ネットワークの 新化、情報とツール（スマートメーターなど）の活用によるエ

ネルギー消費の管理を通じて、消費者の省エネ意識の向上を図る。 

                                                 
19 詳細は後述。http://www.orgalime.org/Pdf/Electra-Brochure-Final-LR_25Jun08.pdf 
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 エネルギー網及びインフラ（ガスパイプラインも含む）の発展整備が、エネルギー安全保障の

面からも必須である。現在10年以上はかかるとされる認可手続きの円滑化が求められる。 

 

 エネルギー効率目標の達成の点から、先進ICTシステム、特にブロードバンドネットワークの

構築を図り、ICT技術が十分に貢献できる環境整備を行う。 

 

一方、エネルギー価格上昇が、サプライチェーンを通じて生産活動や産業競争力に与える影響も

無視できないため、以下のようなエネルギー価格に関する取り組みも期待されている。 

 

 電力（発電、送配電）市場の自由化（競争市場の構築） 

 国際的な競合相手と比し、価格競争力以外で、EUが得意とする分野を強化 

 

この他、EUの経済再生計画のように、景気回復だけでなく、知識基盤低炭素社会への移行のた

めのインフラ、グリーン技術、エネルギー効率、イノベーションへの投資を通じ長期的な経済活性

化を目指すことが、当面の機械産業の雇用安定にも役立つと期待されている。 

 

マイナス面 

EUの気候変動対策の二大重点分野となっている、欧州排出権取引スキーム（ETS）と製品のエネ

ルギー効率化への対応に限界が見え始めている。 

 

例えば、エコデザイン（EuP）指令に関しては、企業の生産ラインへの追加的な投資が限界に近づ

いている。また、規制内容が技術要件を精緻化することで、イノベーションの阻害要因となるとの

懸念も業界から出ている。また、同指令は、 も効率的な製品の普及につながるのかという疑問

も出始めている。 

 

一方、ETSは、市場ベースの方法であるため、規制枠組みの不明確さが残り、規制の意図を損な

っているとの指摘もある。同規制の適用を受ける域内業界の投資レベルならびに機械機器に対

する需要レベルに大きな影響を与えている。実際に、景気回復の兆しが見え始めてきているとは

いえ、EU内の新たな資本財への投資は低下する一方、域外輸出市場向けで増えているという傾

向が見え始めている。 

 

今後は、製造及び加工分野における新たな投資を損なわないような対応が求められる。機械産

業の取引先が域外流出すれば、イノベーション競争に伍していくため、機械産業自身も顧客に近

いところでの生産供給を目指すことになるため、更なる域外流出を招きかねないからである。例え

ば、繊維産業の生産拠点が東アジアへと多く移転し、関連機械産業の移転も避けられない状態と
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なったという先例もある。 

 

EUは、これまでエネルギー効率的な製品の促進よりもむしろ、製品に対する規制と排出コストを

通じた排出量の削減に重点を置いてきた。加盟国レベルにおいても同様で、「グリーン化」のため

のあらゆる政策導入が行われているとはいえない状況にある。現在の経済危機下においても、ほ

とんどの加盟国の投資は、市場のグリーン化及びエネルギー効率的製品の普及よりも、むしろ既

存の製品とサービスに関する消費の再活性化に向けられているのが実態である。加盟国財政が

厳しい中で、消費者行動を変えるためのインセンティブ提供はますます難しくなっている。 

 

そのため、欧州レベルの積極的な気候変動対策をエネルギー効率的な製品の普及を促す方向で

見直そうとする動きが始まっている。 

 

長期的課題： 

域内市場の発展とともに、欧州の機械製品の技術的な規制も整備されてきた。低電圧、機械、電

磁両立性（EMC）などの各種指令や職業上の安全指令を通じ、機械製品の健康及び安全面の規

制が行われ、域内の自由な移動が保障された。 

 

近では、EUは、環境、雇用、社会問題、消費者政策の分野でも機械産業に大きな影響を与える

実質的な法規制を整備し、域内市場規制の発展あるいは更なる見直しも行っている。この結果、

規制枠組みは絶え間なく変化し複雑化の様相をみせている。個々の規制はそれぞれ正当化され

ても、規制全体に対応する必要がある企業にとっては問題が深刻で、特に中小企業の対応は難

しい。 

 

製造拠点としての競争力構築 

イノベーションが企業競争力にとってコアの要素であることは間違いない。EUにとって、さらに重要

なのは、イノベーションを域内の成長と雇用へと結びつけることであり、機械産業の生産活動がこ

れを支えることになる。このための枠組みとして、欧州では以下の要素を重視している。 

 

①製造技術への配慮 

製造技術分野で世界をリードする欧州がその競争力を長期的に維持するには、同技術で他を圧

倒する必要がある。同技術を活かした欧州企業の事業展開を促す国際的な好環境の整備も課題

となる。 

 

②サプライチェーンへの配慮 

規制の結果、間接的に規制の低いEU域外または途上国地域へ「生産拠点が流出」することが問

題となっている。それゆえ、新たな政策及び規制イニシアティブのインパクトアセスメントに際して
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は、サプライチェーンへの影響についての分析をより重視することとしている。例えば、欧州がリー

ドする技術を活かした生産拠点の移転により、連鎖的に技術開発拠点も同時流出する影響の監

視である。具体的には、自動車の自動生産システムで世界をリードする欧州メーカーが域外へ生

産拠点を移転させれば、同メーカー向けにEU内で生産供給を行っていた機械メーカーも、その移

転先に近いところでの生産や研究開発を行うという問題である。 

 

③エネルギーコストへの配慮 

競合国に比べ、好条件でエネルギーを確保できるかどうかが、欧州産業界の競争力を左右する。

特に電力は、機械産業のエネルギーミックスに占める割合においても伸びており、電気自動車な

どの技術開発を支える基礎的な要素である。 

 

こうした技術が発展していくためには、効率化とカーボンフットプリントの削減を図ると同時に、エ

ネルギー価格の競争力を維持することが重要であり、以下のような電力業界の取り組みが期待さ

れている。 

 

 イノベーション創出に向け市場競争メカニズムを機能させるための、安定的、明確、適切

な規制枠組みの構築 

 エネルギーミックスの状況、発電所、電力送電、配電の新設・改良などに関する拘束力

ある義務的なロードマップの作成や実施などにより、各国毎に異なるエネルギー効率の

目標設定 

 電力会社が効率的な技術に投資するための適切なインセンティブ提供 

 新たな送配電グリッドの普及促進、地域格差の回避、許可手続きの簡素化 

 

④労働者への配慮 

欧州機械産業全体の就労者数は、1000万人を超える。生産サイクルは非常に目まぐるしいスピ

ードで変化しているため、幅広い雇用形態の必要性に規制面から配慮していくことが求められて

いる。欧州企業が国際競争の激化に対応していくためには、フルタイムの永久雇用のみならず、

パートタイムや期限付き、派遣労働者などの、迅速かつ効率的に導入できる柔軟な雇用市場が

重要な要素となる。 

 

また、EU内の高齢化の進行により、（特にEU１５カ国では）スキルと労働者の不足がさらに進むと

懸念されており、熟練労働者の需要不足緩和のためにも拡大EU諸国からの自由な労働者移動

が望まれる。熟年就労も企業及び労働者自身にとっても重要との観点から、各国政府による早期

退職勧奨制度の見直しや退職柔軟化制度などの高齢者活性化策が期待されている。 

 

社会政策は、企業の事業展開において重要な枠組みの一部分であり、競争力強化の点において
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もEU及び加盟国レベルの社会政策が深く係わるかかわるため、企業競争力も含めた持続可能性

に対する配慮がますます求められつつある。 

 

 

２－（３） より良い規制からよりスマートな規制へ 

 

①規制が適切な解決手段か 

欧州機械業界は、既述の通り、規制枠組みの改善を特に重視している。同業界は、規制が新た

に策定される場合、その規制の適用を受ける企業ならびに規制の実施状況を監視する当局にと

って適切な対応ができることが前提となるべきであり、規制提案者（欧州委員会）は、所定の政治

目的を達成する上で同規制を実施する以外に方法が無いことを確認する必要がある、としてい

る。 

 

この意味で、欧州委員会による規制のインパクトアセスメントは重要である。同アセスメントは、改

善されているが、企業の対応コストと行政手続きなどの面での負担軽減に関してさらなる改善が

求められている。特に、規制案策定の際のステークホルダー・コンサルテーションは、その影響を

直接受ける製造業を含め、今以上に早い段階で実施されるのが望ましいとされている。また、上

述の通り、業界の自主規制あるいは何も規制しないという選択肢を常に設けるべき、との声が産

業界の間で根強くある。 

 

規制案が採択され、それを実施するための加盟国法が成立した際、加盟国及び地方行政機関が

新たな規制要件を追加するかどうかも重要である。一方、EUレベルの規制調和に重点を置きすぎ

ることによって、加盟国あるいは地域レベルの規制上の障害が増えてしまうという問題もある。 

 

ある調査「域内市場の汚点（It’s the internal market stupid）」20によると、域内製品の約60%が製品

自体あるいはそのパッケージラベルに関する加盟国規制への適合を求められるという。このため、

指令（Directive）よりも規制（Regulations）を中心とした政策とすべき議論もある。企業競争力強化

の観点からの、域内の統一的な政策実施に向けた取り組みを求める声が高まっている。 

 

規制が実施された後、規制が企業の競争力にどのような影響を与えたかに関する分析も求めら

れている。特に規制がもたらしたコストをEU及び加盟国レベルで徹底的に検証することである。な

お、規制実施による企業負担の緩和のための行政手続きの簡素化は成果が上がっている、と業

界は評価している。 

 

                                                 
20http://212.3.246.117/docs/1/OKBOPEJALADHHGOMDJLIAJKKPDBK9DWD7Y9LI71KM/UNICE/docs/DLS/20

04-01091-EN.pdf  
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環境規制が製品に及ぼす影響を考慮し、域内市場枠組みに統合されてこそ、持続可能な発展が

保証される。そうでなければ、域内市場は分断されることになり、規制の導入に強い反対が出るこ

とは避けられない。この場合、業界にとって、規制は単に事業リスクとなるからである。 

 

②規制適用の徹底―市場内の全製品が規制に適応 

企業に影響を及ぼすEC法の総体系（アキ・コミュンテール）の段階的な拡大や域内の製品貿易自

体が拡大していることにより、製品に関するEU規制やその規制執行に関する問題がますます重

要性を帯びている。 

 

2010年初めから導入された「新たな法的枠組み（NLF）」21は、輸入業者、卸売業者、販売業者、小

売業者に対し、これまで以上に製品が規制適合を徹底するよう迫る内容となっている。 

 

ますます多くの規制がEU域内企業に課せられることで、欧州企業はコスト負担の観点から規制対

象外の域外企業との国際競争において不利となるとの懸念を強くしている。製造工程に影響を与

える規制は、EU域内企業の場合、常に不利な状態に置かれることになる。ETSのカーボンリーケ

ージ問題はその典型例である。製品に関する規制については、EU域内企業と域外企業に対し平

等な競争条件を持たせる必要があり、この意味で適切な市場監視（マーケット・サーベイランス）も

含めた規制執行が重要な鍵を握る。 

 

EU国境で輸入品に対する市場監視が開始され、域内市場においても 終消費者に到るまでの製

造、卸、販売のチェーンに対する各国の様々な関連機関（関税、健康や安全の検査、消費者保護

の関係機関）による市場監視が行われている。税関は、収入、偽造、違法製品の面から監視し、

市場監視機関は健康や安全を重視し、エネルギー効率や環境性能などは軽視される傾向がみら

れる。 

 

従って、以下のような市場監視機能の強化を通じ、全てのメーカーの公平な競争条件の確保が求

められる。特に欧州機械業界は、新たな規制を作り出すよりは、EU国境及び域内市場既存規制

の実施徹底に注力すべきだとしている。 

 

 全関係機関の連携調整を図り、財政上の制約があっても、特に問題となる分野に関しては、

共同の取り組みを計画・実施する。 

 製品適合宣言など使用書類の統一を図る 

                                                 
212008 年 6 月に理事会で採択した NLF は、輸入管理、CE マークの信頼性・役割の強化など市場監視を徹底する

ことで、域内製品市場の強化を図ることを目的としている。

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/n

ew-legislative-framework/index_en.htm 
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③制限的な規制を削減し、起業環境を整備 

欧州企業は、規制の増加や規制順守のための手続き的な対応を行うために、企業の貴重な人員

を非生産的な文書作りに投入せざるをえないという現実に悩まされてきた。このため、起業すれば、

その初日からこうした問題に直面するという状況を変え、域内全域で企業に対する形式的な負担

を減らそうとする取り組みが始まっている。 

 

多くの加盟国でこうした方向での改善が見られるが、欧州の年間起業数は、依然として米国の 10

分の 1 にすぎない。欧州の起業数を増やすためにも、「欧州プライベートカンパニー（SPE：特別目

的会社）」憲章の採択などによって、中小企業にとって更なる簡素化と費用低減が望まれている。 

 

また、域内特許制度の確立も、産業競争力の強化が大きな政治的な重要課題となっているにも

関わらず、一部の加盟国の反対で暗証に乗り上げ、長い間懸案となっていた。しかし、2009 年 

12 月の競争力理事会において、EU 統一特許規則の導入と欧州特許裁判所の設置に関する基本

合意が成立したことで、今後は欧州内の効率的な単一特許制度が確立され、産業界による特許

申請も加速する見通しとなった。  

 

これまでの EU の知的財産権制度は、イノベーションの促進および普及に適しておらず、リスボン

戦略の下での競争力強化の見地から改善が求められてきた。特に、特許制度はコスト高かつ脆

弱なため、日米のシステムに比べイノベーションを遅らせるとの批判があった22。 

 

例えば、欧州特許条約に基づき 1977 年に設立された欧州特許庁（EPO）が、その締約国（36 カ

国）による出願や審査を一元的に手続する現行の欧州特許制度では、EPO が特許査定の判断

をした後は、出願人が指定する各 EPC 締約国において特許権が別々に独立して存在していた。

そのため、特許権を行使しようとする際には、各国においてそれぞれ裁判手続きを行わなくてはな

らず、法的な不安定性や訴訟コストの増大が問題視されていた。また、特許申請および取得にか

かる膨大な翻訳料も欧州特許申請が伸び悩む原因となり、特に中小企業の特許取得が進まなか

ったという経緯がある。実際に欧州各国企業は、まず自国の特許庁への登録を優先する傾向が

強く、欧州特許庁での取得数は、米国、日本、中国、韓国よりも少ない。 

 

上記理事会合意は、EU 統一特許規則の導入と欧州特許裁判所（EEUPC）の設置、EU 特許の更

新手数料の加盟国への配分などの措置を認めたもので、実現すれば、出願や審査だけでなく，特

                                                 
22例えば、以下の欧州委員会コミュニケーション参照。欧州での単一特許についての検討は、EPO 設立を契機とし

て、リスボン戦略策定以前から 30 年以上の長きに渡って行われてきた。

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/com(2009)442final_en.pdf 

なお、シンクタンク Bruegel は、EU の特許制度が、特に新規かつ小規模で革新的な企業のイノベーションの阻害要

因になりかねないと指摘している。 

http://www.bruegel.org/fileadmin/files/admin/publications/policy_contributions/2009/pc_climatervcs_231109.pdf  
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許権成立後の侵害や有効性についての訴訟手続も一元化されるため、安価で効率的に取得でき

る統一 EU 特許制度が名実共に出来上がる。これらの措置によって、年間 2 億 8900 万ユーロ以

上の企業負担を削減できると試算されている。但し、EU 特許の翻訳言語問題については、別規

則で取り扱われることになる。 

 

欧州が世界標準を獲得し、新製品の開発や市場への製品投入に関する先行者メリットを得るた

めには、より簡単で、安く、早い特許制度が欠かせない。また、環境技術や 先端技術の研究開

発やその普及の観点からも、IPR保護基準の引き上げによって、企業側の意欲を刺激する必要が

あるとの声が高まっている。23 

 

よりスマートな規制へ 

こうした産業界主導による欧州固有の規制環境を見直そうとする動きは、より良い規制（Better 

Regulation）からスマートな規制（Smart Regulation）へという流れにつながっている。スマートな規

制とは、規制の適用を受ける側への影響を重視しながら、求める結果を実現するために 適な政

策手段を組み合わせていくことである。「アメとムチ」の比喩で言えば、基本的には、規制を通じた

「ムチ」よりもインセンティブなどの「アメ」が一定の政策目的を実現する上で有効だとすると考え方

に基づく。例えば、気候変動対策の分野では、ICT技術を多方面に活用し、各セクターのエネルギ

ー効率化を図ることによって、競争力強化及び産業活動の活性化と環境目的の同時達成を図る

取り組み（「グリーンICT」の取り組みとしてⅡ―4-(2)で詳述）がこれに該当する。スマートな規制を

通じ、域内外の市場開放、気候変動やグリーン化の問題が、企業活動の抑制につながらず、雇

用や欧州市民にとっての繁栄のためのアジェンダに変えていくことができると期待されている。 

 

今後、スマートな規制を本格化させて行く上で、今後 も重要となる以下の３つのEU政策領域に

おいて如何に具体化していくかが焦点となる。 

 

①統一域内市場の完成 

統一域内市場の完成に向け、今日まで多くの取り組みが実施されてきたが、依然として、以下の

ようなセクターで欧州レベルの競争が制限されおり、更なる対策が求められる。 

 インフラ市場（エネルギー、運輸、テレコムネットワーク） 

 公共調達とサービス産業、さらに製品利用に関する規制調和が不足しているセクター 

 

②域内統一知財制度 

欧州がイノベーションで先行するためには、欧州企業自らのイノベーションを促す必要がある。 

 

                                                 
23http://www.orgalime.org/Pdf/PP_COPENHAGEN_%20Climate_change_Dec09.pdf  

http://www.orgalime.org/Pdf/PP_Clean_Technologies_climate_change_debate_nov09.pdf  
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機械産業は、特許及び商標、デザイン、モデルなどの知的財産権（IPR）の保護によるイノベーショ

ンの強化に努めている。しかし、偽造が、欧州機械メーカーの市場と競争力に大きな悪影響を及

ぼしている。商標権の侵害以外にも、特許、デザイン、モデルの権利侵害が後を絶たない状態で

ある。無断複製は多くの企業の競争力を害するため、域内外の協力による国際的な対応が求め

られる。 

 

特に中小企業は、大企業と異なり、偽造に対しての対処手段及びIPRの取締りに関した経験に精

通しておらず、不利な状況におかれている。そのため、中小企業固有の偽造対応措置を支援する

動きがある。また、機械業界は、加盟国に対し、市場監視義務の観点から、CEマーク、IPR、安全、

騒音などの違反行為に対する監視を強化するよう求めている。 

 

EUの 近の取り組みについては、中小企業向けIPR相談窓口を北京に開設したことなどは、機械

産業からも支持されている。しかし、以下のようなさらなる取り組みが求められている。 

 

 非常に複雑なIPR全体の調整・統括を行う機関の設置 

 インド、ロシア、ブラジルなどの主要途上国市場におけるIPR専用相談窓口の増設 

 EU内の市場監視を強化 

 IPR問題がWTOレベル及び個別のFTAレベルの交渉で主要課題として扱う 

 

また、加盟国の域内特許制度に関する積極的な取り組みと加盟国自身の行動、市場監視に対す

る資金提供なども重要だとされている。 

 

③ニューアプローチの拡大 

欧州機械産業は、ニューアプローチに基づく製品規制から恩恵を受けてきた。この欧州固有の規

制モデルは、安全、健康あるいはその他の製品に対する責任を課すのみならず、企業自身の技

術的ソリューションを発展させる役割を果たしてきた。欧州標準化機構（CEN、CENELEC、ETSI）が

作り出す域内統一的な基準への適応によって、法規制への適合が保証されることにより、メーカ

ーの責任管理の簡素化が図られた。同アプローチは、2008年に策定された新たな法的枠組み

（NLF）により強化されている。24 

 

NLFは、多くの分野で実施に移されているが、以下の分野で更なる効果的な取り組みが求められ

ている。 

 

                                                 
24 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/n

ew-legislative-framework/  
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 既存のニューアプローチ指令と新たな法的枠組み（NLF）の整合性確保。低電圧指令、EMC

指令、ATEX（欧州防爆）指令などの多くの製品規制に関する指令がこの整合性確保の対象

となる。NFLが目指す簡素化に反するような新たな規定を盛り込まなくとも整合性は確保でき

ると期待されている。 

 

 新たな規制枠組みを他の政策領域に拡大。特に、エネルギー効率、環境、製品関連の雇用

規制、エコデザイン指令の実施などの分野。NLF アプローチは、技術的な解決手段を強いる

ことなく目的を達成する政策と規制の導入を意味する。特定の技術を促す規制は、不安定な

ものであり、また企業のイノベーションへの意欲を大きく弱めることとなり、競争力を低下させ

る懸念がある。 

 

これまでの規制は、域内市場全体の規制調和に代わり、 低限の基準のみを設定し、各国

政府、時には地域・地方自治政府に要件の追加を許可するというアプローチであった。こうし

た製品規制の在り方は、各国の様々な規制に対して個別に対応する企業負担を大きくさせ

た。その結果、企業及び消費者にとっての域内市場の利点が減殺された。また域内だけでな

く、輸出市場においても競争力に悪影響を与え、不利益が生じる傾向が出ている。 

 

 適合性評価方法に関しては、調和された基準、リスクアセスメント、市場監視などを活用する

アプローチについて欧州委員会内で調整。 

 

 

２－（４） 投資環境と税制 

イノベーションや成長は、整備された投資環境があってこそもたらされる。しかし、EUの資本財へ

の投資は、他の競合国と比較して低い。生産的な投資環境を促す措置は、資本財サプライヤー

のみならず、他の製造部門あるいは業界（サービス、鉱石採掘、農業、建設、交通、ヘルスケアな

ど）にも利点をもたらすため、機械業界は、以下のように、国家補助金よりもむしろ、税制の整備

が重要だとしている。 

 

法人税課税ベースの域内調和促進： 

減価償却、株主配当の扱い、控除限度額などに見られる通り、EU各国間で異なる複雑な税制は、

中小企業にとって加盟国間の投資を阻害する要因の一つとなっている。各国様々な税制に個別

に対応するのはあまりにコスト負担が重くなるため、企業課税の分野の域内調和促進が求められ

ている。 

 

産業基盤の刷新に向けた投資税額控除の活用増及びエネルギー効率関連技術投資策： 

欧州内の老朽化した機械と技術は、 新の施設を備えた海外の競争相手に対して不利となる。
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例えば、イタリアの生産施設で使用されている工作機械の約50%が20年以上使用されているとい

う。そのため、工作機械の改修を支援する投資税額控除の導入が求められている。また、効率の

劣る産業用モーターを可変型のモーターにすることで、省エネ効果が期待できる。前述の通り、

EUは、これまで機械製品の効率性を規制してきたが、効率的な製品の市場での普及を図る政策

展開を積極的に行う時期に来ているという認識が高まっている。 

 

損失の相殺を認める決算： 

産業の多くは、景気変動の波を持つ。資本財分野でも、顧客の投資サイクルなどの影響を受ける。

このため、利益や損失の繰越または繰戻に関する時間的制限を外し、各年の変動を抑えた企業

経営を可能にすることが検討されている。こうした損失の相殺は、特に新規事業、零細企業、ハイ

リスク事業にとって大きな恩恵をもたらすと考えられている。 

 

 

２－（５） 将来に向けた労働力に関する問題 

人的資源の問題も欧州機械産業の競争力課題の重要部分を占めている。欧州の機械産業は、こ

こ10年高い失業率が続いているにもかかわらず、その一方で、各層（高技能実習生、有資格労働

者、技術者、研究者など）の熟練労働者の不足が主要課題とされてきた。 

 

モメンタムの維持－1世紀以上続く強みを強化 

欧州の機械産業が優秀な人材をベースに長年培ってきた技術の継承の維持が焦点である。企業

が競争力を維持し、技術の発展やイノベーションを発揮するためには、ハイスキルで、意欲のある、

柔軟な労働力を必要とする。そのためには、職業教育や訓練システムを含め、教育制度を以下の

課題に取り組むように改める方向で検討している。 

 技術の複雑化に伴う新たな課題に取り組む。優等生教育の強化と全体レベルの引き上げ。 

 製造技術分野におけるスキルを持った女性労働者の数を増やす。 

 経験豊富なシニア労働者の能力を急激に変化する知識基盤経済に対応させる。 

 

欧州固有の雇用制度あるいは社会モデルを維持しながら、生産性の向上を図ることも、欧州が直

面する主要課題の一つである。労働コストで新興国と競争するのは難しいが、欧州の労働コスト

が異常に高いという問題の解決を無視できない状況に来ている。 

 

市場の獲得を目的とした海外進出ではなく、技術が進化したことで単純な生産拠点を生産コスト

が安いオフショア地域へ移す傾向がますます強まっている。こうしたリストラは、域内の工場労働

者に直接的な影響を与える問題だが、企業が自らの競争力を維持発展させるためには不可欠な

措置となっている。 
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既述の通り、機械産業の生産高は、経済危機時を除く長期的なトレンドでみた場合、年間平均3%

前後の成長を続けており、2006年から2008年の間では、特に高い伸びを見せている。雇用も成長

し、例えば、金属加工関連の雇用においては、2000年から2006年の間で8%増加した。 

 

これは、各企業がより生産意欲を高め、新たな技術・設備に投資したことによるとみることができ

る。新たな設備の管理と新技術の開発には、新たなスキルを持った人材と生涯教育によるその人

材の能力維持が必要である。 

 

このため、企業と従業員の双方がスキルの再向上に時間とエネルギーを注ぐ努力を行い、企業

のリストラに対する考え方を変えていくことが重視されている。すなわち、海外への生産移転を行

う企業を罰するよりも、EU域内における人材を再訓練や新技術への投資に対しより多くのインセ

ンティブを与えることに重点を置くことである。 

 

さらに、若年層と女性の労働意欲を引き出すための取り組み、例えば、女性労働者に対する保育

施設の提供なども重視されている。 

 

グローバル市場で通用する技能労働力の確保 

このように、欧州機械産業が急速に進むグローバル化と技術的変化に対応するためには、質の

高い職業訓練を継続的に行うことが不可欠だとする見方が強まっている。業界は、以下を目標と

した生涯教育に対するコミットメントを強調している。 

 

 既存の熟練労働者を有効活用。特に、労働時間の短縮と早期退職の傾向を変える。 

 若年層を技術的、科学的研究に興味を持たせる。労働市場全体あるいは製造産業が求める

確実なスキルを持った若者が増やすため、科学分野の教育者の不足、若い男女に対する製

造部門への就職についてのアピール不足を改善する。 

 高等教育システムを開放し、将来の欧州を担うような留学生をより多く受け入れていく。多く

の加盟国は、海外からの留学生を機会よりもむしろ負担と捉えてきた。米国が留学生の受け

入れを厳しく制限している今、欧州は、科学技術のリソース発展に貢献する留学生に対して

高等教育を今まで以上に開放する。 

 

 

２－（６） まとめ 

欧州経済の繁栄及び競争力は、実体経済あるいはその主要部分を占める機械産業が支えてい

る。そのため、同業界は、欧州域内における適切な政策的枠組みの必要性を特に強調している。

EUや加盟国が産業ダイナミズムを支援する政策を打ち出せば、機械産業は、関連市場分野の高

い投資とイノベーションを通じ、成長と雇用創出に対する大きな貢献ができるとの姿勢である。 
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改訂機械指令の発効を機に、欧州委員会が2009年12月に開催した「欧州機械産業の競争力に

関する会議」25においても、こうした観点からの政策枠組のあり方が検討された。同会議の議論で

注目されるのは、経済危機によって受けた影響は競合国よりも深刻なため、欧州機械産業への

支援は必要としながらも、補助金ではなく、グローバルな公正な競争条件確保、域内市場機能の

強化（輸出拠点化及び輸入製品の欧州規制・基準に対する監視機能の強化）が重要だとの見解

で一致したことである。また、産業界主導による研究開発力強化のためのPPPを積極推進すると

ともに、（各種政策措置を統合的に行うアプローチとしての）スマートレギュレーション、中小企業

重視、金融セクターの規制枠組み構築、機械産業に適用される規制の簡素化でも出席者の認識

は一致した。 

 

今後は、機械産業に適用される規制やルールを明確化し、効率的で理解し易いものにする動き

が本格化するものと見込まれる。例えば、1989年以来、高い安全性及びイノベーションの促進をも

たらし、機械製品の域内市場確立に寄与してきた機械指令が改訂された（詳細は、Ⅱ-１参照）。

同指令を企業が日常的に適用し易くする目的で、規定の明確化や新たな定義の導入が行われ、

スコープの拡大、健康安全要件の引き上げ、加盟国の市場監視義務が明示された。その上で、

産業界は同新指令の実際の適用から生じる問題点を提起するよう奨励されている。同指令は、域

内市場枠組みの一部であり、NFLとともに機械産業のビジネス促進の法的基礎を提供すると位置

づけられている。 

 

また、経済危機からの脱出ならびに長期的な競争力強化を図る上で、欧州機械産業としては熟

練労働者の維持とファイナンスへのアクセスは当面の死活的問題である。同産業は中小企業が

多いことから、SBA（小企業法）や2010年前半に採択されるイノベーション法がこうした政策的取り

組みを後押しする重要な役割を果たすことになる。 

 

さらに、域外輸出のスプリングボードとなり、域外からの不適合製品を排除する役割を担う域内市

場を機能させ、消費者の製品の質に対する信頼を維持するためには、市場監視の強化に向けた

加盟国共通のアプローチが必須となる。これらは、「Europe2020」及びその下での新たな産業政

                                                 
25以下の 2009 年 12 月の欧州機械産業会議参照。 

概要 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/conf-2009/index_en.htm 

結論 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/conf-2009/files/machinery_in_europe_9_decembe

r_2009_-_conference_conclusions_en.pdf 

メモ 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/conf-2009/files/draft_report_on_proceedings_of_t

he_machinery_conference_-_9_december_2009__jcb_en.pdf 

欧州委員会年次競争力競争力レポート（2010 年 3 月）も参照。 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5715&userservice_id=1&requ

est.id=0  
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策における基本要素となる見通しである。欧州委員会は、リスボン条約によって産業政策におけ

るEUとして調整権限が認められ、必要な支援措置をとることができることになった。その一環とし

て、例えば、域内市場規制との関連では、欧州委員会は現在「EXPRESSグループ」と共同で、機

械産業を中心としたスタンダード戦略を見直している。 

 

欧州機械産業競争力会議の要点（2009年12月） 

1. 機械産業は、伝統的に欧州の基幹産業であり、産業競争力の維持、気候変動、エネルギー

の安全保障、都市開発、人口動態の変化などの主な将来課題の解決に向けて必要となる製

造技術を提供できる。 

2. 同業界は、これまでは右肩上がりで成長してきたが、経済・金融危機からの回復には、もうし

ばらく時間がかかる。 

3. イノベーションへの投資が同業界の更なる発展の鍵となる。 

4. EUは、同業界の発展の維持及び競争力強化に向けた適切な各種政策措置を打ち出す必要

がある。 

· 世界市場の確保：WTOドーハラウンド及び第三国との二国間協定を通した自由貿易の促進。 

· 中小企業に対する特別な配慮。 

· 研究及びイノベーション強化のための官民資金へのアクセス円滑化。 

· 反保護主義のための措置。 

· 物的人的資源の投入による市場監視システムの機能強化。 

· 産業活動を活性化させ、市場に考慮したスマートな規制の仕組みづくり。 

 

 

これまで紹介してきた通り、欧州機械産業が必要とする主要政策は既に明らかになっており、今

後は、こうした政策をEUレベルだけではなく、加盟国レベルでより積極的に実施していくことが も

大きな課題だといえる。欧州機械業界も、適切な競争環境の整備を、加盟国政府、欧州機関、事

業者、労働者、業界組織の共通目標の中核に位置づけるべきだと提言しながら、機械産業の将

来はEU及び各国レベルの規制当局者の判断にかかっていると強調している。 
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欧州機械産業の部門別生産年間平均成長率（1990-2008年）26 

 分類 % 

DK 一般機械（Machinery and equipment n.e.c.） 2.7

DK29 他の分類に属さない一般機械（Machinery and equipment n.e.c.） 2.5

DK291 動力機の利用や生産のための機械（Machinery for the production and use of mechanical power） 2.8

DK292 その他汎用機械（Other general purpose machinery） 2.6

DK293 農林業機械（Agricultural and forestry machinery） 3.3

DK294 工作機械（Machine tools） 2.6

DK295 その他特殊用途機械（Other special purpose machinery） 1.7

DK296 軍事防衛機器（Weapons and ammunition） 2.1

DK297 電気製品以外の民生機器（Domestic appliances n.e.c.） 0.8

DL 電気・電子機械（Electrical and optical equipment） 4.3

DL30 事務用機器（Office machinery） 6.1

DL31 電気機械（Electrical machinery） 2.5

DL311 電気モーター、発電機、変圧器（Electric motors, generators and transformers） 2.8

DL312 高圧機器（Electricity distribution and control apparatus） 2.6

DL313 電線（Insulated wire） 1.2

DL314 バッテリー（Accumulators and batteries） 0.8

DL315 照明機器及び電球（Lighting equipment and electric lamps） 1.6

DL316 他の分類に属さない民生用電気機械（Electrical equipment n.e.c.） 0.5

DL32 ラジオ及びテレビ、電子機器（Radio and TV equipment; electronic components） 5.4

DL321 電子ボルブ及びチューブ（Electronic valves and tubes） 10.0

DL322 通信機器（Telecommunication equipment） 2.2

DL323 ラジオ及びテレビの受信機器（Radio and TV receivers） 1.0

DL33 科学及びその他機器（Scientific and other instruments） 3.2

DL331 医療用機器（Medical and surgical equipment） 3.9

DL332 計測機械（Instruments for measuring, testing, and navigating） 2.9

DL333 産業用加工機器（Industrial process control equipment） 3.9

DL334 光学機械（Optical instruments, photographic equipment） 1.6

DL335 時計機器（Watches and clocks） -4.1

DM 輸送用機器（Transport equipment） 3.7

DM34 自動車全体（Motor vehicles） 4.2

DM341 自動車（Motor vehicles） 3.0

DM342 自動車、トレーラー、セミトレーラーの車体（Bodies for motor vehicles; trailers and semi-trailers） 3.8

DM343 自動車の部品・付属品及びエンジン(Parts and accessories for motor vehicles and their engines) 4.2

DM35 その他輸送機器（Other transport equipment） 2.5

DM351 船舶（Shipbuilding） -0.8

DM352 鉄道用・軌道用機関車及び車両（Railway, tramway locomotives, rolling stock） 0.7

DM353 航空機及び宇宙飛行体（Aircraft and spacecraft） 2.6

DM354 バイク及び自転車（Motorcycles and bicycles） 0.0

DM355 他の分類に属さないその他輸送機器（Other transport equipment n.e.c.） -1.0

出所：ユーロスタット 

 

 

                                                 
26http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5584&userservice_id=1&req

uest.id=0  
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II. 分野別にみた EU 機械産業競争力強化戦略 

 

１．一般機械産業 

 

１－（１） 現状と課題 

Ⅰ-１で詳述したとおり、欧州（EU27カ国）の一般機械産業部門の生産額は米国や日本を上回り

世界 大である（2007年は4984億4800万ユーロ）。同部門は、域内産業全体の生産額の9.78%を

占め、1990年から2007年にかけてゆっくりではあるが確実な成長を遂げてきた。直近の2006年か

ら2007年をみても同割合は上がっており（9.4%から9.78%へ）、サブセクター（DK291-297）全てにお

いて前年比成長が見られた。 

 

また、前述の通り、同部門は約17万4000社（多くが中小企業）からなり、直接雇用者数は約324万

人に上る。2008年秋以降の経済危機の影響により、2009年の雇用状況は 大5%減少したと見ら

れ、2010年もさらに4%減少すると推測されている。 

 

輸出額は、過去3年間で43%増加。輸入額も増加した一方、域外向け貿易収支の状態は約1085億

ユーロの黒字（2007年）と好調であった。機械輸出総額は、一般機械生産高の42%を占めている。

2007年の域内消費も、3370億ユーロから3830億ユーロと前年比14%増加した。 

 

一般機械作業部門の動向は、製造業及び加工業を中心とした取引先の投資周期に大きく依存し

ており、周期産業の傾向が強いといえる。今次の経済危機以降、新規注文が減っているサブセク

ターもあり、影響が懸念されている。各サブセクターによって状況は異なるが、全体として潜在顧

客からの照会件数が大幅に減少しているとされている。 

 

例えば、建設機械業界は、建設事業の削減により2008年の受注が前年比45%減となった結果、建

設機器の販売量も大きく減少した。この状況は、2009年に続き2010年も続くものと予測されている。

こうした状況は、リフト業界でも同様の傾向が見られ、2009年のエレベーター及びエスカレーター

の受注は、前年比で中欧では20%、北欧では50%、スペインやアイルアンドなどでは50%と軒並み減

少している。特に中欧加盟国の受注は2009年初めから完全に冷え込んでいる。 

 

さらに、産業技術関連のサブセクターは、上記サブセクターに比べてより末端消費者に近く、その

成長は下降局面に入りつつある。 

 

一般的には、短期周期の事業は経済危機の直接的影響を受けたが、長期周期の事業は今のと
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ころまだ安定しているとみることができる。ヘルスケア技術関連のサブセクター（医療機関向けな

ど）は、公共機関を顧客とするため比較的安定している。 

 

欧州の一般機械産業の大半は、中小企業から構成されており、中小企業の資金流動性は通常、

自己資本（特に信用状と労働資本）が限られているため、短期信用によるものが多い。銀行が損

失償却を進めていることから、中小企業の借入枠が減少し、さらに利子などの借り入れコストが上

がっている状況にある。 

 

主な特徴 

· ドイツの電気・電子機械部門が、EU27 カ国全体で創出した付加価値の 3 分の 1（33.7%）を占

め、次に大きいフランス（12.2%）の 2.8 倍に当たる。各国の同部門が全産業部門に占める割

合を付加価値ベースでみると、フィンランド（9.7%）とハンガリー（9.1%）が 大である。ドイツ、

スロベニア、チェコでは、同部門の産業発展に特化している地域がいくつかみられるのが大

きな特徴である。27 

 

· 同部門の生産拠点は、EU27 カ国全域に広く分散しているが、新旧加盟国間には、大きな格

差が存在している。 

 

· 産業編成としては、多様な電気・電子機器を生産する少数の大企業と、ニッチな市場で生産

する多くの中小企業の 2 層構造によって成り立っているとみることができる。また、生産高を

踏まえれば、比較的ハイレベルの雇用がみられる点も特徴といえる。 

 

· 部門内の動向としては、2007 年に下降した伝送装置と電話以外のサブセクターは、大きな変

化はなく、安定的な傾向がみられる。電気モーター及び発電・変圧器とその他民生用電気機

械において、過去に長期の高成長がみられたことも注目される。1999-2005 年の間に、電気

モーター及び発電・変圧器部門が 27%、その他民生用電気機械が 22%の成長を見せたので

ある。現在、気候変動対策によってエネルギー効率化やエネルギー保障に重点が置かれ、

リードマーケットイニシアティブなどの取り組みもあることから、同部門の更なる成長への視

界が開けてきたといえる。 

 

· 同部門関連のサービス展開としては、建築物で消費されるエネルギーなどに関するパフォー

マンス契約の市場拡大が見込まれる。もし、同契約を促す措置が EPBD 改訂案に盛り込ま

れ、域内で調和された方法がとられるのであれば新たなビジネス機会が開けてくる。 

                                                 
27http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BW-07-001-09/EN/KS-BW-07-001-09-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-BW-09-00

1  
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· 主要経済ブロック及び産業国の中でも、EU は電気・電子機器部門にとって も開放的な市

場となっている。 

 

競争力の現状 

EU機械産業の労働生産性は日本よりも低く、長期的な生産成長率でも米国よりも低い。こうした

既存格差のさらなる拡大に対する懸念が依然として続いている。EU25カ国の労働者一人当たり

付加価値（2006年）は5万9500ユーロで、米国の11万5200ユーロ、日本の9万5700ユーロに比べ

明らかに低い。この生産性格差は、欧州の資本集約的な生産工程の少なさあるいは米国や日本

に比べて中小企業が多いことが要因とみられており、同部門の長期的な競争力に影響を及ぼす

と見られている。また、欧州が抱える労働コストの高さという問題に加え、新興産業国との競争激

化、ユーロ高なども欧州機械産業の競争力を左右する主要要素である。 

 

当面は、中小企業の資金不足や欧州及び世界経済における投資動向が懸念される。経済危機

以前の数年間は、アジア諸国や他の新興市場からの強い需要に牽引されて順調に伸びてきた同

部門であるが、抜本的な競争力強化政策に取り組む時期に来ている。 

 

一般機械部門は上述の通り輸出志向産業である。2007年の輸出額は2100億ユーロ相当と、生産

高の42%を占める。世界 大の生産者として、日本を除く世界の主要市場におけるシェアも高い。 

 

EUは、生産量及び技術的な標準の点からも米国及び日本（ハイテク機器関連）、そして中国（中

間・ローテク機器関連）を主要な競争相手とし、同部門の域外競争力の強化を目指した取り組み

を開始している。競争力の鍵を握るのは、EU特許取得の迅速化、低コスト化、行政負担の軽減な

どである。 

 

欧州一般機械産業の競争力上の強みは、EU域内市場が世界 大の一般機械市場であることで

ある。逆に弱みとしては、他の競合相手に比べ、投資財への投資が低い、スキル不足、中小企業

の資金アクセスが限られる、労働コスト高、米国と新興競争相手国との生産性の格差拡大などが

指摘されている。 

 

また、EU内の市場監視システムの改善も欧州の競争力確保にとって重要である。特に非消費財

に関した違反行為の警告（安全性の欠如やCEマーク無しの機械など）から違反製品の市場撤去

までの期間が長すぎるという問題がある。特にセクター売上高の5%に上るといわれる中国からの

偽造製品が深刻な問題である。 

 

主な規制 
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同部門に適用される主なEU規制は、機械指令である。同指令は、製造者による製品適合自己宣

言及び自主的基準の採用を定めたニューアプローチの28原則を導入し、域内製品の安全と統一

市場内の自由な製品流通の保証を図っている。 

 

2009 年 12 月に発効した改訂機械指令は、電気、電池、燃料などのエネルギーまたはバネ、重量

などのエネルギーで作動する少なくとも 1 個の作動部を有する機器（機械類）、および機械類の安

全を確保するために部品単体で市場に出荷される機械の安全性を定めた。工作機械、ロボット、

建設機械などの産業機械を中心に、洗濯機など一般消費者向けの製品でも可動部に危険性が

認められるものが対象となる。また、従来の指令のあいまいな部分を排除し、昇降機指令や低電

圧指令など他の指令との境界を明確化した。市場監視機能の強化に向けた各国の役割を規定し

た規則も作成した。主な、改訂内容は以下の通り。 

· 適用範囲並びに対象機種の明確化 

· 適用範囲並びに対象機種の拡大 

· 指令のキーコンセプトの定義付け 

· 安全部品の例示的リスト 

· 部品単体に関する要件 

· より柔軟な適合性評価プロセス（内部監査、EC 型式認証、完全品質保証） 

· CE マーキングの明記支持 

· 市場監視の強化（製品販売のための認可、市場監視の規定を定めた規則（EC）No 

765/2008） 

· 認証機関のモニタリング 

· 危険製品の禁止 

 

今後は、こうした新機械指令を通じた機械産業の競争力強化あるいは域内市場における公平性

を確保するための市場監視強化に向けた取り組みが加速すると見込まれる。特に、後者について

は、より透明で効果的な市場監視強化に向けた加盟国への資金支援、ルール作りが必要となっ

ている。 

 

また、同部門に関連する他の主な規制としては、圧力機器指令による欧州市場の関連機器の調

和、例えば発電所のボイラー、特定の化学設備、または消費向け製品（圧力調理器や、移動式消

火器など）もある。対象となる製品の年間生産量は約900億ユーロに値すると推測され、今後も同

規制に対応するイノベーション技術の進展が見込まれる。 

 

                                                 
28各加盟国における技術分野における法令を整合化し、域内市場統合を図るための新しい法制化の手法としてス

タンダードの活用をベースとする「ニューアプローチ」が生まれた。域内各国は、ニューアプローチ決議に基づく指

令（ニューアプローチ指令）の内容を各国の国内法に盛り込んで実施することが義務付けられている。 
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さらに、エレベーターの利用者と整備技師の安全性を確保するとともに、設置機器及び部品の域

内市場での自由なアクセスを目的したリフト指令などもある。身体防護機器指令、爆発の可能性

ある機器に関したATEX指令（防爆指令）が同部門に関係する主な規制に入る。 

 

こうした多方面に渡る規制を調和することについての必要性と利点は認められている。しかし、欧

州機械業界は、多くの政策分野で生み出される規制の累積的影響が、特に中小企業にとっては

大きな問題となっていると強調している。 

 

また、同部門は、廃棄物指令、パッケージング指令、REACHなどの一般的な環境規制や、EuP指

令、57種の屋外使用機器騒音指令の影響も受けることになる。また、非道路移動機器に関する内

燃機関からの温室効果ガス及び特定汚染物質の排出を制限する指令も、一般機械産業に大きな

影響を与える。こうした指令は、EU域内のみで適用されるため、EU規制よりも緩やかな域外製品

に比べ、域内製品は価格競争力で劣り、特に単純な設計の製品に関する競争においては不利と

されている。 

 

 

１－（２） 競争力強化政策の枠組み 

ハイレベルグループによる競争力強化政策提言 

EUは、欧州委員会企業・産業総局が中心となり、2006年初めに6加盟国代表、労使、研究者、欧

州委員会の代表者からなるハイレベルグループ「Engine Europe」を設置し、機械産業の競争力課

題とその対策を検討した。2007年末にその検討結果となる 終報告書29がまとめられ、エンジン･

タービンなどの一般機械分野を対象にした数多くの政策提言が出された。 

 

発表された「Engine Europe」 終報告書は、EUの一般機械産業の現状を、SWOT分析を用いて以

下のように分析した。 

 

長所（Strength） 短所（Weakness） 

 経験及びブランドイメージ 

 広範な基礎技術 

 インフラ設備の充実 

 起業家精神 

 リスク意識の過多 

 域内統一市場の未完成 

 低労働移動率 

 切迫感の欠如、変革への抵抗 

機会（Opportunity） 脅威（Threats） 

 未来志向の政策アジェンダの展開 

 技術的リーダーシップの強化 

 域内市場統合 

 トップクラスの教育 

 全産業の発展をリード 

 グローバル化の加速 

 不均衡な貿易条件（WTO枠組みが機能せず） 

 高齢化、ダイナミズムの欠如、変革に対し否定的。 

 

「Engine Europe」は、高付加価値製品が多い欧州機械産業におけるイノベーション能力を強化す

                                                 
29 詳細は、日機連「平成 19 年度 EU 機械産業の現状と展望に関する調査研究報告書」参照。 
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るためには、以下の要素が特に重要だとしている。 

 

 中小企業のR&D資金力、資本市場と輸出市場へのアクセス 

 起業家精神 

 中小企業固有のニーズ 

 熟練スタッフとサービス収入の重視 

 高付加価値分野及びニッチ市場の先進企業 

 

また、以下の図の通り、全機械産業に共通する課題として以下を指摘し、それに対応する具体的

な政策提言を行っている。 

 

①完全な域内市場の統一  行政手続の違い、複雑さが成長を妨げている 

②域外市場へのアクセスと知的財産権（IPR）の保護  模造品問題とEU基準の国際化 

③熟練スタッフの教育及び域外の熟練労働者の活用  教育制度と移民政策の見直し 

④研究とイノベーションの強化  機械産業に適した産学連携の発展 
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ハイレベルグループ「Engine Europe」による具体的政策提言  

 
域内市場の 

完全統一化 

域外市場へのアクセス及び知

的財産権（IPR）保護 

熟練スタッフの教育及び熟練

労働者誘致による雇用確保 

研究と 

イノベーション強化 

E
U

機
関 

・EU統一基準及び 規制促進

・規制緩和 

・労働者保護の調和と改善 

・EU規制と他国規則ベンチマ

ーク分析 

・加盟国間の複雑な税制撤廃

域外市場へのアクセス 

・EUに有利なWTO枠組みの発

展、それが不可能な場合は関

税相互撤廃 

・「市場経済国」認定はTRIPS

協定問題に関心を持つ国に限

る 

知的財産権（IPR）保護 

・知的財産（IPR）に関する貿

易交渉で「強気の」戦略 

・「EU－IPRヘルプデスク」シス

テム拡張 

・欧州委員会共通のIPR戦略

立ち上げ 

・ボローニャプロセス強化 

・産業、教育分野のベストプラ

クティス情報収集 

・イノベーションに適した環境

作りの模索 

科学知識確保、開発期間と市

場製品期間のファイナンスギ

ャップ解消 

・加盟国のR&D投資政策をベ

ンチマーク 

R&D基金システムの改善、 

行政手続きの簡素化 

・研究プログラムへの中小企

業のアクセスを促進 

・NMPプログラムの中で生産

技術を重視 

・FP7の手続きと評価プロセス

の簡素化 

・EU研究資金獲得に必要な地

理的条件の緩和 

・FP7に参加する中小企業へ

の行政手続簡素化 

加
盟
国 

 知的財産権（IPR）保護 

・IPR適用の改善 

・IPR問題を扱うネットワーク

（EU加盟国大使館とEU代表）

参加 

・技術教育にIPRカリキュラム

を義務付け 

 

・技術系教育課程のイメージ

向上 

・技術イノベーションの利益を

強調 

・生涯教育サポート 

・高度技術社会に適応した教

育カリキュラムの一新 

・小中学校の科学及び 数学

教員の給与見直し 

・出身に関係なく熟練スタッフ

を育成 

・ヨーロッパ全域での職能認定

（モビリティー促進、加盟国間

のシステム整合、職能フレー

ムワークの作成） 

科学知識確保、開発期間と市

場製品期間のファイナンスギ

ャップ解消 

・リスボン戦略の目標達成と実

現プランの提供 

・企業のR&Dをサポートするた

め競争力のある税制設立 

・中小企業を対象とした研究プ

ログラム作成 

・国レベルでのイノベーション

資金提供とEUレベルでのベン

チャーキャピタル市場創出の

サポート 

 
域内市場の 

完全統一化 

域外市場へのアクセス及び知的

財産権（IPR）保護 

熟練スタッフの教育及び熟

練労働者誘致による雇用

確保 

研究とイノベーション強化 

産
業 

機械産業 

・中小企業向けのEU共通リ

ーガルフォーマットの開発と

適用 

・競争力と雇用に焦点を当

てるため 産業団体間のコ

ーディネーション強化 

産業全体 

・EU統一基準及び規制の促

進 

・慣習的な非関税 貿易の

撤廃 

・製品、部品、サービスの自

由な流通の促進 

域外市場へのアクセス 

機械産業 

・EU基準を国際基準にするよう

努力 

産業全体 

・欧州委員会にデータベースを

提供し、貿易問題の分析を行う 

・ステークホルダーはEU機関へ

のデータ提供と連携を改善させ

る 

知的財産権（IPR）保護 

産業全体 

・関税当局に模造品情報を提供

・IPR登録の実施 

・模造品に対する（オリジナル製

品の）高品質性をアピールする

キャンペーンの実施 

 

・加盟国と共同で将来必要

となる熟練スタッフ確保に

努める 

・従業員への継続的な研

修の提供 

・従業員のノウハウを生涯

教育に生かす 

・若年者を対象に産業イメ

ージ向上に努める 

・良好な労働組織を 通じ

イノベーションに適した環

境を作る 

 

科学的知識の確保、開発期間と

市場化期間の融資ギャップ解消 

機械産業 

・ヨーロッパレベルでのイノベーシ

ョン資金の確保とベンチャーキャピ

タル市場の発展 

・CIPプログラム(Competitiveness 

and Innovation Program）が企業ニ

ーズに適応しているか確認 

全産業 

・R&D投資の増加 

R&D資金制度の改善、行政手続

きの簡素化 

機械産業 

・中小企業への支援制度 

・機械産業固有の研究プログラム

・機械産業関連研究サブプログラ

ムへの資金提供 

・企業間「共同研究」サブプログラ

ムに従業員１000人規模の企業参

加促進 
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ハイレベルグループは、高付加価値率の確保を目的としたイノベーション環境作りを 重要課題

と位置づけ、中小企業が中核になっている産業のため、これらの企業を高付加価値の源泉である

R&D活動へといかに導くかが課題だとした。 

 

また、産業が細分化される傾向が強まる中、特注機械やニッチ市場に強いEU企業にとって、知的

財産権の保護も高付加価値の確保に重要な役割を果たす。将来の人材確保に向け、産業のイメ

ージアップ、技術系教育カリキュラムの改善、生涯学習の発展が不可欠としている。 

 

欧州の一般機械産業部門は、既述の通り、知識集約型事業を展開している。特に、専門的な機

械機器や一括請負生産の提供を含め、ノウハウが集約された製品を提供し、顧客重視で質の高

いソリューションの提供を強みとしている。 

 

この観点から、教育機関が学生に提供できる資格要件と実際に産業界が求めるスキルとのミスマ

ッチという課題が表面化している。これは欧州産業界全体の競争力課題の一つであり、解決に向

けて産学両サイドからの密接な協力を行うことが確認されている。また、競合相手による知財

（IPR）の順守も、競争力確保の上で重要な意味を持つため、通商政策の取り組みも加速してい

る。 

 

さらに、EU域内統一市場の深化が機械産業発展の阻害要因解消と一層の競争力確保につなが

るとして、域内市場調和へ向けた取り組み（規制緩和、統一基準の採用など）を重視している。 

 

こうした「Engine Europe」による競争力課題の分析や政策提言は、次節Ⅱ―2で詳述する電気電

子産業のハイレベルグループ「Electra」に引き継がれ、引き続き欧州機械産業の競争力強化政

策の拡充が図られることになった。 

 

１－（３） 研究開発及びイノベーション 

EUの一般機械産業における研究開発支出は、同部門の売上高の約2%と過去10年間安定した水

準を維持してきた。しかし、同部門の国際競争力を維持していくためにはまだまだ不十分で、研究

への更なるインセンティブが必須とする見方が支配的である。EUは、ハイテク機器の主な競争相

手は米国及び日本と考えており、ハイテク以外（中間・ローテク）の機器に関しては中国を主要競

争相手とみている。 

 

EUからの研究資金のみならず、加盟国も含めた域内全体の研究開発イニシアティブによる支援

が求められている。また、機械産業部門の企業の90%を占める中小企業が、EUからの研究開発

資金を得る機会の拡大が急務となっている。 
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比較的改革のペースが遅く、成熟した技術をベースとする一般機械産業ではあるが、新技術への

継続的投資が競争力維持のための鍵となるとされている。 

 

「未来の工場」に向けた官民イニシアティブ 

2008年末に策定されたEUの経済再生計画において、エネルギー分野などのインフラ投資や主要

3分野の産業のグリーン化に向けた官民イニシアティブ（PPP）への投資計画（合計32億ユーロ）」

として打ち出された「未来の工場（FoF）」イニシアティブも今後の機械産業の競争力強化に資する

動きとして注目される。 

 

3つのPPPの内で も予算が大きいFoFは、コスト競争から付加価値競争への移行を目指すため

に、欧州内の工場の技術基盤を向上させるという目的を持つ。脱製造業や人件費が安い国への

工場移転が進む中、欧州の工場をインテリジェントなヒトと機械による先端技術工場へとシフトさ

せ、付加価値を創出する。具体的には、生産性、原料・エネルギー効率性に優れ、廃棄物を 小

限に抑える革新的な製造技術、素材、プロセスの開発などを行う。エンジニア技術に加え、ICT、

先端素材との統合も進める。 

 

2009年3月に産業界が中心となって戦略的複数年ロードマップを策定し、2010年からの実施に向

け、優先研究課題をリストアップした。策定には、先端工学素材技術プラットフォーム（EuMat）や

欧州鉄鋼技術プラットフォーム（ESTEP）等、多くの欧州技術プラットフォーム（ETP）30が関わった。 

 

未来の工場（PPP FoF） *括弧内の数字は第一回入札の予算。以下同様。 

対象 
製造業。欧州経済の要であり、6兆5,000億ユーロ、雇用3000万人以上を支える。25以上のセクターが

関連し、中小企業の割合が大きい。 

課題 国際市場の競争激化。日本、アメリカ、韓国といった先進国とのハイテク競争。 

目標 

コスト競争から付加価値競争への移行を目指すために、欧州内の工場の技術基盤を向上させる 

・ 持続可能な製造 

・ ICTインテリジェント製造 

・ 高性能製造 

・ 製造分野での新素材開拓 

予算 12億ユーロ 

第一回目

入札の予

算と内容 

「ナノテク、素材、生産技術（NMP）」（6,000万ユーロ） 

→適応制御用プラグ・生産部品、小規模工業製品用サプライチェーンアプローチ、ミクロ・ナノスケール

機能を持つ部品のための高度製造プラットフォーム・設備 

 

「ICT」（3,400万ユーロ） 

→スマート工場：対応の早い環境対応型製造 

合計9400万ユーロ 

その他 ERA Netを通じて加盟国で行われている研究プログラムのネットワーキング、調整を活用。 

参照：欧州委員会 

                                                 
30欧州技術プラットフォーム（ETP）は、各研究分野のステークホルダー（産官学、特に産業界が主導）が参加し、欧

州レベルの戦略的研究課題（SRA）の特定に取り組む組織体である。2010 年 1 月時点で 38 のプラットフォーム（う

ち 2 件は JTI に発展）が存在している。 
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２．電気・電子機械産業 

 

２－（１） 現状と課題 

Ⅰ-１で詳述したとおり、電気・電子機械産業部門は、売上高 7104 億 3100 万ユーロ（2006 年）で、

企業数 20 万 2600 社（2006 年）、雇用者数 370 万人に上る（2006 年）。付加価値ベースでは、2029

億ユーロ（2006 年）となり、非金融産業分野全体（NACE 分類 C～I、K）の 3.6%を占めている。 

 

全体的には力強い成長を見せている（伝送装置及び電話部門は例外）が、EU27 カ国の製造業全

体の生産高に占める割合は、2006 年から 2007 年にかけ 10.3%から 9.8%に縮小している。 

 

過去 3 年間で輸出に占める割合は 15%増加したものの、同時期の輸入量も超過し、貿易赤字とな

っている。電気機械と電子機器を分けた場合、電気機械の輸出は 52%増加し、貿易収支も好調で

ある。一方、電子機器の輸出は、2005年から下降し始め、その貿易収支は過去4年間赤字続きと

深刻な状態にある。東南アジア諸国からの ICT 機器の輸入増加がその背景にある。 

 

同部門は、経済危機の影響を直接的に受け、中でも短期周期の事業分野の不況感が強い。生産

周期が短い製品は、信用収縮の影響が大きい傾向があるからである。一方、長期周期分野は、

より安定しており、例えば、エネルギー技術に関連サブセクターでは、長期投資がみられ比較的

安定した状況にある。 

 

電気・電子機械産業は、全産業の生産工程に使用される製品（機械）を供給するため、その投資

の度合いに強く依存する。実体経済あるいは製造業界全体に言えることだが、金融収縮の影響

により、外部資金の注入不足が同部門の生産性低下を招いている。 

 

主な特徴 

· ドイツの電気・電子機械部門が、EU27 カ国全体で創出した付加価値の 3 分の 1（33.7%）を占

め、次に大きいフランス（12.2%）の 2.8 倍に当たる。各国の同部門が全産業部門に占める割

合を付加価値ベースでみると、フィンランド（9.7%）とハンガリー（9.1%）が 大である。ドイツ、

スロベニア、チェコでは、同部門の産業発展に特化している地域がいくつかみられるのが大

きな特徴である。31 

 

· 同部門の生産拠点は、EU27 カ国全域に広く分散しているが、新旧加盟国間には、大きな格

                                                 
31http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BW-07-001-09/EN/KS-BW-07-001-09-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-BW-09-00

1  
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差が存在している。 

 

· 産業編成としては、多様な電気・電子機器を生産する少数の大企業と、ニッチな市場で生産

する多くの中小企業の 2 層構造によって成り立っているとみることができる。また、生産高を

踏まえれば、比較的ハイレベルの雇用がみられる点も特徴といえる。 

 

· 部門内の動向としては、2007 年に下降した伝送装置と電話以外のサブセクターは、大きな変

化はなく、安定的な傾向がみられる。電気モーター及び発電・変圧器とその他民生用電気機

械において、過去に長期の高成長がみられたことも注目される。1999-2005 年の間に、電気

モーター及び発電・変圧器部門が 27%、その他民生用電気機械が 22%の成長を見せたので

ある。現在、気候変動対策によってエネルギー効率化やエネルギー保障に重点が置かれ、

リードマーケットイニシアティブなどの取り組みもあることから、同部門の更なる成長への視

界が開けてきたといえる。 

 

· 同部門関連のサービス展開としては、建築物で消費されるエネルギーなどに関するパフォー

マンス契約の市場拡大が見込まれる。もし、同契約を促す措置が EPBD 改訂案に盛り込ま

れ、域内で調和された方法がとられるのであれば新たなビジネス機会が開けてくる。 

 

· 主要経済ブロック及び産業国の中でも、EU は電気・電子機器部門にとって も開放的な市

場となっている。 

 

競争力の現状 

他の産業部門への主要サプライヤーという特性から、電気・電子機械産業は、経済周期の影響を

強く受ける。EU 経済全体の悪化に伴い、同部門の成長率も GDP 成長率を下回る結果となってい

る。域内 GDP は低成長が長期化する傾向がある中、経済危機の進展とともに技術者及び他の熟

練労働者が離職するなどの影響により、知識集約型の同部門の成長回復は容易でない状況とな

っている。同部門の競争力強化には、構造改革を円滑に進めるための措置を段階的に打ち出す

必要がある。 

 

電気・電子機器の世界市場では、中国製品が 大のシェアを占め、EU27 カ国、米国、日本が続く。

そのうち中国が 大、日本が 小の消費者市場であり、EU27 カ国と米国がすぐ後を追っている。

EU27 と米国の生産レベルは消費レベルを下回り、逆に日本と中国は上回っている。すなわち、両

国は、世界市場に対する純輸出国となっているとみることができる。 

 

同セクターの就業者数が全産業雇用者数に占める割合は、EU27 カ国と米国では 8%、日本と中国

では 12%を占める。後述の ELECTRA は、EU の電気･電子技術産業における就業者数を 280 万人、
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アメリカと日本の 100 万人に比べて多い、としている。その反面、EU の同業界における生産高は

3200 億ユーロで、アメリカの 2900 億ユーロと日本の 2850 億ユーロからして、EU の生産効率の改

善が必要であると指摘している。製品付加価値における研究開発費比率においても日本（24%）と

アメリカ（17%）に比べて EU はわずか 11%とその低さを問題提起している。 

 

付加価値率では、米国製品が 63%で、欧州の 44.5%、日本の 36%、中国の 22%をはるかに上回って

いる。生産性が異なるため、雇用者一人当たりの生産高が付加価値に占める割合は、米国の 1.5

ポイントから中国の 5 ポイントと各国によって大きく差が出る。中国はその生産性を大幅に改善で

きる可能性を示すものであり、将来的に EU の大きな懸念要素となるとみられている。32 

 

欧州電気電子メーカーの製品の偽造は、競争力上の重大な懸念となっている。偽造品は、真性

のEU製品販売額の約5%以上とみられており、オリジナルブランドの生産国だけではなく、EU市場

及び第 3 国市場にも大きな影響を及ぼしている。 

 

第 3 国市場へのアクセスも、当該国の安全基準や認証・検査過程が国際基準と大きく異なるなど

の理由で阻害されている。これは、アジア諸国や他の主要な貿易相手国についても当てはまり、

EU 製品を各国の基準や輸入要件に調整するための投資やコスト負担が問題となる。こうした

国々の基準は、自国の産業政策ニーズに合わせて、差別的に策定されている傾向が強いため、

戦略的な貿易交渉による解決に注力している。 

 

主な規制 

低電圧の電気機器に対し も直接的に影響を及ぼす法的枠組みの一つに低電圧指令がある。

適合性評価プロセスでの第 3 者による関与がなく、製造業者にとって大きな負担軽減となっている。

その意味で、同指令は、ビジネスに配慮した法整備のモデルとなりうる存在とみられている。低電

圧指令は、除外品目を除き、交流 50-1000V 及び直流75-1500V の電圧範囲使用に設計された電

気機械に適用される。1973 年以来、電気・電子製品分野の域内統一市場の実現に寄与してい

る。 

 

また、上市するほとんどの電気機器は、電磁環境適合性（EMC）指令の対象にもなっている。EMC

指令は、電気・電子機器が電磁波の影響で障害を発生させたり、電磁波により誤作動したりする

ことがないように制限することを目的としている。また、同指令は、製造者自身による適合性評価

の自己宣言制度が採用しており、業界からは高く評価されている。 

 

一般機械産業同様、こうした規制を調和することについての必要性と利点は認められているもの

                                                 
32ELECTRA によれば、世界生産シェアは、欧州が 21%と中国の 30%に次ぎ、日本及び米国がともに 19%と欧州を追

っている。付加価値ベースでは、米国（34.9%）に次いで欧州（26.9%）は 2 位となっている。 
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の、欧州機械業界は、多くの政策分野で生み出される規制の累積的影響が、特に中小企業にと

っては大きな問題となっていると強調している。また、欧州機械メーカーが不公正な競争のターゲ

ットとなり、競争力上の懸念やリスクもあるため、偽造や基準不適合機器へ対策が必要だとしてい

る。 

 

電気・電子製品は、この他、EuP、WEEE、RoHS などの環境規制あるいはエネルギーラベリング及

びエコラベルのような自主的スキームの影響も受けている。生産現場では、IPPC のような規制導

入及び EMAS のような自主的スキームが影響してくる。また、化学品の主要ユーザーでもあること

から、REACH の実施により特定物質が使用できなくなれば、対応コストや製品化で問題が出てく

る。また、EuP 指令を通じたエコデザインの動きは、品質の向上を促し競争力強化につながると期

待されている。 

 

 

２－（２） 競争力強化政策の枠組み 

欧州委員会コミュニケーション(2009 年 10 月) 

電気電子機械産業における国際競争の激化を踏まえ、EU は競争力強化に向けた取り組みを加

速させている。欧州委員会のみならず、競争力理事会も同業界が欧州にとって重要産業の一つ

であることを明確にし33、ＥＵが米国との競争力ギャップを縮め、国際競争力を強化していくために

は、同業界に関する柔軟なビジョンが必要だとしている。 

 

「Electra（エレクトラ）」34 

欧州委員会は、2007年7月に、欧州の電気・電子機械産業の長期展望と競争力強化策の検討を

目的に、業界とも協力してハイレベルグループ「Electra」を設立した。Electraは、2008年6月に発表

した 終報告書の中で、（1）エネルギー効率の向上、（2）将来をリードするイノベーション市場の

創出と支援、（3）効率的で効力のある規制枠組みの策定、という3つの取り組みの重要性を指摘

した。同報告書は、エネルギー効率化を目的とした取り組み（新技術の開発、知的産業の育成、

ビジネスチャンスの創出）が、欧州の電気・電子技術産業界にとって競争力、新たな輸出機会、経

済成長に繋がるという見解に立っている。 

 

「Electra」は、既述のような同業界の競争力課題を踏まえた上で、雇用、経済成長への戦略、欧

州の気候変動政策、リードマーケットイニシアティブ（LMI）が政策上重要だとし、電気・電子技術産

業がEUの2020・20目標達成に向けて貢献するための20項目の取り組みを提案した35。 

 

                                                 
33http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10082.en09.pdf  
34http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/competitiveness/electra/index_en.htm  
35http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/electrareport_en.pdf  
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 欧州電気・電子機械産業が潜在力を持つ LMI 分野36 

- トランス・ヨーロッパネットワーク、輸送インフラ、テレマティックス 

- E-ヘルスインフラ及びナノ診療 

- エネルギーに関する発電、変電、配電インフラ（CCS も含む） 

- 市民保護、安全保障、防衛 

- 建築物、機能的生活、住環境支援 

- 自動化、産業用 IT 

- デジタルラジオ及びテレビ、ハイビジョンテレビ（HDTV） 

 

                                                 
36 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/electrareport_annex3_en.pdf  

Electraの提案する20 項目の取り組み（対象） 

 

(1) CO2 削減とともに成長と雇用の創出にも繋がる政策の強化（欧州委員会、加盟国） 

(2) エネルギー効率のための取り組み強化（加盟国、業界） 

(3) 建物及び住宅におけるエネルギー効率を支援するための規制を継続（欧州委員会、標準化機関、業界） 

(4) 公共投資計画による積極的リーダーシップ（加盟国） 

(5) 研究開発計画、技術ロードマップ策定、イノベーション支援政策などの強化（欧州委員会、加盟国、業界） 

(6) ベンチマーキングやベストプラクティス共有の構築、欧州共通の基準及びエネルギー効率の測定方法の

導入（欧州委員会、業界） 

(7) 各加盟国へのエネルギー効率目標及びロードマップ/行動計画の設定（欧州委員会） 

(8) エネルギー効率製品等の投資及び刷新を促す長期的な財政政策及びインセンティブ計画（加盟国） 

(9) 市場の需要に合ったハイテクインフラの現代化（欧州委員会、加盟国） 

(10) ガリレオのような新たなプロジェクトへの着手（欧州委員会、加盟国） 

(11) 安定かつ適切な規制枠組みの確立（欧州委員会、加盟国） 

(12) デジタルメディアなどの分野の投資を促進するスマートな規制の構築（欧州委員会、世界無線通信会議

WRC） 

(13) 高等教育就学率の向上と技術、工学、科学教育の強化 

(14) PPP の促進やグリーン公共調達によるハイテクインフラへの大規模投資及び成長（加盟国、業界） 

(15) 資金アクセスへの強化（欧州委員会、加盟国） 

(16) NLF による市場監視の強化（加盟国、欧州委員会） 

(17) EU の環境及びエコデザイン規制の徹底（欧州委員会、加盟国） 

(18) 貿易相手国に対して EU の規制（特に環境関連）に合わせていくように働きかける（欧州委員会） 

(19) 知的財産権（IPR）に関する規制の改善（欧州委員会） 

(20) 科学と産業の協力を目指す地域毎のクラスター構築（欧州委員会、加盟国、業界） 
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これらの提案を踏まえ、2009 年 10 月、欧州委員会は、電気・電子機器産業が EU 経済の成長に

向けて貢献できる分野を特定した「Electra（エレクトラ）」コミュニケーション37を発表した。EU の気

候変動及びエネルギー政策の展開は同業界の新ビジネス、新産業、新規雇用を伸ばす好機と位

置づけ、エネルギーインフラ及び熟練技術を持つ人的資本への長期投資を促す取り組みを提案

している。 

 

特にＥＵの 2020 年に向けた気候変動目標達成と同時に、社会的ニーズや経済危機への対応の

観点から、多様な機械機器を支える技術を保持しながら生産を行う電気・電子機器産業による貢

献が期待されており、高成長が予想される以下のような市場分野を開拓するための研究開発・イ

ノベーションの強化が必要不可欠だとされている。 

 

 エネルギー供給インフラ 

 建築物のエネルギー効率及び運輸ネットワーク 

 産業用製品 

 現在と将来の社会的ニーズに応えるスマート技術 

 

欧州委員会は、以下の通り各ステークホルダーの取組みに関する提案を行い、関連する取り組

み、措置、影響を監視していくこととしている。 

 

ステークホルダーの行動に向けた提案（Electra コミュニケーション） 

産業界 

(1) 研究開発のさらなる努力。 

(2) 産業用装置の自動化及び ICT 分野への投資。 

(3) 自主合意に基づいた製品のエネルギー効率化への取り組み。（EU 法と矛盾しない形で、義務的な規制より

も政策目標を迅速に実現かつ低コスト） 

(4) 家電製品のネットワーク化及び適正に室温を保ちながら電力負荷を調節するインテリジェントホーム管理シ

ステム（スマートメーターも含む）の調和。（例：欧州委員会の支援する「スマートホーム」プロジェクトなど38） 

電力業界 

(5) エネルギー供給の安全保障のため、中央型・分散型電源に基づき多様な発電供給を統合する電力グリッ

ド、そして一次エネルギー需要と CO2 排出を減らす発電設備へとそれぞれ刷新 

加盟国 

(6) 産業界の自主的な取り組みと既存のキャパシティーの活用を促しながら国境横断的なエネルギー網を構

築。地下ケーブルシステムの普及に重点。 

(7) 新旧建築物向け省エネ技術の消費者への普及に向けた対策（消費者に旧式の設備からエネルギー効率に

                                                 
37http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/electra_comm/electra_comm_2009_0594_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/electrareport_annex1_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/competitiveness/electra/index_en.htm 
38http://www.smartenergyhome.eu/eng/index.php  
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優れた設備への交換を促すインセンティブを含む）を促進。 

(8) 関連規制を遵守した製品の市場流通を徹底。 

欧州委員会 

(9) 欧州標準化機構（ESO）との協力の下、EPBD 要件や EuP 指令・エネルギーラベル、エコラベルなどエネルギ

ー効率性規制の実施促進に向けた標準化作業の必要性を検証。 

(10) 組織及び企業に対してエネルギー効率の実践的管理に向けた枠組みの普及を目指す ISO エネルギー管理

モデルの支援を継続。 

(11) 建築物の電気設備について、エネルギー効率化を図り、再生可能エネルギー資源などを安全に統合しつ

つ、その安全性を向上させる方法の調査を開始。 

 

 

２－（３） 研究開発とイノベーション 

欧州電気機械産業の長期的な競争力を確保する上で、研究開発及びイノベーションに継続的に

取り組むことは重要である。そのため、同業界は、FP7 における一つ「ナノサイエンス、ナノテクノロ

ジー、材料、新生産技術（NMP）研究開発プログラム」や、知的な高付加価値生産を生む欧州のも

のづくり戦略である「マニュフューチャー（Manufuture）」39などの欧州技術プラットフォーム（ETP）に

深く関与している。 

 

また既述の通り、2008 年 11 月に発表された EU 経済再生計画に盛り込まれた官民セクター連携

による共同研究イニシアティブ「未来の工場（FoF）」は、持続的な成長、競争力、安定した雇用創

出の構築に寄与すると期待されている。これら「マニフューチャー」や「未来の工場」イニシアティブ

は、中小企業を含む民間企業を欧州レベルの研究プロジェクトに取り込む上で貴重な機会を提供

するとみられている。 

 

研究、技術開発、イノベーションに関する欧州の政策は、成長と雇用に繋がるイノベーションや起

業を促進する枠組み条件の構築に重点を置きつつある。特に、知的財産権（IPR）に関する問題

は、電気・電子機器産業の今後の発展（特に研究開発及びイノベーションの展開）に大きな影響を

及ぼすことから、中国など特定の第三国が名目上既に採択している IPR 法規の効果的な実施や

徹底を目指すこととしている。また、設計、技術革新、応用技術の開発などに携わる技術者及び

熟練労働者の人材不足への取り組みも課題とされている。 

                                                 
39欧州製造業の高付加価値生産を生み出す雇用の安定と競争力強化を目指し、技術開発やビジネスモデル、教

育インフラなどの戦略的課題を検討。官民パートナーシップ（PPP）としての「未来の工場（ＦｏＦ）」を設立させた。 

http://www.manufuture.org/manufacturing/  
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３．自動車産業 

 

３－（１） 現状と課題 

欧州自動車産業のグローバル市場における競争力は比較的安定的に推移してきた。しかし、

2008 年後半から始まった経済危機は、欧州自動車産業や同市場にも深刻な影響を与えた。自動

車産業にとって、信用収縮は死活的な問題である。欧州における新車購入の 60－80%は、自動車

メーカーが直接関与する信用販売によるからである。信用収縮に加え、資産価格の下落（特に住

宅価格の下落による資産の目減りという消費者意識）、グローバルな経済環境の不透明性などが、

信用アクセスをさらに難しくし、消費者心理を冷え込ませた結果、欧州自動車市場も甚大な影響を

受ける事になった。 

 

その結果、欧州内の 2009 年の自動車生産は前年を 17%下回った。OEM メーカーが、内外市場の

落ち込みと在庫調整に対応したものである。昨年前半に急激に落ち込んだ後、夏以降改善の兆し

がみられ、後半は比較的安定した。2010 年は、今のところ生産は現状レベルを維持し、2011 年に

は回復傾向が出てくるとみられている。但し、経済危機以前の状態に回復するのは 2014 年まで

待たなければならいとの予測がある。 

 

一方、2009 年通年での乗用車の販売は、前年比 1.5%減にとどまった。これは、経済危機によって

2008 年の販売が落ち込んでいたこともあるが、その一方、スクラップインセンティブや他の需要刺

激策によって販売が下支えされたものとみることができる。スクラップインセンティブは、EU 全体と

して、2009 年に 200－300 万台分の販売効果をもたらしたとの見方もある（ACEA40）。 

 

加盟国によって異なるが、EU 市場全体の販売動向としては、2009 年は上記生産動向と同じ経過

を辿ったが、2010 年の販売は 10%程度の落ち込みが予想されている。なお、トラックやバスなどの

商用車の 2009 年の販売は前年比約 40%減と乗用車以上の落ち込みとなり、2010 年及び 2011 年

にやや回復すると期待されている。 

 

経済回復により、企業活動及び消費者心理が上向けば市場も上向くとみられるが、2010 年の生

産販売レベルは、スクラップインセンティブの終了やその反動の影響を受けざるを得ず、他の時限

的な支援措置（例えば、EIB 融資、フレキシブル労働時間、国家補助金）の終了も販売マイマス要

因となるとみられる。また、経済危機発生以前から懸念されてきた、約 20%とみられる過剰生産能

                                                 
40Global Insight for ACEA 

 http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/global_insight_the_crisis_is_devastating/ 
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力からくるリストラ圧力という問題もある。オペルのベルギー工場41やフィアットのシシリー工場42閉

鎖にみられるように、2010 年移行本格的なリストラが起きてくると懸念されている。 

 

一方、部品メーカーは、2009 年同様、受注減と信用条件の緊縮化という二つの主要課題に直面

するとみられている。さらに資金流動性の欠如に悩まされ、今後数カ月で 30－60%の部品メーカー

が破産危機に瀕し、150万人の雇用が失われるという見方もある。危機直後の 2009 年前半には、

コスト削減努力、余剰人員の整理や雇用調整のみならず、サプライチェーン全体で 40%の生産削

減が行われた。さらに、市場撤退や企業再編などを通じたバリューチェーンの再構築という動きも

表面化している。これらの構造調整は危機対応のためには当然必要となる措置だが、信用アクセ

スの欠如と完成車メーカーからの支払い条件が厳しくなっていることも加わり、極めて厳しい状況

となっている。このまま悪化すれば自動車産業の死活的な問題となり、（同業界の特質から共倒

れの危険性あり）社会的責任に基づく対応を行う余裕は全くなくなる状況と見て良い。 

 

競争力の現状 

市場シェア、生産規模、付加価値、雇用者数、貿易収支などからみて、欧州自動車産業は近年グ

ローバルな競争力を維持している。自動車関連製品は、伝統的に貿易黒字を生み出しており、

2007 年は 600 億ドルの黒字である。 

 

欧州自動車業界は、国際的な主要プレイヤーとしての競争力上の利点を発揮するための安定的

な販売チャネルを世界的に構築している。EU や各国政府が進める市場開放や新興経済国などと

の貿易関係強化のための取り組みからも大きな恩恵を受けてきた。但し、韓国やインドなどの第 3

国と EU の間の FTA 交渉にみられるように、更なる域外市場アクセス改善は業界にとって依然とし

て主要課題である。 

 

長期的に見て、自動車に対する世界的な需要の伸びは、主として急速に発展を続ける中国、イン

ド、ロシアなどの新興国が支えるものとみられ、欧州業界は既にこうした国々における経営資源を

強化し、来るべきモータリゼーションに備えようとしている。 

 

世界の主要市場で既に一定のシェアを確保している欧州業界だが、東南アジア市場はまだ開拓

の余地があると見られている。主要競合相手となるのは、日本、アメリカ、韓国などである。近い

将来、中国やインドのメーカーもグローバル市場への本格参入が見込まれる。一般的には、米国

メーカーよりも、日本や韓国との競争が厳しいといえる。 

 

                                                 
41 2010 年 1 月、ＧＭの欧州子会社、ドイツ・オペルがベルギーで操業する工場を閉鎖すると発表。 
42 2010 年 2 月、フィアットは、シシリーにある工場の半数に早期退職計画を提示し、設備の閉鎖を進める計画を発

表。 
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また、生産拠点としての欧州の競争力は、やはり労働者の教育水準や柔軟で制限が少ない雇用

制度を持つ国々の追い上げを受け厳しい状況にある。例えば、アジアや東欧地域（トルコ、スロバ

キア、チェコ、ポーランド、ルーマニアなど）での生産能力強化の動きが急である。2008 年末の経

済危機以降の世界的な需要減を踏まえれば、世界的な過剰生産能力と過当な価格競争に陥る

可能性もある。欧州メーカーは、低価格競争には対応できないため、プレミアムセグメントの輸出

を伸ばす戦略をとっている。これは、まさに高級車メーカーに取っては大きな戦略的挑戦だといえ

る。量販車セグメントをあきらめ、プレミアム志向で経営基盤を固めるには、研究開発コストを販売

車両全体に広く分散させていかなければならないからである。 

 

 

３－（２） 競争力強化政策の枠組み 

CAR21（Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century：） 

自動車産業は、「成長と雇用」を重点とするリスボン戦略に占める役割ならびにモビリティーが経

済社会活動にもたらす利点が大きいことから、EU の競争力強化戦略策定においても先行重点的

な産業分野となった。戦略策定のためのハイレベルグループ「CARS21」もいち早く設置され、下記

の課題設定に基づく 終報告書が 2005 年 12 月に発表された43。 

 

同報告書は、欧州自動車産業のグローバル市場における競争力は安定しているが、今後は国際

競争がさらに激化するとした上で、以下のような課題を指摘し、さらに高いレベルでの環境安全問

題への対応が求められることが 大の課題だとしている。 

 

                  欧州自動車産業が直面する課題 

· 国際競争の激化 

· 安価なモビリティーの提供 

· エネルギーの効率的利用 

· 環境と安全への対応 

· 先端的な技術開発 

 

 

この「CARS21」の検討結果に基づき、欧州委員会は、包括的な自動車産業政策方針（コミュニケ

ーション）を 2007 年 2 月に発表した44。同方針は、規制の簡素化及び企業負担の軽減、新車から

の CO2 削減、安全、貿易、研究開発などにおける 41 の具体的アクションを含む包括的な自動車

産業競争力強化に関する政策指針である。その後、CAR21は、2008年10月に中間見直しに基づ

                                                 
43自動車産業競争力強化を目指し、2005 年に設立されたハイレベル諮問グループで、欧州委員、各国閣僚、欧州

議員、企業、業界団体代表らで構成。規制枠組みの改善や将来的課題の見極め、提言を行った。 

 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf  
44http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0022:FIN:EN:PDF  
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く報告書を発表し、以下の 16 項目の勧告を行った。45 

 

CARS 21 戦略中間見直しによる 16 の勧告事項46 

1. CARS 21 は政策・規制の一貫性の向上に重要な役割を果たしているため今後も継続し、対象の拡大も検討。

 

2. 自動車分野のベターレギュレーションが受け入れられ、実際に立法の質は向上。インパクトアセスメント、十分

な立法準備期間・予測可能性、立法の費用対効果、競争力への影響分析は改善が必要。EU・加盟国レベル

での規制の一貫性が必要。長期的な規制の明確性と短期的な費用便益分析を両立させるのは難しいが、短

期的な規制を決定する際には長期指針も示すべき。長期目標は、正確かつ現実的な、過去も考慮に入れる費

用分析に基づくべき。 

 

3. 規制コストは小売価格・買替え動向、産業競争力や安全性・環境性能に影響を与える。よって、買替え支援の

ような枠組が重要、立法準備手続でも全体的な影響（生産者コスト・小売価格・消費者の購買力）を加味し

個々の規制を検討、その効果に基づき規制の必要性やその範囲を決定。 

 

4. UNECE（1958/1998）協定による基準の国際調和の進展は歓迎でき、今後真の規制の収斂がグローバルに達

成されるべき、欧州基準の国際的な普及を支援すべき。2009 年に欧州委員会が今後の UNICE 作業計画を作

成する。 

 

5. 型式認証制度は 善の域内市場防衛策のため、欧州共同体条約 95 条に基づく EU 規則の制定を勧告。第三

国からの輸入車の認証に関する代替的な法的要件、グローバルスタンダード確立のための新技術搭載車の

EU 認証枠組の設定、中古車の域内市場の機能改善を勧告（特に試験手続）。 

 

6. 自動車税制の域内不調和で域内市場機能が悪影響を受けるが乗用車課税指令の採択は僅かに進捗。多く

の加盟国は CO2 課税にシフトしつつある中、域内市場分断回避のため、可能な限り加盟国間の自動車税制

の調整を行うべき。イノベーションの導入に寄与するため、欧州委員会が公表した技術中立的な税制優遇措

置の指針文書の改訂を勧告。 

 

7. CO2 削減策は、統合的アプローチの下で供給側（サプライサイド）の個別事情に関わる案件のため見解の相

違が大きく、需要側（ディマンドサイド）に関する措置（特に消費者への情報提供）の活用が重要だと再確認。

CO2 表示法制の調和推進は完全に意見が一致。次世代の CO2 削減法的枠組は 2020 年に施行、遅くとも

2014 年には関連法案の提出を行う。費用対効果・技術的中立性・十分な立法準備期間と規制の予測可能性

を核とした統合的アプローチを継続する。同アプローチは、新車と中古車双方の CO2 削減ポテンシャルを 大

                                                 
45http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21_mtr_report

_en.pdf  
46http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/com_2009_104/an

nex_1_en.pdf  
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化する広汎な行動を対象とする。原則として、測定可能・数量化可能・監視可能な一切の措置を含むべき。改

善の責任の所在を明確化すべき。エコドライビング・インフラ・交通管理等についても測定を検討すべき。消費

者に関する措置では、租税政策が重要な役割を果たす。長期的には 2050 年までに欧州の道路交通の CO2 を

大きく削減する措置を、全アクターが講ずべき。 

 

8. 現行の新欧州ドライブサイクルを 近の世界的なサイクルに適合させ、実生活の燃費に関する情報を消費者

に提供し、エコイノベーションを勘案して改正すべき。同改正は、2020 年の燃費目標の設定・測定・監督に向け

て行う。よって、UNECE の World Light Duty Test Procedure を支持し、グローバルな手続の開発を通じて現行

のテストサイクルを修正していくことを勧告。新たな測定システムから生じる一切の変化は CO2 目標に反映さ

れるべき。World Heavy Duty Cycle）の世界的な適用努力の 大化で合意。 

 

9. 2020 年までは内燃エンジンが中心だが、ハイブリッド技術・バイオ燃料・圧縮天然ガス・液化石油ガスも重要。

中長期的には電気自動車や水素自動車が も見込みがある。市場での選別が も効率的だが、新技術やエ

ネルギー源の上市には官民協力が必要、特に政策・規制・規格の要件が上市を妨げてはならない。ベターレ

ギュレーションに基づき、多様な観点から将来の複数シナリオを検討すべき。 

 

10. 道路安全性の向上には、自動車技術・運転者行動・インフラ面の統合的アプローチが効率的。技術面では、

CARS 21 勧告に基づく法案提出実現を歓迎（電子式横滑り防止システム（ESC）・高度緊急制動システム

（AEBS）・車線逸脱警告システム（LDW）等）。運転行動やインフラにはさらなる改善余地があり、欧州委員会の

役割強化が必要。運転者行動は、道路交通法の法令執行（越境的な執行含む）や運転者の教育・訓練に重点

を置くべき。インフラは、事故多発地帯の改修を急ぐべき。技術面で今後は、能動的安全性システム（active 

safety systems）と知能輸送システム（intelligent transport systems）が極めて重要、従来の措置を超える議論

が開始されるべき。歩行者・自転車・バイクの事故犠牲者の削減についても検討すべき。2010 年以降の道路

交通安全性の目標を、EU レベルで合意すべき（但し、国内レベルの目標設定を妨げない） 

 

11. 新興国市場へのアクセスが重要で、輸入関税の削減・非関税障壁の撤廃・保護主義的なオプトアウトの回避・

知的財産権の保護等が必須。通商協定が雇用・投資・市場に与える影響を分析測定すべき。ドーハラウンド

が互恵的な市場アクセス改善を合意するよう、早急な対話再開を勧告。業界は、 新の非農業市場アクセス

（NAMA）案（EU は工業関税率を大きく引き下げるが、新興国は 高関税率を維持）に懸念と失望を表明。新

興国市場アクセスが制限される中、欧州産業界が新興国製品の流入に直面する事態を回避すべき。交渉中

の FTA は、市場アクセスに重点を置いて継続すべき（特に、インド・ASEAN・メルコスール）。韓国との FTA は、

自動車分野の非関税障壁撤廃が十分でなく不平等な内容のため、業界は懸念。中国との通商関係改善努力

は歓迎し、強化・継続すべき。 

 

12. 戦略的重要分野（エネルギー・環境保護・安全性）の研究活動を継続、今後の様々なシナリオを検討、EU・加

盟国の目標を擦り合わせ、研究開発の安定的な長期枠組を設定すべき。研究開発の行政コストの削減も継続
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する必要。 

 

13. 知的財産権の国際的保護・EU 内保護に関する欧州委員会の努力を継続、特に、早急に欧州共同体特許を採

択すべき。 

 

14. 自動車供給市場・修理市場での公正な競争維持は、基本的には意見が一致。適用除外規則の改正は、ベタ

ーレギュレーション・法的安定性・競争の実効性を考慮すべき。小企業法の原則遵守により、中小企業の成長

と雇用への寄与促進。 

 

15. 修理のための技術情報へのアクセスについては進捗が見られたが、消費者保護・安全性・環境保護・知的財

産権保護を考慮しつつ、包括的に提供されるべき。特に、マルチブランドを扱う独立事業者のアクセスは引き

続き重要。 

 

16. 市場動向・国際競争・技術革新・規制変動により絶えず変化を蒙る自動車産業支援のため。欧州社会基金・

欧州グローバル化調整基金・欧州自動車業界変化予測パートナーシップの果たす役割を歓迎。競争力強化

のために、高技術労働力の育成に焦点を当てるべき。 

 

CARS21 提言及び欧州委員会方針とその具体的な進展 

CAR21 の主な提言内容に基づく取り組みの進展は、以下の 5 項目に集約できる。 

①規制の簡素化 

自動車業界による規制負担の軽減と UN/ECE を通じた国際的な規制枠組みへの移行を進めてい

る。特に、EU と UN/ECE の双方の規制を合せて 200 件以上あるとされる自動車関連規制の簡素

化が図られた。例えば、乗用車（EURO5、6）及び重量車（EUROⅥ）の「新排ガス規制案」では、排

ガスの削減とともに規制枠組みの簡素化が行われた。また、「先進安全装置とタイヤに関する規

則」では、50 件以上（CARS21 で提案された 38 件のうち 35 件を含む）の指令を整理集約した。欧

州委員会は、CARS21 提言及び自らの政策指針で打ち出した内容以上の取り組みを目指してい

る。 

 

②安全 

ESC（電子安定性制御装置）の取り付けが義務化された。ESC は、通常の事故であれば 20%以上、

濡れたり凍結した路面では 30-40%ぐらいの事故削減効果が見込まれる。欧州市場の全車両に

ESC 取り付けを義務化し、技術の国際調和を目指し、グローバルスタンダード化を図ることとして

いる。また、歩行者及び脆弱な道路利用者の保護を目指した対策も進められている。タイヤの圧

力監視システムや低転がり抵抗の規制化によって、安全のみならず CO2 削減に寄与することが

期待されている。 
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③環境 

新車からの CO2 排出規制案が打ち出されると同時に、自動車単体以外による対応策もあわせて

検討されている。既述の EU エネルギー政策パッケージ案に含まれる燃料の質指令の見直し提案

やバイオ燃料普及に向けた野心的な政策がその代表である。また、エンジン技術以外の更なる

CO2 削減の補助的措置として、タイヤ性能の向上策やモバイルエアコン（MAC）装置効率化、ギア

シフト表示器装備などに取り組んでいる。こうした自動車の技術と非技術的な対策に一体的に取

り組む統合アプローチは全ての関係者から支持されているものの、自動車業界以外の対応によ

る CO2 削減をどこまで期待するかについての検討はこれからである。例えば、ITS、道路インフラ

整備、交通コントロール、エコドライビングなどの寄与度は今後議論が高まるものとみられる。 

一方、次の段階の排ガス規制も既に固まっており、NOx と粒子状物質の更なる削減による健康被

害への対応を行っている。次世代の環境対応車として、 近は電気自動車の開発普及に対する

取り組みが本格化し、2010 年上半期の EU 議長国スペインの指導力の下、EU としての電気自動

車戦略の策定を進めることとしている（詳細は後述）。水素車の開発に関しても、その型式認証と

市場投入に向けた規制枠組みを整備、安全や消費者保護の適正なレベルが設定された。 

 

④雇用 

リストラを事前に想定しながら社会的に適正な対応策の検討を続けている。 近発生した実際の

自動車産業におけるリストラ事例に際しては、グローバル化調整基金が活用された。様々な環境

安全規制が積み重なることによって業界負担が増し、リストラへとつながる問題意識も強まってい

る。これら規制は、マクロレベルで経済と社会に利点をもたらすが、ミクロレベルでは個々のメーカ

ーに対するコスト圧力を生み出すという問題である。規制負担が欧州自動車産業の国際的な競

争力を危うくすることへの対応策も求められている。 

 

⑤貿易 

貿易障壁の削減を確実に行うための交渉を本格化させている。特に、関税、非関税障壁の両面

に焦点を当てた二国間貿易交渉に注力している。基準の国際調和、非関税障壁の削減、市場ア

クセスの改善が優先課題である。米国との経済統合に向けた協議、韓国及びインドとの FTA 交渉、

ロシアとの規制及び政策対話が重点課題である。中国との政策対話も加速しており、共通のスタ

ンダードの採用や透明で公正な産業規制枠組みの構築に向けた働きかけを行っている。 

 

 

 

 

 

 



 58

近の主な自動車産業関連規制の動向47 

 採択 施行 

全車両の型式認証制度 2007 2009 

歩行者保護のニューアプローチ 2008 2011-2016 

以下の新たな要件： 

昼間点灯 2008 2011 

電子制御装置（ESC） 2009 2011 

自動ブレーキシステム 2009 2013 

タイヤの騒音 2009 2012 

タイヤの転がり抵抗 2009 2012 

タイヤ空気圧監視システム 2009 進展中 

カーエアコンのオゾン層破壊物質規制 2006 2011 

自動車の新排出量規制（Euro5 及び 6） 2007 2009-2016 

トラックの新排出量規制（EuroⅥ） 2009 2012 

乗用車の CO2 2008 進展中 

ギアシフト表示機の CO2 2009  

エアコンの CO2 検討中  

バンの CO2 欧州委員会案（2009）  

出所：欧州委員会 

 

EU の環境対応車関連政策 

施策 予算（ユーロ）
期間 

（年） 
概要 

環境対応車戦略案 - NA 
経済戦略 Europe2020 の一部。5 月末までに企業総

局が具体案を発表する見通し。 

気候・交通パッケージ案 - NA 

気候変動総局が主導。道路、鉄道、航空、船舶を含

めた包括的な交通システムや都市モビリティー等、

低炭素社会における交通そのもののあり方を見直

す内容になると想定されている。 

交通白書案 - NA 運輸総局が主導。 

SET プランのスマート都市

計画 
500 億 -2020 

30 都市を選出（現在まで未定）し、集中的な環境技

術投資、導入を行う拠点とする。スマートグリッドや

電気自動車インフラ整備も含まれる見通し。 

都市モビリティー行動計画 - 2010- 自主的な参加に基づく、都市間の情報共有促進。 

グリーン公共調達 - 2009- 公共機関に対し環境影響を配慮した調達を求める。

経済回復計画 

グリーンカーイニシアティブ 
10 億 2009- 

FP7 を通じて環境保護と競争力強化に繋がる「エコ

イノベーション」を支援。内容は電動モビリティー（高

密度バッテリー、電動エンジン、グリッドと車とのイン

ターフェース）、スマート交通システム、ハイブリッド

技術の開発。トラックや内燃機関、バイオメタンガ

                                                 
47http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/presentation_foru

m_automobile_en.pdf 
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ス、ロジスティックも対象。 

乗用車 CO2 規制 - 2015 

2015 年平均 CO2 排出量 120g/km 以下。 

CO2 排出量 50g/km 以下の車に対してはスーパーク

レジット付与。 

小型商用車 CO2 規制案 -  現在審議中。 

低 CO2 課税率統一案 - NA 
エネルギー指令を修正し、 低 CO2 課税率を導入

する構想。間もなく法案が発表される見通し。 

 

運輸部門の低炭素化に向けた各種政策措置 

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2020年

タイヤラベル

再生可能エネルギー

ロジスティック行動計画

乗用車CO2規制（130g/km）

EU2020 EV支援

市

場

都

市

グリーン公共調達

都市モビリティ行動計画　

SETプラン・スマート都市

燃料 低CO2課税率統一

バンCO2規制（175g/km）

トラックCO2規制？

低燃費タイヤ義務

技

術

燃

料

物

流
道路カボタージュルール

Euroviｇnette指令修正

タイヤ空気圧監視システム

カーエアコン

新車65％

新車75％ 新車80％

95g/km新車75％ 新車80％ 新車100％

新車100％ 135g/km

2010年見直し

2012,11ラベル表示（見直し）

標準化

装着義務

高温室効果ガス冷媒禁止

10％

検討中

審議中

保留中 CO2は対象外？

間もなく発表

EU規則に沿った環境対応車優先調達

自主的な参加に基づく都市間の情報共有

検討中

間もなく発表
 

 

 

３－（３） 研究開発とイノベーション 

欧州自動車産業は、技術的にはグローバルリーダーである。これは、基本的には、メーカーによ

るイノベーションに対する投資のみならず、域内の消費者による技術水準に対する要求が高いこ 

とに起因する。 

 

同業界は、年間 240 億ユーロを研究開発に投じ、欧州産業界全体の R&D 投資の約 30%を占める。

これとは別に、生産プロセスや固定資産に対する投資は年間 400 億ユーロに上る。研究開発投

資の約半分は自動車部品業界によって行われているが、同業界は多くの特許を所有することでも

知られる。自動車メーカーは内燃機関や燃料技術の面では世界的リーダーであり、ハイブリッドや

電気自動車、水素車などの次世代車の開発にも注力している。 

 

エレクトロニクス技術の役割などから自動車は技術的に複雑化しているが、欧州業界は、高い熟

練労働力を必要とする先進技術に支えられた製品開発を目指していると言える。域外の競合メー
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カーも技術革新に注力しており、業界のあり方そのものを抜本的に変えてしまうイノベーションを

どのメーカーが生み出すかが注目される状況となっている。この意味で、欧州メーカーにとっては、

研究開発資源の活用の合理化が重要性を増している。例えば、電気自動車や水素燃料電池車な

どの将来技術は、短期的には業界に競争力上の利点をもたらすものではないため、業界と公的

機関の共同研究プロジェクトを組んで開発に注力するやり方が本格化している。 

 

経済危機に対する EU の対応としても、以下のグリーンカーイニシアティブに見られる通り、危機脱

出後に欧州メーカーが競争力を獲得するための研究開発活動に官民が共同で注力する方針をと

っている。 

 

欧州グリーンカーイニシアティブ 

EU の経済再生計画で打ち出された官民パートナーシップ（PPP）「欧州グリーンカーイニシアティ

ブ」は、自動車産業の競争力強化と環境保護を同時に目指す取り組みとして注目される。運輸部

門のイノベーションを目指し、乗用車だけでなくトラックや内燃機関などあらゆる運輸技術を対象

に道路運輸とモビリティーの電化技術に重点を置いている。 

 

グリーンカー（Green Cars）48 

対象 道路交通セクター 

課題 

2005 年の全 EU 温室効果ガス排出量の 19%、CO2 の 28%を交通セクターが占める。交通セクターの 90%

以上が道路交通によるもの。他のセクターでは排出減が見られるのに対し、交通セクターの排出は

1990 年から 2005 年まで増加傾向にある。原因は乗用車（28%）と飛行機移動（62%）の高い成長率にあ

る。 

目標 

「エコイノベーション」を通じて環境保護と競争力強化を達成する。 

・ 電動モビリティー（高密度バッテリー、電動エンジン、グリッドと車とのインターフェース）開発支援 

・ スマート交通システム、ハイブリッド技術開発支援 

・ トラックや内燃機関、バイオメタンガス、ロジスティックも対象 

予算 
10 億ユーロ。（グリーンカーイニシアティブ全体の予算は 50 億ユーロ）。10 億ユーロの内 5 億ユーロは

産業と加盟国の折半。残り 5 億ユーロは FP7。 

第一回目

入札の予

算と内容 

「ナノテク、素材、生産技術（NMP）、エネルギー、環境、交通（共同）」（2,500 万ユーロ） 

→電気化学貯留素材と技術。 

「交通」（6,300 万ユーロ） 

→電気機械、統合電気補助装置・社内搭載システム、 適熱機関の開発・統合、統合されたスマート貯

留、先端コンセプト EV、将来的な道路交通電化関連職業、EU 統合電気モビリティー実証プロジェクト 

「ICT」（2,000 万ユーロ） 

→フル電気自動車のための ICT 

                                                 
48自動車産業の競争力強化 近の動きについては、以下も参照。 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/competitiveness/index_en.htm 

2009 年 2 月 25 日発表の「欧州自動車業界の経済危機への対応に関するコミュニケーションも参照。  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0104:FIN:EN:PDF 

Forum for Automobile and Society の 3 月 23 日の会議参照。 

http://www.autoandsociety.com/pdfshow.php?fileno=572 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/presentation_forum

_automobile_en.pdf 
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合計 1 億 800 万ユーロ。 

その他 

グリーンカーイニシアティブの一環として、EIB から 40 億ユーロの特恵ローンが R&D 支援プロジェクト及

び低炭素開発（European Clean Transport Facility）支援プロジェクトに割り当てられている。 

加盟国が CO2 税や低炭素車奨励金等を導入することで需要側にもてこ入れする。 

また FP７全体でも電動モビリティーとハイブリッドに集中的な支援を行う。そのうちの 1 つとして入札「電

気バッテリー」が予定されている。 

参照：欧州委員会 

 

行動計画「クリーンでエネルギー効率性に優れた車両」 

EU 議長国スペインは、2010 年 2 月の非公式競争力理事会で、EU としての EV の発展に向けた取

り組み課題を示し、欧州委員会に EV 行動計画の策定を求めるよう加盟国に提案した。しかし、欧

州域内には EV/PHEV に対する様々なアプローチ、位置づけ、利害が錯綜しているため、欧州委

員会企業総局は、中期的な低炭素環境対応車開発戦略構想を発表し、EV を含む環境対応車全

体を視野に入れた「バランスの取れた」アプローチを目指すこととした。同構想は、EV が実際に排

出削減に貢献するのは 20-30 年先とした上で、当面は廃車インセンティブ終了に伴う需要回復と

競争力強化を目指し、EV を含む環境対応車の市場化・普及支援を柱にするという内容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

４月末に発表された欧州委員会の戦略案49は、（特定の技術のみを優遇せず、研究開発やイノベ

ーションの進展あるいは市場の力に委ねるという）技術中立性の原則に基づき、①旧来の内燃機

関エンジン車両のクリーン化（汚染物質削減）とエネルギー効率化（低炭素化）、②（EV などの）超

低炭素車のブレークスルー技術の普及促進、の両側面に同時並行的に取り組むこととした。全て

                                                 
492010 年 4 月末に発表された EU グリーンカー戦略は以下参照。 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/communication_e

n.htm 

環境対応車戦略に関して競争力理事会が欧州委員会に求めた内容 

・ 特にバッテリー搭載型を含む、新モビリティー技術に必要なインフラの開発を後押し。 

・ 技術開発・イノベーションに重点を置き、バッテリー性能をはじめとするユーザー利便性が高く、技術性能に

優れた環境対応車を実現。 

・ 環境対応車の統一市場と、特に車両安全性に関する標準化に配慮、また車両ネットワークインフラ間インタ

ーフェースに必要な対応に取り組む。 

・ 欧州環境対応車産業の国際競争力強化施策を後押しする。 

               行動計画「クリーンでエネルギー効率性に優れた車両」の 3 つの柱 

① 競争力強化と新規雇用の創出、構造転換の促進をもたらすための中長期的な目標設定。域内市場の適

正な機能も確保。 

② 世界の将来的なモビリティーシステムの骨組みとなるような内燃機関の代替技術の普及において欧州

産業界がグローバルな指導力を発揮 

③ 持続可能性に基づくグリーン経済の創出と運輸部門の低炭素化の促進 
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の車両を対象にすることで欧州自動車産業のバランスある競争力強化を図るという方針を明確に

したものである。但し、後者②については、やはり EV あるいは電力モビリティーに関する欧州共通

の枠組みが欠落している事実を重く受け止め、同分野のアクションを戦略案に豊富に盛り込むこ

ととなった。 

 

<主なアクション＞  

新戦略は、今後数年間で実施する 40 種類以上のアクションを提示した。燃費、CO2 排出、騒音、

カーエアコン、EV、税制など多岐に渡る法規・非法規的な措置が含まれる。そのうち、環境対応車

全体に関わる主なアクションとしては以下の通り。 

 

１. 新車からの CO2 やその他排ガスの削減規制は引き続き継続強化。CO2 規制については、

2013 年に中長期の目標（2020 年に乗用車は 95g/km、小型商用車は 135g/km）達成に向け

た見直しを行う。重量車両の CO２削減やカーエアコンの燃費規制も今後検討。 

２. 加盟国による環境対応車の需要喚起に向けたインセンティブ提供に関するガイドラインを

2010 年中に策定。 

３. 環境技術に関する研究やイノベーションに対する EU レベルの支援強化。低炭素燃料とクリ

ーンでエネルギー効率的な交通システムの実現に資する技術（内燃エンジンの効率化、バ

ッテリーや電力駆動装置、水素車技術など）を対象。 

４. 自動車業界の構造変化に備え、2011 年から欧州社会基金を活用し、労働者向け再訓練 

や技能向上を促す。 

 

一方、重点分野とみなされた EV に関する主なアクションは、以下の通り。 

５. 欧州域内であらゆる EV の充電が可能となるための共通スタンダードの確立、普及。欧州標

準化機関がスタンダードを 2011 年中に開発する権限をまもなく承認。標準化にあたっては、

オフピーク特別電力料金を有効活用するなどのスマートな充電を考慮。高速高電圧の EV 専

用充電器の域内標準化を迅速に進めることにより、EV に対する消費者の信頼を高め、欧州

自動車産業の競争力を強化。 

６. 域内の充電インフラ整備拡充に向け、加盟国、地方自治体、欧州投資銀行などと連携強化。

低炭素電力普及に及ぼす影響を見極めながら、指導的な役割を果たす。 

７. スマートグリッドの発展促進と EV との統合。EV の普及に伴う電力消費により炭素排出を増

やさないため、スマートグリッドとの統合を通じた再生可能エネルギーの活用を図る。加えて、

スマートメーターの普及、利用者への適切なインセンティブ、バッテリー交換方式の普及、バ

ッテリーの蓄電機能強化などの総合的な対策を実施。低炭素電力供給の増加によるグリッ

ドに対する負荷影響も検証。 

８. EV 車両の安全上の型式要件（旧来車両と同一の安全性を確保）を 2010 年に提案。衝突時

の安全性や静音性に関するリスクは 2012 年に見直す。 
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９. 希少資源の有効活用のため、バッテリーのリサイクルに関する研究促進と関連規則（バッテ

リー及び ELV に関する指令など）を改定。 

 

＜意義と今後の課題＞ 

同戦略の実施にあたって大きな課題となるのは、多様な政策領域にまたがる問題であり、関連す

るステークホルダーも広範囲で利害調整が複雑なこと、そして既に各国固有の様々な EV 及び電

力モビリティー開発計画が動き出していることである。そのため、欧州委員会は、「CARS21」ハイ

レベルグループを復活させて実施のためのガバナンスを強化すべきだとしている。なお、同計画

実施の財源には、既述の「グリーンカーイニシアティブ」予算（50 億ユーロ50）から充当される見込

みである。 

 

また、EV については、市場投入が本格化する 2011 年から 2012 年に間に合うタイミングで標準化

作業を終えられるかどうか、が今後特に注目される51。EV 普及の前提となるインフラの整備拡充

のための資金を調達するためにも、標準化をいち早く確立して投資を呼び込む必要がある。この

標準化と充電インフラの関連については、4 月 26 日に欧州委員会が開催した欧州産業業競争力

ハイレベル会議52においても、欧州産業界の競争力にとって当面 大の問題と位置づけられた。 

 

なお、環境対応車は、リスボン戦略に代わる新たな EU の経済戦略「Europe2020」の下での重要

育成産業の一つに位置づけられている。3 月の競争力理事会は、同戦略を新たな産業政策の第

一歩と位置づけており、新たな政策の試金石になるとして注目されている53。同戦略案は、5 月 25

－26 日の競争力理事会に提案され、 終的には 6 月の欧州理事会において「Europe2020」ともに

採択される見通しである。 

 

欧州委員会の行動計画 （特に電気自動車に関わる部分は太字で表示） 

分野 行動内容 
期限

（年） 

二輪・三輪・原付四輪の排出基準を含む型式認証要件を提案 2010 

乗用車 CO2 規制実施措置（ニッチメーカー特例、エコイノベーションルール、罰

金回収方法等）の取り決め 
2011 

規制枠組み 

マーケティングで使用される「環境付加」に関するルール取り決め - 

                                                 
5040 億ユーロが欧州投資銀行 EIB からの融資、10 億ユーロが FP7 の研究助成。EIB 融資は特に道路運輸部門の

環境技術開発プロジェクトを優先。FP7 の「協力」助成は、数カ国にまたがる研究開発プロジェクトに対し助成を 

行うもので、特に道路運輸の電気モビリティー研究を優先。 
51欧州委員会作成の EV 関連の標準化ロードマップは以下参照。 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/roadmap-electric-

cars_en.pdf  
52http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/economic-crisis/2nd_high_level_conference_

en.htm  
532010 年 3 月 1 日及び 2 日に開催された競争力理事会で新産業政策の基本方針は以下参照。 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/113105.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st06/st06391.en10.pdf 
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MAC（カーエアコン）による燃料消費量削減案を提案 2011 

環境効果のある「統合アプローチ」施策のインベントリ作り  

車両騒音規制案の提案 2011 末

2013 年までに実際の走行による CO2・排ガス排出を確実に削減するためのテ

ストサイクル見直し案を提案 
2012 

トラック CO2 削減戦略の提案 - 

エコドライブ、ITS、インフラ等といった CO2 削減のための追加的措置の提案 - 

共同体バイオ燃料持続可能性クライテリアを確実に実施 - 

引き続き、バッテリーや水素技術、内燃機関技術改善といった低炭素燃料や環

境にやさしい運輸に関する欧州研究を継続 
- 

欧州研究助成申請手続きの簡素化 - 

戦略的運輸技術計画及びクリーン運輸システムに関するコミュニケーションを

通じ、長期的研究戦略を提案 
2011 

研究開発支援 

欧州投資銀行と研究イノベーションプロジェクトを支援し、産業界の変革後押し - 

環境車購入奨励金制度に関するガイドラインを策定 2010 

エネルギー課税指令修正案を通じて 低 CO2 課税率の導入を提案 - 

各国の環境対応車優遇税制を共同体レベルで調整・効率化を図る - 

クリーン・エネルギー高効率車速新指令（Directive 2009/33/EC）の実施監視 - 

消費者行動に関する調査開始 - 

自動車ラベル指令（Directive 1999/94/EC）修正案の提案 - 

市場拡大 

消費者情報 

EU レベルの電気モビリティー実証プロジェクトを開始。ユーザー行動、使用パ

ターンの評価や消費者の認知度向上、標準化に関わる試験を実施。 
2011 

国際標準化活動や規制に関する対話、技術支援を推進し、貿易の後押しや市

場歪曲的ルールの回避を図る。 
- 

ＵNECE 非参加国との規制調和を図る - 
国際関係 

資源イニシアティブ54を通じ希少資源へのアクセスを向上する - 

欧州セクター別スキル委員会を立上げ加盟国観測ネットワークを創出 - 
雇用 

欧州社会基金を活用 2011 

乗用車 CO2 規制に関して、2020 年、30 年目標の可能性を検討。 2013 CO2 規制 

中間見直し 軽商用車 CO2 規制に関して、採択後に長期目標の可能性を検討。 - 

電気安全性に関する要件を追加した型式認証案を提案 2010 

その他要件を検討 2011 市場化 

電気自動車の衝突時、静音性リスクに対する安全性要件を検討 2012 

欧州標準化機関に対し、充電インターフェース標準化マンデートを送付。互換

性、安全性、電磁両立性の確保を求めると共に、スマート充電（負荷平準化）

への考慮も求める。 

2011 

標準化技術の実施方法を見極め。 - 

標準化 

世界の技術開発・市場発展動向を監視し、必要に応じて欧州基準を見直す。 - 

各国、地域の充電インフラ整備取り組みを先導 - 
インフラ 

欧州投資銀行とインフラ投資基金のあり方を検討 - 

ライフサイクルベースで各自動車（内燃機関、電気、ガス、水素）の環境負荷及

びカーボンフットプリントを分析・比較。 
- 

電気自動車の促進による低炭素電力普及効果を評価。 - 

エネルギ

ー 

低炭素電力需要増が供給サイドとグリッドに及ぼす影響を評価。 - 

バッテリーリサイクルに必要な法整備を検討 - 

バッテリーリサイクル・再利用に関する欧州研究の促進 - 

電
気
自
動
車
に
特
化
し
た
施
策 

バッテリー

リサイク

ル・輸送 バッテリー（危険物）輸送に関する規制緩和を検討 - 

ガバナンス CARS21 ハイレベルグループを再開し、特にバッテリー関連ステークホルダー
- 

                                                 
54COM(2008) 699「The raw materials initiative . meeting our critical needs for growth and jobs in Europe」。エネル

ギー以外の資源に関する国際議論の分析と対策をまとめたもの。世界の資源市場の歪曲を是正するためにそれ

ぞれのパートナーと対話を進めること、欧州域内で持続可能な資源供給を進めること、域内資源消費量の削減を

目指すことの 3 点を目指すとしている。 
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の参加を促す。 

欧州気候変動プログラム（ECCP）55を通じた自動車からの CO2 排出削減実施 - 

ECCP に基づいた CARS21 の取り組みを調整 - 

本戦略と他の EU 運輸政策との調和 - 

特に域内市場統一を意識した加盟国との協力  

出所：欧州委員会 

                                                 
55京都議定書目標達成のために 2000 年に策定された域内の気候変動対策に関する包括的な統一共同政策。気

候エネルギーパッケージ（ETS、再生可能エネルギー指令、乗用車 CO2 規制）、建築物エネルギー性能指令、燃

料品質指令等数多くの低炭素政策がこの ECCP に基づいて打ち出されている。 
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４．ICT 産業 

 

４－（１） 現状と課題 

EU27 カ国の ICT 産業全体の就業者数は、製造部門が 160 万人（24.5%）、サービス部門が 500 万

人（75.5%）、合計 660 万人である。分野別では、ソフトウェアが 11%、IT サービスが 21%、通信事業

（キャリア）サービスが 44%を占めている。ICT 産業の大半を占める通信事業サービスは、全体とし

ては減速または停滞傾向がみられるが、携帯電話や固定ブロードバンドサービスなどの新ビジネ

スにつては成長分野となっている。 

 

EU の ICT 部門全体（製造及びサービス）の売上高は、6700 億ユーロ（2007 年）に上り、EU の GDP

全体の約5.3%の規模を持つ。ICT技術は他産業を支える存在であり、経済のイノベーションを牽引

することを考えれば、数値以上の大きな役割を果たしているといえる。工場や他の機器に組み込

まれた技術的貢献は、上記データに現れない点に留意する必要がある。 

 

ICT 部門の経済危機の影響はこれまでのところ少なく、2009 年の業界成長率は、前年比 0.4%増の

3460 億ユーロと推定されている。56  

 

現在の主要課題は、イノベーションや投資を促すためのインセンティブ、バランスの取れた規制環

境の創出、具体的な規制の着実な実施などである。経済危機の進展により、新規投資は既存事

業からのキャッシュフローによって賄わなければならない。そのキャッシュフローも、競争激化、規

制による値下げ、マクロ経済環境の悪化などによる価格低下傾向から厳しい状況にある。従って、

同業界の資金状況に十分配慮した規制が今後求められることになる。 

 

ICT サービス部門は、比較的資金的には余裕があり、負債率も対処できるレベルにあるが、投資

のための長期的なインセンティブを必要としている。例えば、欧州全域のファイバーネットワーク構

築（ブロードバンドの強化）には約 3000 億ユーロが必要であると試算されており、こうした投資が

欧州経済の安定化あるいは業界の競争力維持の見地から不可欠とされている。 

 

ICT 製造部門は、経済危機の影響を強く受けており、減収及び損失増加への対応に迫られている。

同部門は、十分な資金源を持たず、負債率も高いため、融資獲得が難しい。景気回復またはビジ

ネスモデルの再構築がない限り、危機的状況に陥る可能性もある。 

 

携帯電話及び固定電話業界が ICT 産業の牽引役としての立場を維持するには、高品質のネット

                                                 
56EITO 2008 年 11 月：EITO Special Report: The financial crisis and ICT markets in Europe, New market forecasts 

2008-2009 
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ワークと幅広いサービス提供を可能にする 新のブロードバンドインフラへの投資が必要となって

いる。インターネット関連ビジネスは、依然高い成長率を維持しており、特にデジタルコンテンツ配

信に関係した企業が伸びている。 

 

一方、半導体業界は、過剰生産能力と価格下落、そして投資の減少などの世界的悪化の影響を

受けている。産業全体のアジアシフトが鮮明になってきていることもあり、欧州の市場シェアは

2000 年以降 21%から 16%へと後退している。2008 年第 4 四半期から 2009 年第 1 四半期にかけて

大きな売上高の下落を経験した。過去 6 カ月間で生産能力が低下したことによる大規模な損失が

発生し、関連企業の一部は倒産保護手続きの状態にある。 

 

企業や消費者の動向を加味したマクロ経済指標によると、EU 内の ICT 製造業は、全体として経済

危機の影響を受け 2008 年以降減速している。しかし、通信業界などいくつかのサブセクターでは、

IT 機器分野に比べて影響はそれほど大きくない状況である。特に自動車業界から影響を受けや

すい電子機器や半導体機器を中心とした製造部門の低迷が目立っている。 

 

一方で今次の経済危機あるいは景気低迷を機に、異なるビジネスモデルの創出、構造改革、生

産プロセスの集約が加速するとの見方もある。特に製造分野では今後大きな変化が予想される。

こうした動きが新たな企業合併・買収の波となると見られ、産業政策上の調整が必要になるとみら

れる。業界の整理統合及び再編は、欧州の競争力強化にとって今後重要視される分野の一つと

して考えられている。 

 

主な特徴 

· ICT セクターの大半（60%以上）を従業員 250 人以上の大企業が占め、これら企業が同セクタ

ー全体の付加価値の 70%を産出している。 

 

· 製造部門の通信機器も大企業に集中している。大企業が付加価値全体の 80%を創出し、雇

用者数の 75%を占めている。また、事務機、電子管、ラジオ、テレビ受信機等も同様の傾向が

みられる。 

 

· サービス部門は、製造部門に比べて大企業に集中しておらず、分散している。通信業界が

も集中型のサブセクターである。例えば、ブロードバンド普及をけん引する IP 通信（VoIP）分

野が通信業界を大きく変えている。一方コンピューターサービス分野は、さらに集中性は低く

0.5%が大企業（250 人以上）で、産業内で約 45%の付加価値産出、約 30%の雇用を占めてい

る。付加価値産出の約 60%は、中小企業によって占められている。 
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競争力の現状 

2007 年まで世界全体の ICT 市場は拡大したが、2007 年から 2008 年前半にかけて経済環境の悪

化や主要市場の需要減などにより成長スピードが減速した。EU15 カ国（1790 億ユーロ）は、米国

（1850 億ユーロ）に次いで 2 番目に大きい市場であり、中国（1730 億ユーロ）が 3 番目に位置して

いる。主要輸出国は、中国（2380 億ユーロ）、EU15 カ国（1200 億ユーロ）、米国（860 億ユーロ）で

ある（2007 年）。また、ICT 製品の主要輸入地域となっている EU15 カ国の貿易赤字額は、2003 年

以来減少してきており、2007 年は前年比 6%減の 590 億ユーロとなった。米国もまた前年比 12%減

の 740 億ユーロだった。こうした変化は、為替レートの変動に加え、途上国や EU 新規加盟国にお

ける ICT 市場と生産の急成長という生産パターンの世界的変化が影響しているとみられる。EU や

米国の赤字は、アジア及びその他途上国への生産移転の結果だという見方である。例えば、高

付加価値の電子部品（半導体向け）が EU から PC や通信機器の完成品の生産地であるアジア向

けに輸出されている。しかし EU の ICT 製造の世界市場シェアは、2004 年の 13%から 2006 年の

11%と減少する傾向が強い。また、半導体部門における欧州の消費レベルが世界市場の 16%であ

るのに対して、生産量は 11%と低い。EU 全体における ICT 製品の割合は、輸出品目の 10.2%、輸

入品目の 14.4%を占めている。 

 

欧州 ICT 産業の競争力強化のための主な課題としては、産業全体の低炭素化に向けた ICT 技術

の活用、知的財産権（IPR）の効果的保護の強化、中小企業の国際的事業展開の促進などが指

摘されている。 

 

また、ICT 技術の普及の面でも問題が残っている。例えば、ブロードバンドなどの情報インフラ整

備が当面の 大の課題で、欧州委員会情報総局は、2010 年までに欧州域内全ての市民にブロ

ードバンドを普及させ、2013 年までには同じく全ての人々に高速ブロードバンドを提供するという

目標を掲げている。この他、テレコム市場の自由化、次世代通信網の整備、３G 携帯サービスや

デジタル TV の普及なども優先課題としている。 

 

さらに、EU 域内の ICT 政策枠組みの収斂も産業界の投資拡大の観点から重要である。加盟国の

ICT の研究開発及びイノベーション政策は、以下の通り、各国によって優先分野が大きく異なる。

雇用の創出、投資拡大による生産性の向上、競争力強化、社会的課題の解決への貢献との視点

から、EU 域内共通の ICT 政策枠組みが求められている。 

 

加盟国の ICT 政策優先分野の違い 

 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスラン

ド、ノルウェー、スウェーデン） 

南欧（ギリシア、イタリア、ポルトガル、スペ

イン） 

優先分野 政府のオンライン化 

ブロードバンド、標準化 

産業界と家庭への技術普及 

ブロードバンド 

デジタルコンテンツ 

産業界への技術普及 

個人と家庭への技術普及 
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非優先分野 ベンチャーファイナンス 

貿易と海外直接投資 

実証プログラム 

イノベーションネットワークとクラスター 

組織改革 

実証プログラム 

 

 

４－（２） 競争力強化のための枠組み 

以上の課題を踏まえ、欧州委員会は、欧州経済に占める ICT セクターの重要性のみならず、ICT

が他の経済活動を促す役割にも注目し、ICT 産業競争力強化政策を加速させている。ICT 活用領

域やデジタル化及び E ビジネスの拡大、標準化、E スキルの向上などが主な取り組みである。 

 

このうち、例えば、欧州経済社会のデジタル化については、欧州委員会情報総局は、以下の 4 分

野を柱とするパブリックコンサルテーションを2009年8月に開始し、将来ビジョン「デジタルヨーロッ

パ戦略」を策定している。同戦略は、経済再生に向け ICT 分野を成長戦略の核に位置づける動き

とみて良い。 

① 域内で生産されたデジタルコンテンツへのアクセス拡大 

② より安全かつ消費者重視型の携帯電話での支払い方法の普及 

③ 中小企業にも開かれたデジタル経済 

④ 低炭素化に向けた ICT ソリューションの活用 

 

ICT分野の標準化については、ICTの活用分野と関係するアクターの広がりにより複雑化している。

そのため欧州委員会は、これまでの ICT 標準化方法を抜本的に見直すためのコンサルテーション

を 2009 年 7 月に開始した。日米との「次世代 ICT」に向けた競争が激化する中、欧州の ICT 産業

の競争力は特に環境分野の標準化で主導権を発揮するものとみられる。 

 

また、ICT 技術の活用によって産業界全体のエネルギー効率化も図るという「グリーン ICT」戦略57

の具体化の動きも本格化している。これまで欧州委員会各総局や各種 EU プログラム、加盟国が

個々に展開してきた取り組みが、ICT 活用による「スマートな成長」を目指した欧州共通の枠組み

に組み込まれつつある。例えば、各種構造基金の取り組みなどと一体化させ、EIB の支援や加盟

国のアクションと連携させる動きが始まっている。当面、研究開発、イノベーション、地域や都市の

発展、グリーン公共調達、市場規制の適正化などの取り組みの体系化が重要となる。一方、真に

「スマートな成長」への転換は、基本的には民間企業のイノベーションによってもたらされる。その

ため、ブロードバンドネットワーク、スマートな電力グリッド、エネルギー使用や炭素排出のモニタリ

ング、交通システム、スマートな建設などの分野での企業の投資がさらに重要となる。従って、EU

の基本的な政策目標は、市場や規制の適正な枠組みの構築を通じ、これらの投資をもたらすこと

に置かれている。 

 

                                                 
57http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/policy/index_en.htm 
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以下では、こうした ICT 活用によるエネルギー効率化戦略「グリーン ICT」を EU の新たな ICT 産業

競争力強化政策として捉え、 近の進展を報告する。 

 

グリーン ICT 政策の推進―環境負荷低減への貢献を通じた競争力強化 

ICT ソリューションの有効活用により欧州の低炭素経済への移行を進め、より持続可能で、環境

に優しい成長、雇用（グリーンジョブ）の創出を図ろうとする動きが本格化している。欧州の ICT 企

業が CO2 削減に貢献するだけでなく、エネルギー効率化や排出削減分野において新たなビジネ

ス機会を拡大し競争力の強化を図るという考え方である。 

 

ICT 製品の生産及び機器利用から生じる CO2 排出量は、わずか 2%ほどだが、欧州委員会は、

ICT 業界に対して、他の業界（残り 98%）において 2020 年までに約 15 パーセントの CO2 排出削減

をもらすことができるとしている。これにより、2020 年までに世界全体で年間 5530 億ユーロ相当の

エネルギーコストの節約になると予測され、ICT 産業は 2007 年から 2020 年の間で世界全体の

GDP の 8.7%を占めるまで成長すると見込まれている。 

 

こうした欧州における「グリーン ICT」に対する政策的取り組みは、EU の環境エネルギー目標、い

わゆる「20・20･20」のひとつである「エネルギー効率の 20%向上」の達成を目指す取り組みとして

始まった。以下の通り、欧州委員会情報総局は、2008 年 5 月に発表したコミュニケーション「ICT を

通じたエネルギー効率の課題への対応」を起点に、域内の意見集約を矢継ぎ早に進め、2009 年

10 月には、ICT セクター及び加盟国に対し具体的な取り組みを要請する「勧告」を行った。 

 

欧州委員会による積極的かつ迅速な政策的イニシアティブの背景には、グリーン ICT は単に上述

の環境目的に資するのみならず、ICT 業界にとっても新たな事業機会の拡大につながるとの考え

方がある。そのため、欧州委員会の基本方針も、ICT 業界自身のエネルギー効率化に加え、ICT

技術を活用した他の産業界における効率化への積極的貢献を求める内容となっている。2008 年

11 月の「欧州経済再生計画」や 2010 年 3 月に発表されたリスボン戦略に代わる「Europe2020」戦

略案においても、運輸やスマートグリッド、製造分野などのエネルギー集約的な部門に対する ICT

技術の積極的な活用により、「グリーンな成長」を目指す取り組みを行う方針を明確にしている。 

 

2008 年 5 月 コミュニケーション「ICT を通じたエネルギー効率の課題への対応」58 

以下の通り、ICT セクター自身の排出削減と、ICT 技術を使った他セクター及び市民生活における

エネルギー効率の改善を図ることで、経済全体に利点をもたらすという「グリーン ICT」に関する基

本的な考え方を表明した。 

                                                 
58COM(2008) 241（2008 年 5 月 13 日） 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/com_2008_241_all_lang/com_2008_24

1_1_en.pdf 
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 欧州の CO2 全排出量に占める ICT セクター排出量の割合は約 2%。ICT 業界自らの技術の

効率化によってこれを削減。 

 残り 98%を占める他セクター排出削減にも貢献。ターゲット分野は、グリッド、住宅・建築物、

照明。 

 

欧州委員会は、上記コミュニケーション発表後、ICT の利用でエネルギー効率化が図られる有望

分野や EU がとるべきアクションを特定するために、ステークホルダーとのパブリックコンサルテー

ションを実施した。59さらに本件に関する新たな政策提言機関として、主な業界代表者などからな

る「ICT・エネルギー効率特別諮問グループ」（2008 年 6-9 月）を立ち上げ、スマートグリッド、建物、

道路交通、LED 証明、製造の 5 分野における ICT 技術の潜在的可能性及び課題の検証を図った。

60 

 

2009 年 3 月 コミュニケーション「エネルギー高効率な低炭素社会への移行促進に向けた ICT 活

用」61 

主要業界を含め域内のステークホルダーからの幅広い意見収集や「スマート 2020 – 情報時代の

低炭素社会経済を可能にする」（Smart2020 報告書）62にみられるような ICT による気候変動への

貢献策に関する国際的な検証の動きを踏まえ、新たなコミュニケーションを発表した。内容的には、

以下概要の通り、ICT セクターによる具体的な検討課題の提示とその取組方法に関する提案とい

う位置づけである。 

 

                                                 
59欧州委員会スタッフ作業文書（2008 年）パブリックコンサルテーション結果 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/ict4ee_public_consultation_results.pd

f 
60ICT・エネルギー効率特別諮問グループ報告書（2008 年 10 月 24 日） 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/consultations/advisory_group_report

s/ad-hoc_advisory_group_report.pdf  
61COM(2009) 111（2009 年 3 月 12 日） 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/com_2009_111/com2009-111-en.pdf 
62国際的な主要 ICT 企業をメンバーとする GeSI（Global e-Sustainability Initiative）と The Climate Change Group が

共同で発行。インド、中国、欧州、米国における事例を交えながら、データセンター、スマートメーターシステムやス

マートロジスティック、スマートビルディング、スマートグリッドなどに焦点をあてている。

http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=tbp5WRTHUoY%3d&tabid  
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2009 年 10 月 勧告「エネルギー効率性に優れた低炭素経済移行のための ICT 活用」63 

上記コミュニケーション発表後、再びパブリックコンサルテーション64を実施した上で、加盟国及び

企業が取るべき具体的なアクションを「勧告（Recommendation）」65という規制手法で提案した。特に、

ICT 業界に対して、エネルギー消費・排出量やその削減効果測定に関し、2011 年までに共通の測

定方法を定めるよう求めたことが注目される。 

 

                                                 
63C(2009) 7604（2009 年 10 月 9 日） 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/recommendation_d_vista.pdf 
642009 年 4 月-6 月に実施。欧州委員会（2009 年 9 月）パブリックコンサルテーション結果  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/report_pc_lowcarbon.pdf  
65EU の法形態の一種。法的拘束力を持たない代わりに政治的影響力という間接的な効果をもつ。ちなみにこの他

の法形態は「規則（Regulation）」「指令（Directive）」「決定（Decision）」でこれらは全て法的拘束力を持つ。 

 

欧州委員会コミュニケーションの概要 

 

課題 

・ 各社によって ICT 省エネ効果のデータが異なる。比較が不可能 

・ ICT 機器そのもののエネルギー消費量が不明確。基準化しなければ「Greenwash」型商品が市場に広がりか

ねない。現在の規制（EuP、エネルギーラベル等）も不完全なまま。 

→消費者が利用可能な客観的測定方法・データが必要。 

 

具体的提案 

・ まず業界自身が、セクター、企業、プロセスの各レベルのエネルギー消費・排出量測定方法基準を取り決め

る。 

・ 排出量が多いセクターと協力し、ICT による省エネの可能性を見極める。 

・ 各加盟国が EU 統一 ICT ツールを展開・普及。消費者や企業の行動変化を促し、同時に新たな ICT 市場の

拡大を目指す。 

 

注目分野と取り組み 

建築 

・ 官民パートナーシップが省エネ建築コンセプトの発展や省エネポテンシャルを見極め。 

・ 建築物エネルギー性能指令(EPBD)修正による省エネ建築物需要増効果。 

運輸 

・ 郵送・ロジスティック行動計画による物流合理化。 

・ ITS 行動計画によるモーダルシフト、マルチシフト化。 

スマートメーター 

・ スマートメーターの欧州 低性能基準を設定（既に標準化機関へマンデート付与）。 
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これは、企業によるエネルギー効率の算出方法が異なっており、共通した定量的基準の構築の

必要性があるという認識に基づく。また、ICT を活用したシミュレーション、モデリング、分析、モニ

タリング、ビジュアル化のツールがスマートビルディングのアプローチを支える上で重要であるとし、

業界間を越えた分野横断的な協力が信頼性と透明性の確保に繋がり、当面の主要課題の一つ

である投資妨げの軽減になると強調している。 

 

同勧告内容を踏まえ、欧州の ICT 業界団体「デジタルヨーロッパ」は、欧州委員会の協力の下、

2009 年 2 月、欧州 ICT エネルギー効率（ICT4EE）フォーラムを Tech America Europe66、GeSI67、

JBCE68と共同で発足させた。今後3年間でICT プロセスのエネルギー測定に関した共通測定方法

及び方法論の開発に加え、気候変動プロジェクト、2020 年の目標達成のための具体的な取り組

みを共同で行っていくとしている。69 

 

同フォーラムでは、ICT 分野の製品やサービスのエネルギー効率化に関する標準化やライフサイ

クル手法の確立に大きな役割を担うと見込まれる。また、エネルギー効率の面で ICT を有効に活

用するための他産業との密接な連携は、欧州産業全体の気候変動対策、高技能職の創出、経済

成長を確実に後押しすると見込まれている。例えば、ICT を駆使したイノベーション技術といわれ

るスマートグリッドに対する取り組みもさらに加速するものとみられる。 

                                                 
66Tech America Europe は米企業を親会社に持ち、欧州で活動する IT 及びハイテク企業の業界団体 

http://www.techamerica.org/europe  
67GeSI（Global e-Sustainability Initiative）は ICT 産業の持続可能性を促すための欧米業界のイニシアティブ（企業

や NGO などを含む） http://www.gesi.org/  
68JBCE（在欧日系ビジネス協議会） http://www.jbce.org/  
69取り組みの詳細は ICT4EE 作成のロードマップ参照。 

http://www.digitaleurope.org/uploads/media/ICt4EEForum_Roadmap_Final__19-02-10_02.pdf  

主な勧告内容 

 

対 ICT セクター 

・ ICT 機器・関連部品の製造・輸送・販売測定を含む全てのプロセスにおいて、測定検証可能な省エネ・排出

削減を目指す。 

・ 2010 年までに、エネルギー・環境パフォーマンス測定のための枠組みを設定する。 

・ 2011 年までに、共通測定方法に合意する。 

・ 2011 年までに、EU2020 目標に貢献するための 2015 年目標を定める。 

・ 同勧告発表後 3 ヶ月以内に、ロードマップを策定し、毎年報告を行う。 

・ 建設・運輸セクターと協力し、環境・エネルギー性能を高める ICT ソリューションの特定と大規模市場投入の

ためのロードマップを策定する。 

対加盟国 

・ 2010 年末までに、スマートメーターの共通 低機能仕様に合意する。 

・ 2012 年末までに、スマートメーター本格導入スケジュールを設定する。 
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４－（３） 研究開発とイノベーション 

EU 産業界全体の研究開発費用に占める ICT 業界の占める割合は、下図の通り、26.4%と も大き

い。しかし、ICT 分野の研究開発投資規模は、格差は徐々に縮小しているものの、まだまだ米国

及び日本に遅れをとっており、競争力維持のためにはさらなる投資が必要とされている。 

 

出所：欧州委員会 

 

ICT 分野の研究開発投資は製造部門によるものがほとんどで、電子及び通信機器関連に集中し

ている。中でも半導体業界が大きく、ソフトウェア分野も増加している。今後は特にナノテクノロジ

ーやブロードバンドなどの新技術分野への研究開発が増すものとみられる。 

 

EU は、FP7 や CIP などの欧州レベルの研究資金枠組みの下、ICT 研究及びイノベーションに 2007

年から 2013 年までの 7 年間で約 100 億ユーロ以上の予算を組んでいる。また、欧州 ICT 業界の

長期的競争力強化と投資の強化だけではなく、関連する全てのステークホルダーと将来の新技

術（FET）に関するイニシアティブの協力と連携にも力を入れており、GEANT（世界 速コンピュー

ターネットワーク）70、グリッド、スーパーコンピューター、データ保存など e-インフラの分野に注目し

ている。71 

 

EU による ICT 分野の研究開発とイノベーションに関する 近の取り組み 

· FP7 及び CIP 枠組みの下で進められる ICT 政策支援プログラム（ICT PSP）72 

· i2010 プログラム（ポスト i2020 を検討中）73 

                                                 
70http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/354&format=HTML&aged=0&language=EN&gu

iLanguage=en  
71http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0390:FIN:EN:PDF  
72http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm  
73http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0390:FIN:EN:PDF  
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· 「欧州の ICT 研究開発とイノベーション戦略」コミュニケーション74 

· 「商業化前の調達」75 

· 「21 世紀に向けた e-スキル：競争力、成長、雇用の強化」コミュニケーション76 

· e-インボイス・イニシアティブ77 

· ICT 標準化の検討78 

· ICT 関連技術プラットフォーム（以下 9 件） 

ARTEMIS （Embedded Systems） 

eMobility  （Mobile and Wireless 

Communications） 

ENIAC    （European Nanoelectronics 

Initiative Advisory Council） 

EUROP   （The European Robotics 

platform） 

ISI       （Satellite Communications） 

NESSI （Networked European Software & 

Services Initiative） 

NEM   （Networked Electronic Media） 

Photonics21 （Photonics） 

EPoSS （Smart Systems Technologies） 

 

（ARTEMISとENIAC2つのプラットフォーム

はJTIの一部) 

 

PPP「未来のインターネット（Future Internet）」79 

欧州委員会は、2009 年 10 月、「未来のインターネット（FI）」に向けた官民パートナーシップ（PPP）

の設置を発表した。これは、EU の経済再生計画の下、未来のインターネット技術（エネルギー、モ

ビリティー、ヘルス、環境、コンテンツなど）の活用を目指し、以下のようなスマートインフラの整備

などを重点分野80として取り組むものである。 

 

· スマートグリッド 

· スマート環境情報システム 

· スマートシステム（運輸及びモビリティー分野） 

· スマートヘルスケアシステム 

 

FI の予算総額は、3 億ユーロ（2011－2013 年）。活動の主体は、加盟数カ国の関連機関から構成

される「未来のインターネットフォーラム（FIF）」で、欧州委員会や企業、研究機関が参加する「未

来のインターネット総会（FIA）」81において FI の活動方針を検討する。また、業界組織の欧州 FI イ

ニシアティブ（EFII）は、2010 年 1 月に発表した白書を通じ、2015 年までに欧州レベルのコミュニケ

ーション機能を持つスマートインフラの構築及びサービスの実施・展開を目標として掲げている。82 

                                                 
74http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0116:FIN:EN:PDF  
75http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/priv_invest/pcp/documents/commpcp_en.pdf  
76http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/comm_pdf_com_2007_0496_f_en_acte_en.pdf  
77http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index_en.htm  
78http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=3152&userservice_id=1  
79「未来のインターネット」は、日本における「新世代ネットワーク(NWGN)」に相当。 

 http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/index_en.htm 

 
81年 2 回総会を開催。http://www.future-internet.eu/home/future-internet-assembly.html 
82http://www.future-internet.eu/fileadmin/initiative_documents/Publications/White_Paper/EFII_White_Paper_2010

_Public.pdf http://initiative.future-internet.eu/home.html 設立メンバー企業は、Alcatel-Lucent、Atos Origin 
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EU は、FI の取り組みを通じ、以下が実現されると期待している。83 

 欧州 ICT セクターの長期的成長 

 世界におけるマーケットリーダーの維持 

 社会的な目標の達成 

 インターネットインフラにおけるイノベーション依存度の高いアプリケーション及びサービ

スへの支援 

 

                未来のインターネット（FI） 

対象 ICT・インターネットセクター。エネルギー、生活（家電製品等）、健康、運輸の分野に関連するICT技術。

課題 インターネット技術の 大活用を制限する社会・商業面における障壁の除去が求められている。 

目標 

・ オープンかつ安全で、信頼性が高いインターネットインフラ基盤の活用 

・ 技術とアプリケーション間の相互リンクの向上 

・ 分野横断的産業連携の強化 

・ 規制及び政策課題への取り組み 

・ 地方、地域、国レベルのエンドユーザー及び社会/消費者団体の関与による社会的利益の 大化 

予算 3 億ユーロ（2011－2013 年） 

入札の予

算と内容 

第 1 回目 2010 年中旬（7000 万ユーロ）： 

· 技術基盤（ 大 4 年） 

· 技術シード（種まき）・リード能力（ 大 4 年） 

· 使用領域-フェーズ A（18 カ月） 

· プログラムサポート（ 大 4 年間） 

第 2 回目 2011 年第 3 四半期（１億ユーロ）： 

· テストベッド（実際の運用環境に近い試験用基盤）の構築-フェーズ B（2 年間） 

第 3 回目 2012 年中旬（１億 3000 万ユーロ）： 

· テストベッドの拡大-フェーズ C 

· 技術基盤のバックボーン-補足 

· 中小企業向けオープン・イノベーション（2 年間） 

その他 
特に優先研究分野として欧州テクノロジープラットフォーム（ETP）の eMobility、NEM、NESSI、ISI、

EPoSS、Photonics21 を挙げている。84 

 

ICT 技術を基盤としたイノベーションや研究開発は、エネルギー効率や電力供給などに留まらず、

産業界全体の新たな事業機会の創出、経済成長、雇用創出に貢献するものとみられる。従って、

EU は、既述の通り、こうした新たな事業を喚起し、成長を促す重要実現技術（KET）の中核に ICT

を位置づけている（詳細は、２－（１）参照）。 

 

                                                                                                                                            
SAE、BT、Deutsche Telekom AG、Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.、Ericsson AB、Eurescom GmbH、

France Télécom、Nokia、Nokia Siemens Networks、Siemens AG、Telecom Italia、Telefónica、Thales、

Technicolor。 
83http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/lead/index_en.htm  
84http://initiative.future-internet.eu/fileadmin/initiative_documents/Publications/FI-SRA-XETP-Group.pdf  
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III. 成長産業分野における原料の安定的確保に向けた戦略 
 

１．背景 

機械産業の競争力を支える原材料の安定的確保を巡る EU の戦略的な取り組みが加速している。

これは、2007 年 5 月に競争力理事会が欧州委員会に対し、以下のような産業政策としての原材

料に関するさらなる取り組みを求めたことが契機となった。 

 

 欧州産業界のための原材料供給に関する統一的なアプローチの開発（外交、通商、環

境、研究開発、イノベーション政策など通じた一体的な取り組み） 

 途上国、コスト効果、信頼性、環境などに配慮した資源アクセス。天然資源、二次原材

料、リサイクル可能な廃棄物に関する研究促進。 

 

同理事会審議結果を受け、欧州委員会は、加盟国、EU の非エネルギー資源採掘産業、欧州地

質調査機関、その他関係組織（環境 NGO や労働組合など）などの主要ステークホルダーと協力し

てフォーラム「原材料供給グループ（RMSG）（企業総局が議長）85」を立ち上げ、EU による資源採

掘に関する今後の政策を検討し、2007 年 6 月に報告書を発表している。86 

 

また、これらに先立つ 2006 年 7 月には欧州経済社会評議会が、報告書「欧州産業への原材料供

給に関するリスクと課題」を通じ、原材料供給の重要性及びリスボン戦略下の産業政策に鉱物資

源の効率化、資源節約、再生可能な資源への転換を含めるべきだと強調している。87 

 

ハイテク製品や一般消費財にとって原材料は必要不可欠な要素であり、欧州の機械産業の競争

力確保のため EU 域内外の原材料に関する公平なアクセスが重要となっている。特にハイテク金

属などは輸入依存度が高く、例えば、欧州産業はニオブの 90%をブラジルから、レアアースの 95%、

アンチモンの 87%を中国からの輸入に依存している。88 

 

さらに、こうした原材料の確保自体が難しくなっているという事情がある。資源保有国の経済発展

による需要増により、自国内の川下産業の支援のため、欧州への原材料の輸出を停止・制限さ

せる保護主義的な措置を導入する国が多くなっているからである。EU は、中国等の新興国におけ

る希少金属（レアメタル）の需要増加や、こうした新興国による資源豊富国（アフリカなど）における

原材料の優先的アクセスを目指した探鉱・採掘活動の活発化を特に注目している。 

                                                 
85http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/fiches_raw_materials_supply_group_en.pdf  
86http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/sec_2007_771_en.pdf  
87http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\ccmi\ccmi028\ces964-2006_ac

.doc&language=EN  
88http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_7344_en.htm  
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こうした世界的動向を踏まえ、欧州委員会は、EU 製造業の競争力にかかわる一次及び二次非エ

ネルギー原材料の現状把握及び EU レベルの政策策定のため、2008 年にパブリックコンサルテー

ションを実施した。89その結果を踏まえて同年 11 月に「原材料イニシアティブ」に関するコミュニケ

ーションを発表し、欧州産業界による原材料アクセスの確保・改善に向けた本格的な戦略構築を

提案した。90 

 

同コミュニケーションは、2002-2008 年で金属価格が 3 倍に上昇、2002 年から 2005 年の間で世界

の産業用金属の世界消費増加量の 50%は中国が占めるようになったとの欧州内の懸念の高まり

を踏まえたものである。例えば、ドイツは、2010 年から中国が廃材金属の輸入関税を課さない措

置を実施することで、世界の廃材金属がすべて中国に吸収されてしまうことを懸念している。91 

 

また、欧州委員会コミュニケーションは、中国、ロシア、ウクライナ、アルゼンチン、南アフリカ、イン

ドなどの国において、400 種以上の異なる原材料に関して 450 以上の輸出制限措置が存在すると

指摘している。特に中国のレアメタル類の輸出制限措置に関しては、原材料を目指した競争が歪

められ国際価格の高騰を招くとし、EU と米国は 2009 年 6 月、WTO に提訴している。欧州委員会

は、中国がボーキサイト、コークス、蛍石（フローライト）、シリコンカーバイト、亜鉛の輸出制限によ

って欧州産業への供給に問題が出ているとし、自動車業界など経済危機下の欧州産業界に対す

る影響を懸念している。92 

 

（表Ⅲ-1）非エネルギー原材料輸出制限措置の事例 

原材料 国 

アルミニウム（鉱石、濃縮物、純未加工金属） 中国 

コークス ウクライナ、中国 

銅（鉱石、濃縮物、中間物、未加工金属、マスター合金、合金鉄） 中国 

クロム、ニッケル、モリブデン、タングステンの合金 中国 

鉄鋼屑 ロシア、ウクライナ 

ハイテク金属（レアアース、タングステン、インジウム） 中国 

鉄鉱石 インド 

マグネシウム（鉱石、濃縮物、中間物、未加工金属） 中国 

マンガン 中国 

モリブデン（鉱石、濃縮物、中間物、未加工金属） 中国 

ニッケル（鉱石、濃縮物、未加工金属、電気めっき、陽極） 中国 

非鉄屑 中国、インド、パキスタン、ロシア等 

生革、革、ウエット・ブルー・レザー アルゼンチン、ブラジル、インド、パキスタン等 

黄リン 中国 

木材 ロシア 

                                                 
89http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=1249  
90http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1628&format=HTML&aged=0&language=EN&g

uiLanguage=en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/sec_2741_en.pdf  
91http://www.euractiv.com/en/sustainability/german-industry-warns-raw-materials-gap/article-184827  
92http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/986&format=HTML&aged=0&language=EN&gu

iLanguage=en http://www.euractiv.com/en/trade/eu-us-act-china-raw-material-exports/article-183436  
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出所：欧州委員会 

 

 

２．「原材料イニシアティブ」の取り組み 

原材料へのアクセス確保あるいはその価格安定は、EU 経済の正常な機能あるいは産業競争力

強化にとって不可欠である。EUは、建設、化学、自動車、航空、機械、設備など多くの産業が原材

料へのアクセスに支えられており、その規模は総額 1 兆 3240 億ユーロ、就業者数 3000 万人に上

ると試算している。 

 

上記コミュニケーションは、原材料の確保がハイレベルの政治的問題だとし、以下の 3 つを柱とす

る EU 内の総合的な戦略を提案している。同時に、今後優先して取り組むべき活動内容も明らか

にされた（表Ⅲ‐3 参照）。 

 

（1） 歪みの無い国際市場を通じての原材料の安定確保の実現（外交手法を含む） 

 公平な途上国資源へのアクセスの確保 

- 国際協力の強化（G8 、OECD、UNCTAD、世界銀行など） 

- 二国間・多国間の貿易協定や規制対話 

- 不公正な貿易措置の特定と対応（WTO での交渉や紛争解決、市場アクセスのパー

トナーシップ確立） 

- EU 全体に不利益となる開放的な国際市場を危うくする問題を優先 

 

 持続可能な原材料確保 

- 公共財政や天然資源の管理などの能力強化を目指した途上国支援 

- EU 予算による財政支援の強化 

- 適正な投資環境の整備促進（企業の公平性、採鉱の透明性、適正な税制） 

- 原材料の持続可能な管理の促進（社会・環境問題や児童労働を含む人権問題の

改善） 

 

（2） より良い枠組みづくりによる EU 域内からの持続可能な資源供給の強化 

 土地利用に関する規制枠組みの改善 

- 探鉱と採掘の土地利用計画や運営に関したベストプラクティスの情報交換を促進 

- 加盟国内の国家地質調査の実施を増加 

- 下表面成分に関した全地球的環境・安全モニタリング（GMES）の活用戦略を構築 

- EU の指定する野性生物の特別保護区域 Natura2000 における採掘活動のガイドラ

イン構築 

 

 国家地質調査間の連携改善によって EU の知識基盤増強 
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- EU 内の鉱床に関する知識基盤の向上 

- 国家地質調査間のより良い連携（情報交換、データ互換性及び普及の向上、中小

企業重視） 

 

 スキルと研究の促進 

- 大学、地質調査機関、産業間の効率的パートナーシップを通したスキルの普及 

- 研究の促進（探鉱・採掘技術、リサイクル、代替物質、資源効率の分野） 

FP7 枠組みの下、原材料の抽出及び加工に重点を置いた研究プロジェクトを推進。

持続可能な鉱物資源の欧州テクノロジープラットフォーム（ETP－SMR）において、

地中及び海低に埋まる資源（深海鉱物資源も含む）を探し出す画期的な探鉱技術

と、経済と環境の利益を 大化する新採掘技術の開発に焦点を当てる。93 

 

（3） EU 域内の一次原材料消費低減のための資源利用効率化及びリサイクル促進 

 資源効率向上と原材料の代替材料開発 

- SCP・SIP 行動計画などを通じ資源効率とエコイノベーティブな生産方法を推進 

- 関連研究プロジェクトの促進 

 

 リサイクルの促進と二次原材料の利用促進 

- 廃棄物輸送規制（Waste Shipment Regulation）及び違法な輸送ルートの情報公開 

- ①規制、標準、ラベリング、②公共調達と資金調達、③情報交換及び国際的取り組

み（リサイクルに関するリードマーケットイニシアティブの 2008-2011 年行動計画）、

などの措置によるリサイクル市場の促進 

 

欧州委員会は、特に、ハイテク製品に不可欠なニオブ、白金、チタンなどの金属が、（将来的に）

危機的な状況になると懸念している。例えば、携帯電話のタンタル、液晶薄型テレビのインジウム、

今後普及が予想される LED のガリウム（通常の電球よりもタングステンワイヤーの使用量が 50%

低減される）などである。ハイテク物質は、革新的な環境技術の基盤として特に重要である。例え

ば、太陽電池用薄膜（CIGS 薄膜太陽電池）の銅-インジウム-ガリウム-セレン化合物（CIGS）、自

動車排出ガスの触媒やプロトン交換膜燃料電池（PEMFC：高分子形燃料電池）、燃料電池車やハ

イブリッド車に用いられる白金類金属、電気・ハイブリッド自動車のためのリチウム-コルドバッテリ

ー、エネルギー効率に優れた航空機や地上用単結晶タービンブレードに用いるレニウムとルテニ

ウム超合金、ボーイング 787 やエアバス 350 などの旅客航空機に用いられるチタンなどである。 

 

こうしたハイテク金属の供給市場における不安定性または非弾力性の問題については、フランス

の地質調査機関 BRGM が、以下の通り、この面での短中期的リスクの高い物質とともに今後重要

                                                 
93http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/best-practices/lulea_declaration_200910_en.pdf  
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物質に指定すべき物質を特定している。BRGM は、以下リストは例示的なものであり、加盟国及び

ステークホルダーとの合意に基づく方法により査定を進めていく必要があるとしている。94 

 

（表Ⅲ-2）供給リスクが懸念される物質 

短中期リスクの高い物質： 

アンチモン、クロム、コバルト、ゲルマニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、マグネシウム、モリブデン、白金、

パラジウム、ロジウム、レアアース、レニウム、チタン、タングステン 

リストに追加される可能性がある物質： 

クロム、マンガン、ニオブ、タンタル、バナジウム 

（日本・米国でも備蓄政策の対象となっており、産出国が限定されているため） 

 

（表Ⅲ-3）原材料イニシアティブの活動内容 

主要関係機関 
内容 

欧州委員会 加盟国 業界 

1 重要原材料の特定。 ○ ○ ○ 

2 対主要産業国及び資源保有国の EU 戦略的原材料外交の展開 ○ ○  

3 原材料のアクセス及び持続可能な管理に関する必要に応じた二

国間及び多国間の貿易協定・規定の追加。 
○ ○  

4 第三国により歪められた貿易規制措置の特定と解決に向けた取り

組み。WTO 交渉可能なメカニズムや手段を活用。 

監視の向上（必要に応じステークホルダーからのインプットも含め

貿易面からの進捗レポートを毎年発表）。 

○ ○ ○ 

5 途上国への開発援助政策における予算援助や共同計画、その他

の手法を通じた原材料への持続的アクセスの促進。 
○ ○  

6 土地利用に関する規制枠組みの改善： 

・土地利用計画及び探鉱・採掘の管理状況に関するベストプラクテ

ィスの情報交換 

・EU 環境特別保護区域 Natura2000 における採掘活動再検討のガ

イドライン構築。 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

7 EU レベルの情報ベースを目指した各国地質調査間の連携強化。  ○  

8 革新的な探鉱・採掘技術やリサイクル、代替材料、資源効率化に

焦点を当てた研究及びスキルの促進。 
○ ○ ○ 

9 資源効率の向上、代替材料開発の強化。 ○ ○ ○ 

10 EU 内のリサイクル及び二次原材料の利用促進 ○ ○ ○ 

出所：欧州委員会 

 

 

３．EU の原材料確保戦略に関する現状と課題 

戦略的な原材料リストの選定 

現在、EU は、世界の資源確保競争激化の観点から自らの経済戦略上将来的に重要となる原材

料リストの作成に向け、業界団体の MMTA（希少金属貿易協会）95と協力して、候補物質 49 種の

査定・検討を実施している。 

 

欧州委員会はコミュニケーション発表当初は、コバルト、リチウム、レアアースを含む 20 種のみを

                                                 
94http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/sec_2741_en.pdf  
95MMTA は、ロンドンに本部を置く世界的な希少金属を扱う企業の業界団体。会員企業は、欧州以外の北米、アジ

ア（含む日本）など 30 カ国から約 120 社。会員の業種はトレーダーに限らず、鉱山会社、中間材料の生産会社、販

売会社と幅広い。ＥＵ機関に対するロビーも行っている。http://www.mmta.co.uk/home/ 

http://www.mmta.co.uk/news/mmta_and_european_commission_meeting_report/  
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候補物質選定対象としていたが、その後、通信産業、航空産業、その他イノベーションの基盤とな

るハイテク産業・環境技術（再生可能エネルギー、温室効果ガス削減関連等）に必要とされる資源

競争の分析・調査へと進み、ニオブ、白金、チタン等を含めるなど候補物質を拡大している。（表

Ⅲ-2 及び 4） 

 

EU 関係者によれば、現在検討されている候補物質の 40%は自動車産業、30%は航空産業に使用

されるという。今後、欧州委員会は、特に雇用機会及び各産業部門が創出する付加価値の観点

から、原材料確保が持つ欧州経済にとっての重要性を検証し、2010 年 5 月に原材料リストを含む

「戦略的な原材料」に関する報告書を発表する予定としている。その後、報告書は理事会レベル

で審議され、2010 年末までに「戦略的な原材料リスト」が完成される予定である。現在、専門家グ

ループにより、こうした戦略的原材料に関するデータの収集・分析が行われている。 

 

ビジネスヨーロッパ（欧州経団連）もまた、グリーン技術製品に用いられるハイテク金属などの原

材料供給が欧州産業にとって重要であるとし、多国間（WTO や OECD）及び二国間（特にアフリカ）

の貿易政策、そして重要原材料リストの策定に関して欧州委員会が果たす役割に強く期待してい

る。 

 

（表Ⅲ-4）欧州委員会の選定したイノベーティブな「環境技術」のためのハイテク物質候補 

課題分野 ソリューション・用途 原材料（装置・部品） 

白金、パラジウム 

REE* 

燃料電池 

コバルト 

サマリウム（永久磁石） 

REE：ネオジウム（高性能磁石） 

銀（高度電気モーター発電機） 

ハイブリッド車 

白金、パラジウム（触媒） 

シリコン、ガリウム（太陽電池） 

銀（太陽電池、エネルギー回収/変換） 

代替エネルギー 

金、銀（高性能ミラー） 

未 来 の エ ネ ル

ギー供給 

エネルギー貯留 リチウム、亜鉛、タンタル、コバルト（充電電池） 

高度冷却技術 REE 

新型照明 REE、インジウム、ガリウム：LED、LCD、OLED 

省エネタイヤ 多種類の産業用ミネラル 

省エネ 

超合金（高効率ジェットタービン） レニウム 

排出ガス防止 白金、パラジウム 環境保護 

排出ガス浄化 銀、REE 

高度精密機器 ナノテクノロジー 銀、REE 

小型化 タンタル、ルテニウム（ミクロラボ・ソリューション） 

インジウム 新たな IT ソリューション 

ウォルフラム（高性能スチールハードウェア） 

IT 

RFID（携帯用消費者電子機器） インジウム、REE、銀 

* レアアース物質（スカンジウム、イットリウム、ランタニド）、RWTH Aachen（2008 年）、BRGM（2008 年）、USGS

（2008 年）からのデータを基に企業総局が選定。 

出所：欧州委員会 

 

リサイクル分野の取り組み 

一方、｢先ずは資源利用の効率化を目指し、リサイクルなどにより、一次原材料の消費を減少させ

る｣との考え方も共有されつつある。EU の廃材リサイクルからの二次原材料の利用は、金属生産

材料の 40-60%を占めている。原材料の域外依存の軽減の観点からもリサイクルは有意義である。
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しかし、欧州は、使用済み製品の多くが違法に EU 域外に持ち出され、域内でのリサイクルが行わ

れていないという問題を抱える。過去 8 年間で、EU における非鉄金属及び貴金属の廃材輸入量

は 40%近く減少する一方、輸出量は 125%増加している。鉄鋼屑の輸出に関しても増加傾向にあ

る。 

 

このため、電気電子機器廃棄物指令（WEEE）や使用済み自動車に関する指令（ELV）などの既存

廃棄物規制の徹底と共に、欧州委員会及び加盟国による適切な廃棄物輸出に関する規制強化

が必要だとの認識が高まっている。EU は、当面、リサイクル分野のリードマーケットイニシアティブ

（LMI）96の下、以下のような措置を柱としてリサイクル市場の拡大を目指すこととしている。 

 

 規制、スタンダード、ラベリング 

 公共調達、助成 

 情報共有及び国際的な活動 

 

製品及び素材にかかわるリサイクル市場の拡大のためには、 低限の基準や認証スキームなど

が整っており、公平で透明性が確保された規制環境が求められる。LMI は、梱包・包装に関する

CEN の標準規格（パッケージ回収及びリサイクルの促進）や廃棄物枠組み指令（2020 年までに廃

棄物のリサイクル率向上：家庭ごみ 50%、建築建設廃棄物 70%）、グリーン公共調達などの実施に

取り組むことで、こうしたリサイクル市場の拡大に貢献すると期待されている。 

 

代替材料の開発 

また、資源効率化やエコイノベーティブな製品加工にかかわる代替材料の開発に対する取り組み

も加速しつつある。後述の持続可能な鉱物資源に関する欧州技術プラットフォーム（ETP-SMR）に

おいても優先課題の一つとされており、他の研究プラットフォームなどと連携した分野横断的な研

究開発がさらに進められる見通しである。例えば、EUの第7次研究枠組み計画（FP7）の研究テー

マ「ナノサイエンス、ナノテクノロジー、材料、新生産技術（NMP）」の 2010 年作業計画では、「グリ

ーン・ナノテクノロジー」を利用した素材または代替成分を扱うプロジェクトに取り組むこととしてい

る。特に希少資源または環境に悪影響を与える原材料、有害物質、廃棄物の削減を目指して、

ETP-SMR と連携を行うとしている。同プロジェクトを通じ、国際レベルの研究協力を進められ、代

替材料開発を通じた欧州原材料戦略への貢献が期待されている。97 

 

 

                                                 
96http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/recycling/index_en.htm  

http://www.urenio.org/wp-content/uploads/2008/01/lmi-communication.pdf  
97http://www.deljpn.ec.europa.eu/common/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/transf

er.php?file=/uid000002_32303130303230325F546F6D656C6C696E6950726573656E746174696F6E5F46656232303

1302E706466 
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持続可能な鉱物資源・欧州技術プラットフォーム（ETP-SMR） 

 

2005 年 3 月に欧州鉱業の近代化及び再形成することを目的に設立されたプラットフォームで、幅

広い天然資源を対象に関連技術の優先分野の研究に取り組んできた。 

 

ETP-SMR のビジョン 

 欧州鉱業を伝統的産業から知識ベースの産業に再形成。 

 特に中小企業、EU 新加盟国内において、新規及びより良い雇用を創出。 

 環境フットプリントの低減を目指す EU 経済にとって必要な天然資源の供給と安定。 

 欧州の鉱業関連技術のリーダーシップ及び競争力の強化。 

 顧客と社会への貢献 

 

2009 年 3 月に改訂された戦略的研究課題（SRA）は、2008 年 11 月の「原材料イニシアティブ」コミ

ュニケーションに基づいたものであり、以下の 5 点を優先分野としている。具体的研究について

は、他のETPやFP7の研究プロジェクトと分野横断的に協力していくとしている。その内容は、短・

中・長期的優先項目に分類され、原材料イニシアティブの活動分野（上記表Ⅲ‐3）をベースとして

いる。98 

優先分野 

 重要原材料の特定 

 イノベーティブな原材料探査の実施 

 採掘と原材料処理技術の開発 

 二次原材料の利用促進 

 リサイクルの促進 

 

優先技術99 

 高付加価値で新たな鉱物製品のためのイノベーティブなコンセプト及び加工 

 持続可能な資源の自給自足につながる技術 

 鉱物の採掘、加工、再生に関する新たな戦略及び技術 

 環境フットプリントの削減 

 

 

                                                 
98http://www.etpsmr.org/contents/downloadable-documents/Public%20Download%20Area/SRA_Rev3_Vers_3MOD

.pdf 
99http://www.etpsmr.org/contents/downloadable-documents/Public%20Download%20Area/ETP_SMR_Presentatio

n_SEP_2009.pdf 
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備蓄制度の検討 

欧州委員会コミュニケーション「原材料イニシアティブ」の付属文書では、米国及び日本の原材料

確保に関する備蓄制度が参考事例として取り上げられている。現在、EU は、域内加盟国から構

成される自由市場という特性もあり、域内レベルの共通備蓄政策を実施していない。欧州の統一

的アプローチが容易ではないと同時に、これまで加盟国レベルの政治的な理解やそれに伴う予

算が不足していたという問題がある。今後、域外国の事例を参考に、こうした EU の従来のアプロ

ーチが見直される可能性もある。 
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結びに代えて 

 

２００９年３月、欧州委員会は EU の新たな競争力強化戦略「Europe2020」を発表した。リスボン戦

略の後継となる「Europe2020」は、2008 年末から深刻化した経済危機を乗り越え、今後 10 年間で

欧州が目指すべき経済社会ビジョンとして「スマート」、「グリーン」、「包摂的(inclusive)」の３つの

柱を掲げた新たな成長戦略である100。 

 

経済危機の影響と欧州機械産業の当面の課題 

欧州の機械産業の多くは、経済危機から深刻な影響を受ける一方で、グローバル化への対応及

び低炭素経済（グリーン経済）への移行という中長期的な課題を抱え、自らの生産活動や製品の

見直しを迫られている。こうした事業環境の変化が主要機械産業にもたらしつつある影響は、以

下の通り、業界ごとに異なる。全体としてみれば、事業の抜本的な変更が迫られている業界もあ

れば、新たなビジネスチャンスとして前向きに捉えている業界もある。 

 

①一般機械 

欧州一般機械産業は、今次の経済危機によって も深刻な影響を受けた産業のひとつである。し

かし、長期的にみて、他の機械産業の多くが直面している過剰生産能力などの構造的な問題を

抱えているとはいえない。また、基本的には、同業界の経営動向は他産業の投資サイクルに依存

しており、顧客となる産業の経営状況悪化とともに業績が低下する傾向にある。欧州全域あるい

は世界経済全体の投資レベルに強く左右される産業だと言える。特に、工作機械部門では、こう

した傾向が際立つ。顧客企業のグローバル化あるいは低炭素化への対応がビジネスや投資拡大

につながれば上昇軌道に戻るとみられている。 

 

②電子・電気機械 

上記同様に、電子電気機械産業も現下の経済危機によって深刻な影響を受けた。危機以前は、

極めて順調に推移していたため、その落ち込み振りは特に目立っている。長期的には、ＥＵレベル

の気候変動対策が野心的な 2020 年目標を維持することにより、電子電気製品に対する需要が拡

大し、グローバル経済の牽引役を担うとみられている。しかし、そのためには、EU の気候変動政

策が、長期安定的な枠組みを提供し、産業活動を活性化させるような適切な目標設定と実現手法

を備える必要がある。. 

 

③自動車 

自動車産業も、信用収縮により、深刻な打撃を受けた。特に、乗用車よりも商用車部門（バン、トラ

                                                 
100 「スマート」は、イノベーション、教育、デジタル社会、「グリーン」は、気候変動、エネルギー、モビリティー、産業

競争力、「包摂的」は、雇用とスキル、貧困などの社会的問題、などをそれぞれ重視して取り組むことを指す。 
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ック、バスなど）が大きな販売不振に陥った。政治的にはまだ大きな問題に至ってはいないが、中

小自動車部品メーカーの経営が急激に悪化している。EU 加盟国政府は、スクラップインセンティ

ブなどの支給により市場での需要の下支えを積極的に行った。しかし、法人需要に依存する商用

車業界は、企業の景況感や設備投資、物品購入の落ち込みの影響が大きく、政府が支給するイ

ンセンティブの恩恵は得られなかった。一方、気候変動対策及び経済再生計画の一環として、グ

リーンカー開発普及支援が本格化している。グローバルな競争が激化するＥＶや燃料電池などの

「クリーンでエネルギー効率的な車両」の開発普及が、今後の欧州自動車産業の競争力を左右す

る 大の要素となるとみられる。また、長期的にみて、欧州自動車業界は、中東欧やその他の新

興国への生産シフトが急激に進んだこともあり、深刻な過剰生産応力問題を抱えている。市場原

理からみればリストラが合理的な選択肢ではあるが、雇用問題として政治問題化する可能性があ

るため、緩やかに進行するものとみられる。 

 

④ICT 

同業界は、機器製造部門がサービス部門よりも経済危機の大きな影響を受けた。特に、半導体

生産が 2008 年末から 2009 年前半にかけて急激に落ち込んだ。半導体機器メーカーは大幅な需

要減に直面し、世界の生産設備稼働率も 50％程度となった。 政府による経済刺激策は、危機下

の ICT 業界を直接間接に支えた。多くの政府は、ICT 関連の長期的投資を促す刺激策を展開した。

ブロードバンドに対する直接的な投資の他に、ITS や電子機器やソフトウェアを搭載したグリーン

カー、スマートなビルディングやグリッド、健康、環境、公共サービスの現代化などへの投資を通じ、

ICT 産業の成長を間接的に支援する政策が数多く打ち出された。長期的にみると、グローバル化

により ICT の生産環境は大きく変わった。ICT の製造とサービスの双方に占めるアジア諸国のシェ

アが大きくなっている。経済危機により、ビジネスモデルが変化し、世界や欧州内のリストラや産

業再編が加速した。製造部門の変化が も顕著である。合併や買収などの新たな波が生まれ、

欧州産業政策の見地からも対応が求められる状況となっている。こうした製造部門のリストラや再

編は、欧州 ICT 業界の今後の競争力を左右する重要な要素となる可能性がある。 

 

 このように業界毎の違いもあるが、欧州機械産業が全体として直面する共通課題を上げれば以

下の通り指摘できる。 

 

• （特にハイテク技術分野の）原材料供給の重要性が増大 

• リストラの適切な管理、資金への十分なアクセス確保 

• 熟練労働力の不足、斜陽産業から新興産業への円滑な熟練労働者の移動 

• サービス産業の役割増大 

• 企業環境、特に中小企業にとって好ましい事業環境の整備 

• 人口動態の変化及び健康や安心の重視など、新たな社会的課題への対応 
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EU の新たな産業競争力強化政策 

「Europe2020」戦略は、こうした課題を踏まえ、経済危機からの脱出とグローバル化及び低炭素化

（グリーン経済）に向かう流れの中でのビジネス機会獲得のための政策枠組みとして、新産業政

策フラッグシップ・イニシアティブ「グローバル化時代の産業政策」を打ち出している。これは、欧州

内の知識集約的な産業基盤の維持発展を目指し、機械産業を中心とした国際的な競争力強化を

図るものである。企業による原材料へのアクセスからアフターセールスのサービスまで拡大を続

ける国際的なバリューチェーンのあらゆる要素に取り組む新たな産業政策の構想である101。 

 

欧州委員会は、新たな産業政策の柱として以下の取り組みを上げている。特に、注目されるのは

これまで加盟国主導の色彩が強かった産業政策において、EU と加盟国の政策展開の相互作用

あるいはシナジーの強化を志向していることである。これは、グローバル化と域内市場の統合深

化により、欧州産業の競争力を取り巻く環境が複雑化している実態を踏まえたものとみることがで

きる。競争力がますます他のセクターや地域の企業業績に依存せざるをえない状況になっている

のである。こうした相互依存の新展は、ある加盟国の政策措置が他国に大きな影響を与えるとい

う問題でもある。従って、従来は、EU と加盟国がそれぞれ部分的に展開していた産業政策を統合

していく必要がある。ＥＵは、自らの業界横断的及び業界別の政策策定において各国固有の事情

を適切に反映させると同時に、加盟国の政策展開に対してもＥＵレベルの取組みを勘案すること

を促すというものである。今後は、「Europe2020」戦略が打ち出す「新産業政策フラッグシップ・イニ

シアティブ」の下、域内のグッドプラクティスの特定や普及に向けて、欧州委員会と加盟国の共同

作業が進むものとみられる。 

 

                       新たな産業政策の柱  

欧州委員会の取り組み： 

・欧州内に強くて競争力のある、多様な産業基盤を発展維持。製造業による更なるエネルギー 

や資源の効率化を促す  

・（「スマート」なレギュレーション、公共調達の近代化、競争法、標準化など）様々な政策措置を組

み合わせた水平的なアプローチの開発 

・企業環境の改善、特に SME の事業環境整備。欧州内の企業取引のコスト削減、クラスター振興

や資金への安価なアクセスなど。 

・困難に直面する業界に関しては、将来志向の事業展開に向けリストラ促進。新興の高成長産業

部門や市場におけるスキルの早急な再配置、EU 国家補助金やグローバル化調整基金からの

支援など。 

・天然資源の使用を減らす生産方法や技術の促進、EU 内の既存の自然財産に対する投資増  

・SME の国際化促進  

                                                 
101 欧州委員会が 2010 年 3 月に発表した「Europe2020」戦略案は、6 月の欧州理事会で正式に採択され、その後

本年中に新たな産業政策方針（コミュニケーション）が発表される見通しとなっている。 
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・域内産業界が EU 統一市場や域外市場に効果的にアクセスできる交通ネットワークを整備 

・ガリレオや GMES（全地球的環境・安全モニタリングプロジェクト）の実現など、主なグローバル課

題に取り組むツールの提供を目指した効果的な宇宙政策の策定。 

・欧州観光産業の競争力強化  

・サービス・製造業界の更なる資源効率化（より効果的なリサイクルを含む）への転換を促すた

め、各種規制を見直し、欧州標準化作業を欧州産業界の長期的な競争力強化につなげる方法

を改善。商用化の促進や KET の育成など。 

– 従業員や消費者の長期的な信頼獲得のための CSR に向け EU の同戦略を見直す。 

 

加盟国の取り組み： 

–企業環境の改善、特にイノベーティブな SME の事業環境整備。公共部門の調達やイノベーショ 

 ンに対するインセンティブ支援など。  

–知的財産を強化するための条件を改善  

–企業の行政負担を削減、企業活動に関わる規制の質を改良 

–異なる部門のステークホルダー（企業、組合、学会、NGO、消費者団体など）と密接に協議し、如

何に強力な産業知識基盤を維持発展させ、EU をグローバルな持続的発展をリーダーとするか

に関する共通見解を作り、障害を特定する。 

 

 

 

 

では、こうした新たな産業政策枠組みの下で、ＥＵ及びその加盟国は欧州機械産業のグローバ

ルな競争力強化に向けいかなる手法をとるだろうか。これまでの欧州機械産業分野の様々な競

争力強化のための枠組み構築の実例から、EU の競争力強化手法の主な特徴は以下の通り一般

化できるだろう。今後もこうした手法は徹底されるものとみられ、同様の内外課題を抱える日本の

機械産業の競争力強化政策の策定の見地からも注目される。 

 

① 規制による競争レベルの引き上げにより、既存産業のイノベーションや研究開発投資を促進

し、当該産業の国際競争力を高めようとする手法である。これは、産業構造によっては新た

な市場が創出され、新産業の育成や成長と雇用の増大をもたらすことができる。 

② 域内での規制レベル引き上げを国際的なスタンダードセッティングと組み合わせることにより、

域内と同質の需要をグローバルに喚起し、同市場でのイニシアティブを握ることで欧州企業

の国際競争力を高めようという手法である。その際、EU は、5 億人の消費者を抱える域内市

場（巨大な輸入市場）が持つデファクトスタンダードの創出力と、国際社会での外交イニシア

ティブを通じたデジュレスタンダード形成力の双方を維持強化している。 

③ 域内統一的な規制枠組みの構築により、域内市場の機能を強化しようとしている。法令調和
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やガバナンス体制の改善により、域内通商障壁の撤廃や公平な域内競争条件を創出、競争

を促進して企業競争力につなげている。 

④ 新たな規制枠組みは、ほぼ自動的にベターレギュレーション（法令の一本化・簡素化等）原則

に基づく法令遵守コストの削減を伴っていることである102。特に、コスト負担が大きい規制の

適用除外等、中小企業負担軽減策の導入を進めている。 

⑤ 規制によりコストの削減あるいは競争力強化を導くという長期的な考え方である。RoHS・

REACH・排出権有料化などの場合、産業界は外部コストの内部化を求められ短期的にはコ

スト負担増となる。しかし、長期的に見ると、内部化に伴うインセンティブが働き、コスト削減

がもたらされ、これが競争力強化につながるとみている。規制分野によっては、より直接的な

形でコスト削減がもたらされることもある103。 

⑥ 強固な規制枠組みの構築によりビジネスリスクが減り、予見性のある企業環境を創出し企業

活動を促進する手法である。化石燃料の削減と再生エネルギーへの移行は、リスクを伴う事

例の代表であったが、EU は、「２０、２０、２０」の環境エネルギー目標を打ち出し、低炭素経

済社会の移行を機械産業のクリーンテクノロジー支援によって達成する方針を明確にしてい

る。 

⑦ 環境保全や安全性そのものが、経済全体の競争力のインフラとして機能するという考え方で

ある。例えば、良好な環境は観光業等の産業が成立する基盤となり、健康な人材及び天然

資源の利用可能性は正常な経済活動が成立する前提となる。「持続可能な競争力」の構築

を目指し、環境、社会、経済のバランスある発展を志向している。 

  

                                                    以上 

                                                 
102 ＥＵは、必ずしも規制「強化」自体を目的としているわけでないが、環境分野で予防原理が立法原理として定着

し、製品安全性分野でも同様の方向にあることから、実際には、これらの分野の立法活動は規制強化のための立

法となりやすい。 
103例えば、廃棄物削減で製造業者は年間 44 億ユーロ節約可、エネルギー効率化で産業界は 27 億ユーロ節約可、

環境マネジメントの改善で農業分野は 13 億ユーロ節約可、廃棄物分野への投資は通常 12 か月以内で回収でき

る、などの試算がある。 
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